
 
 

大会テーマ「地域で暮らす」 

    長野市鬼無里「大望峠」より 北アルプスと霧の里を望む 

 

 

開催日時  令和４年１０月２２日（土） １２時～１６時３０分 

  会  場  ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）中ホール 

  主  催  長野県手をつなぐ育成会 
        関東甲信越ブロック手をつなぐ育成会連絡協議会 
  主  管  手をつなぐ長野大会 2022地域で暮らそう実行委員会 

  後  援  一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会・長野県他 



第５６回 手をつなぐ育成会関東甲信越大会 長野大会 
 

１ 大会趣旨 

長野県では「障がいがある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」を本年４月  

（一部１０月）から施行し、全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てることのな
く、相互に人格と個性を尊重しあいながら、支えあい、活かし合う社会の実現を目指し
ています。 

私たち保護者は、意志ある支援者とともに「障がいがあっても本人が望んだ場所で、  

本人が願うような生活が送れるように」という思いで活動を続けてきました。 

しかしながら、社会全体の高齢化、福祉人材の不足、そして新型コロナウイルス拡大  

防止のための人々の往来の停止などにより、今までにない非常に厳しい局面を迎えてい
ます。 

本大会では、活動の原点に立ちかえるという意味で、支える人・支えられる人、とも
に、あらためて「地域で暮らす」について考え、親の会としてできる活動を積極的に  

つなげていきます。 

 

２ 大会テーマ 
    「地域で暮らす」 

 

３ 主  催 
  長野県手をつなぐ育成会 

   関東甲信越ブロック手をつなぐ育成会連絡協議会 

 

４ 主  管 

    手をつなぐ長野大会 2022地域で暮らそう実行委員会 

 

５ 後  援 （予 定）                     （順不同） 
（一社）全国手をつなぐ育成会連合会、長野県、長野県教育委員会、長野市、長野市
教育委員会、（社福）長野県社会福祉協議会、（社福）長野県共同募金会、長野県民生
委員児童委員協議会連合会、（社福）長野市社会福祉協議会、長野市民生委員児童委員
協議会、長野県特別支援教育研究連盟、長野県肢体不自由児者父母の会連合会、（社福）
長野県身体障害者福祉協会、（NPO）長野県精神保健福祉会連合会、（一社）長野県知
的障がい福祉協会、（社福）長野県知的障害者育成会、長野県自立支援協議会、長野県
相談支援専門員協会、（社福）長野県社会福祉事業団、（社福）長野市社会事業協会、
（NPO）人和会、（NPO）北アルプスの風、（一社）ゆらゆら、（社福）佐久学舎、（社
福）アルプス福祉会、（NPO）シャイン、（社福）親愛の里、（社福）高水福祉会、信濃
毎日新聞社、朝日新聞長野総局、読売新聞長野支局、毎日新聞長野支局、産経新聞社
長野支局、日本経済新聞社長野支局、中日新聞長野支局、ＮＨＫ長野放送局、ＳＢＣ
信越放送、ＮＢＳ長野放送、ＴＳＢテレビ信州、ａｂｎ長野朝日放送 



６ 期  日  
令和４年１０月２２日（土） １２時～１６時３０分 

 

７ 会  場      
 ホクト文化ホール（長野県県民文化会館） 中ホール （主会場） 

 善光寺・長野県立美術館 （本人参加イベント） 

                                                                           

８ 参 加 者   
 関東甲信越１都９県３政令指定都市育成会会員及び知的障害児者本人並びに関係者 

等    参加予定者数 ５００人 

 

９ 大会日程                      
（１）受  付        １１：００～１２：００ 

 

（２）大会式典        １２：００～１２：３０ 

開式のことば  

主催者挨拶 

来賓挨拶・祝電披露 

中央情勢報告（田中正博 （一社）全国手をつなぐ育成会連合会専務理事） 

 

（３）鼎談・座談会      １２：３５～１６：００ 

（テーマ） 「地域生活移行の過去・現在・未来」 

  第１部 鼎談「西駒郷の地域生活移行を振り返って」 

講師 福岡 寿氏（日本相談支援専門員協会顧問） 

小林 彰氏（社会福祉法人かりがね福祉会理事長） 

山田 優氏（現「地域生活のススメ」一人運動主宰。平成１５年当時の
西駒郷地域生活移行責任者） 

進行兼 県育成会関係者 

        第２部 事例発表「地域で暮らす、地域とは」 

      講師 長野県内で活躍する当事者、支援者等 

    第３部 シンポジウム「長野県の障がい福祉施策～皆様へのメッセージ」 

登壇予定者  野口直樹氏  社会福祉法人高水福祉会常務理事 

片桐政勝氏  社会福祉法人アルプス福祉会常務理事 

中村 彰氏  長野県手をつなぐ育成会会長 

コーディネーター   又村あおい氏 

                  （一社）全国手をつなぐ育成会連合会常務理事 

 

（４）大会宣言       １６：１０～１６：２０ 

 

（５）次期開催地挨拶    １６：２０～１６：３０ 

一般社団法人栃木県手をつなぐ育成会 

 

