
主　　催　公益財団法人　日本知的障害者福祉協会　生産活動・就労支援部会
　　　　　一般社団法人　北海道知的障がい福祉協会
後　　援　北海道　札幌市　北海道社会福祉協議会　北海道社会就労センター協議会
日　　程　平成25年9月28日（土）～29日（日）
会　　場　（研修会）　ホテルロイトン札幌
　　　　　（見本市・物産展）北海道庁赤レンガ庁舎前広場／札幌駅前地下広場チ・カ・ホ
　　　　　（ステージイベント）　北海道庁赤レンガ庁舎前広場特設ステージ
参 加 費　 研修会参加費（見本市見学含む）… 10,000円
　　　　　交流会参加費　… 8,000円
申込締切　平成25年8月30日（金）　
定　　員　500名　※定員になり次第締め切り　　

　昨年度開催された「第１回全国生産活動・就労支援部会職員研修会」では、新たなチャ
レンジとして大会形式を一新し、従来の講演や発表による研修会に加え、商品見本市や物
販品の販売等を実施致しました。この取組により生産活動を行う施設・事業所がお互いの
商品を知り、参加した事業所の商品が発注される機会が増えてきていると共に、今後に
向けた経営力の強化・技術の向上・共同化に向けて大きな一歩を踏み出したところです。
　今年度は、この新たな取組をさらに前進させるため、北海道、札幌市の御協力のもと、
観光の拠点札幌駅前地下広場、道庁の赤レンガ庁舎前庭広場を中心に開催させていた
だくこととなりました。多くの市民や観光客、企業の皆様に足を運んで頂き、私達が生産
している商品や取組を発信し、民需・官需・内需に向けた市場開拓や技術向上と、障害のあ
る方々の一般就労にまでつながる就労支援を更に充実させていく事を目的に開催させ
ていただきます。
　また、今年度は会場内特設ステージにおいて、利用者の皆さんによる和太鼓やロック
バンドの演奏などのステージ発表も予定しています。
　実行委員一同、心より多くの皆様のご参加をお待ちしております。

　日本知的障害者福祉協会　生産活動・就労支援部会　
　　　　　　　　　　　部会長　　榊原　典俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副部会長　高橋　一裕（開催地区部会長）

※開催日は観光シーズンのため、宿泊・航空機等ともに混雑が予想されます。
　お早めのお申込みとご予約をお願いいたします。

第２回
全国生産活動・就労支援部会職員研修会

商品見本市及び食品販売、物販品等商談会
大会テーマ「味よし！品よし！心よし！」

～製造技術の向上・新たな市場、就労開拓をめざして～

『なまらいいっしょ !! 集まるべさ !!』



スケジュール・プログラム

第１日目
9月28日（土）

9:00   　9:30    　10:00      　　　11:00   　  　　　12:30     13:30     　 14:00    　　　 16:00      　18:00   　  20:00

ホテル
ロイトン札幌 受　付 開会式 行政説明

（厚生労働省）

講　演
四王天 正邦 氏

（三越伊勢丹ソレイユ）

見本市・物産展・商談会

ステージイベント

１日目／９月28日（土）

２日目／９月29日（日）

研修会

見本市
物産展

北海道庁
赤レンガ前庭広場

札幌駅前地下広場
チ・カ・ホ

ステージイベント

移動／見本市見学（自由見学）

プログラム会　　場

移動 交流会

オープニング
セレモニー

8:30   　9:00      　10:00               　　　12:00                                                              15:00 

ホテル
ロイトン札幌 受　付 実践報告 （５事業所）

見本市・物産展・商談会

ステージイベント

研修会

見本市
物産展

北海道庁
赤レンガ前庭広場

ステージイベント

移動／見本市見学（自由見学）

プログラム会　　場

◎ホテルロイトン札幌（研修会）

　  9:00　受　　　付
　  9:30　開　会　式
　10:00　行政説明　厚生労働省　(調整中 )
　11:00　講　演　「重度知的障害者は企業の貴重な戦力」
　　　　　（講師：四王天 正邦 氏／
　　　　　　　　　　　（株）三越伊勢丹ソレイユ代表取締役社長）

　12:30　見本市・販売会場へ移動（自由見学）

　18:00　交流会（申込者のみ）

　20:00　交流会終了

◎北海道庁赤レンガ庁舎前広場（見本市・物産展）

　10:00　見本市・物産展・商談会・販売開始

　13:30　オープニングセレモニー

　14:00　ステージイベント

　16:00　1日目　終了

◎札幌駅前地下広場（見本市・物産展）

　10:00　見本市・物産展・商談会・販売開始

　16:00　1日目　終了

講演講師紹介

氏名：四王天 正邦 （1957年横浜市生まれ）
所属：株式会社三越伊勢丹ソレイユ
　　　特例子会社 （出資会社：三越伊勢丹ホールディングス）

役職：代表取締役社長

1980年（株）伊勢丹入社

2004年　不定期人事異動により特例子会社の
　　　　　 設立を一任される
2005年　伊勢丹ソレイユ （現・三越伊勢丹）
2007年　代表取締役社長就任（現在に至る）

札幌駅地下歩行空間
チ・カ・ホ

赤レンガ庁舎前広場

しおうでん　  まさくに

バイヤー・セールスマネージャー・外商セールス
・人事部採用担当・得意先営業推進を経る

※以前のご案内からスケジュールが変更しています。

札幌駅前地下広場
チ・カ・ホ



会場周辺のご案内

第２日目
9月29日（日）

◎ホテルロイトン札幌
8:30  受付
9:00　
　実践報告①「障害特性を活かした生産活動の取り組み～自閉症障害のある人たちのコロッケづくりを通して～」
　　　　　　　　発表者:松上　利男氏(大阪府/社福・北摂杉の子会　ジョブサイトよど施設長)
　実践報告②「地域における就労支援活動～地域と共に取り組む伝統芸能、複数事業所の連携と商品のブランド化～」
　　　　　　　　発表者:小倉　広文氏(島根県/社福・いわみ福祉会　ワークくわの木熱田事業所所長)
　実践報告③「人口5,000人の過疎の町　小さくてもキラリと光る『人・商品・店』づくりの実践」
　　　　　　　　発表者:成田　英司氏(北海道/社福・新冠ほくと園　ミルト施設長)
　実践報告④「入所施設からの就労移行」
　　　　　　　　発表者:梶山　剛史氏(茨城県/社福・白銀会　障害者就業・生活支援センター「かい」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任就業支援ワーカー)
　実践報告⑤「自立支援と社会参加～社会貢献も視野に～」
　　　　　　　　発表者:鳴海　　孟氏(北海道/社福・清水旭山学園　総合企画室長)

12:00　見本市・物産展会場へ移動（自由見学）

◎北海道庁赤レンガ庁舎前広場／札幌駅前地下広場チ・カ・ホ（共通）
10:00　見本市・物産展・商談会・販売開始
15:00　2日目　終了
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◎参加費
　①研修会参加費：10,000 円　　　②交流会参加費：8,000 円（任意参加）
◎宿泊のご案内

　各ホテルのお部屋数には限りがあります。満室の場合は他ホテルのご案内となります。

ホテル名 ルーム
タイプ

おひとり様料金
（朝食付税込） 場所

アクセス等
記号

Ａ
ロイトン札幌

（北1条西11丁目）

シングル

ツイン

ホテル
申込
記号

ＡS

ＡT

9/27（金）
（前泊）

9/28（土）
（当日泊）

9/29（日）
（後泊）

10,000円 11,000円 10,000円

7,350円 8,400円 7,350円

研修会会場

地下鉄東西線「西11丁目」

より徒歩3分

B
東京ドームホテル札幌
（大通西6丁目）

シングル

ツイン

BS

BT

9,500円 11,550円 9,500円

7,500円 9,500円 7,500円

研修会会場より徒歩６分

地下鉄東西線「西11丁目」

より徒歩3分

C
札幌ガーデンパレス
（北1条西6丁目）

シングル 8,500円9,500円
研修会会場より徒歩６分

地下鉄東西線「大通」より

徒歩3分

D
ホテルリソルトリニティ札幌
（大通西５丁目）

シングル

ツイン

DS

DT

9,000円 10,000円 9,000円

9,000円 10,000円 9,000円

研修会会場より徒歩12分

地下鉄東西線「大通」より

徒歩1分

Ｅ
チサンホテル札幌
（北2条西2丁目）

シングル

ツイン

ＥS

ＥT

7,500円 8,500円 7,500円

6,300円 7,350円 6,300円

研修会会場より徒歩12分

地下鉄東西線「大通」より

徒歩5分

F
ホテルグレイスリー札幌
（北4条西4丁目）

シングル

ツイン

FS

FT

8,700円 10,200円 8,700円

6,500円 8,000円 6,500円

研修会会場より徒歩1分

JR札幌駅南口より

徒歩1分

CS 設定なし

参加・宿泊・航空券に関するお問い合せ
研修会内容に関するお問い合せ
公益財団法人　日本知的障害者福祉協会事務局
生産活動・就労支援部会職員研修会　係

 
〒105-0013　東京都港区浜松町2-7-19
　　　　　KDX浜松町ビル６階

      TEL03-3438-0466    FAX03-3431-1803

航空券手配のご案内
本研修会では、各航空会社航空券の予約・手配等を承ります。別紙申込書の備考欄にご記入の上、FAXもしくは
お電話にて下記「近畿日本ツーリスト」担当までご連絡ください。

変更・取消しについて　※事前に必ずご確認ください。

観光庁長官登録旅行業第1885号

（株）近畿日本ツーリスト北海道　札幌法人旅行支店
「第2回全国生産活動・就労支援部会職員研修会」

担当デスク（大桃・大高）
〒060-0003　札幌市中央区北3条西2丁目2-1

日通札幌ビル6F
 TEL　011-280-8855   　 FAX　011-280-2732

※別紙の申込書にてお申し込みください。参加・宿泊のご案内

①お申込内容の変更、取消については、FAXにてご連絡ください。（お電話でのご連絡はお受け致しかねます）

②お取消しの際は、下記の取消料を申し受けます。

【研修会】お振込み以降は研修会費の返金は出来ません（後日関係資料をお送りします）。

【交流会】〔9/25（水）まで：無料〕、〔9/26（木）：2,000円〕、〔9/27（金）：4,000円〕、〔当日：全額〕

【宿　泊】〔10日前まで：無料〕、〔9日前以降前日まで：20％〕、〔当日：80％〕、〔無連絡不泊100％〕

G 札幌グランドホテル
（北１条西4丁目）

シングル

ツイン

GS

GT

10,500円 13,650円 10,500円

8,000円 11,550円 8,000円

研修会会場より徒歩7分

JR札幌駅南口より

徒歩5分