（６）閉  式       １６：３０ 



１０  本人参加イベント 

「遠くとも一度は詣れ善光寺！」 

善光寺参道約１kmをスタッフと一緒にぶら歩き。 

買い物や食べ歩き、アート作品鑑賞等を楽しみながら善光寺までお詣りに向かいます。 
お詣りの後は長野県立美術館へ。 

ここで善光寺にまつわる民話から生まれた「布引き牛」作りのワークショップを体験
し、お土産としてお持ち帰りいただけます！ 

＜注意事項＞ 

・参加費には「布引き牛」代、移動時の乗車代を含みます。（買い物のお小遣いは含  

みません） 

・行きはスタート地点まで車でお送りします（希望者は直接、善光寺、県立美術館等
まで送迎可能です）。 

・帰りは県立美術館からホクト文化ホールまでシャトルバスでお送りします。 

※参加申し込み後に詳細通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 大会参加費 ３，０００円（資料代を含む。） 

 

１２ 本人参加イベント参加費 ３，０００円 

（１）募集定員５０名  

定員を超えた場合、お申し込みをお断りさせていただく場合があります。 

（２）家族（保護者）又は支援者が、ホクト文化ホールの受付まで必ず同行してくだ
さい。街歩きと県立美術館ではグループごとにボランティアが付き添います。 

（３）付き添いの方が参加する場合の参加費は本人と同額です。支援者お一人が複数
の方に付き添っていただく事は可能です。 

（４）街中散策時にお買い物をされる方は、参加費とは別に現金をご用意ください。 

（５）本人参加者は、申込み時に「本人参加者事前確認書」を大会運営事務局に提出
してください。 

 講師 田嶋 健（たじま けん）さん  1973年長野県佐久生まれ、在住。 木版画による縁起物、
民話をモチーフにした紙芝居や玩具を制作。 善光寺関連の仕事も数多く手掛ける。 



１３ 宿泊（前日泊・当日泊） 
 「参加・宿泊お申し込みのご案内」ページをご覧ください。 

  参加費・宿泊費につきまして、大会運営事務局の委託に基づき、名鉄観光サービス（株）
が収受代行いたします。 

 
１４ お申込み方法 

(１) 各都県政令市育成会は参加希望者を取りまとめ、指定の専用フォーム(Excel)に
入力のうえ、名鉄観光サービス㈱長野営業所へメールでお申し込みください。 

 
(２)  申込期限 令和４年(2022年) 8月 31日（水）必着 

 

（３） Ｅメール   nagano@mwt.co.jp 
 

※なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止、オンライン配信への 

変更をさせていただく事があります。 

 
１５ 駐車場について 

駐車台数普通車：約 210台 

車椅子専用（青色部）：5台 

パーキングパーミット（緑色部）：5台 

大型車：20台 

収容台数には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 

満車の場合は、駅周辺の有料駐車場をご利用ください。 

 
１６ その他 

ホクト文化ホールでは、ステージ及び客席、展示室での飲食は禁止となっています。 
ホワイエ、玄関ロビーでの飲食は可能ですが、新型コロナの感染状況によっては、
利用禁止となる場合もあります。 

館内では、５２席のカフェ・レストランが９時から営業しています。 

大会の受付は１１：００から、開会は１２：００ですので、少し早い昼食となりま
すが、食事を済ませて参加されますようお願い申し上げます。 

 

１７ 問い合わせ先 
   

大会事務局 長野県手をつなぐ育成会 

〒380-0936 長野市中御所岡田 98-1 

         長野県長野保健福祉事務所 1 階 

電話 026-227-6811    FAX 026-227-6836 

Ｅメール kokoro@ikuseikai-nagano.jp 



2022年（令和4年）7月7日現在

大会役職名 育成会名 役職名 氏 名

会長 長野県手をつなぐ育成会 会長 中村　　彰

副会長 一般社団法人栃木県手をつなぐ育成会 会長 小島　幸子

一般社団法人新潟県手をつなぐ育成会 理事長 皆川　栄子

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 理事長 佐々木 桃子

一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会 会長 永井　立雄

山梨県手をつなぐ育成会 会長 宮城　　隆

一般社団法人さいたま市手をつなぐ育成会代表理事 加藤 シゲヨ

神奈川県手をつなぐ育成会 会長 中川　孝子

一般社団法人千葉県手をつなぐ育成会 会長 久保田 洋一

川崎市育成会手をむすぶ親の会 会長 美和 とよみ

公益社団法人埼玉県手をつなぐ育成会 理事長 高野   淑恵

千葉市手をつなぐ育成会 会長 成田　智子

一般社団法人群馬県手をつなぐ育成会 会長 江村　恵子

役員

第56回手をつなぐ育成会関東甲信越大会長野大会

大 会 役 員 名 簿



 

 
 

 

 

＊参加登録また参加費等の収受は、大会運営事務局から名鉄観光サービス株式会社長野営業所にその業務を  

委託しております。 

 

 ◆参加費について                                              

□大 会 参 加 費   お一人様 ３，０００円 

□本人参加イベント参加費   お一人様 ３，０００円 

 ＊お申し込みの早いところから受付させていただきます。 

定員を超えた場合、お申し込みをお断りさせていただく場合がございます。 

 

 

 ◆参加申込について                                      

①参加希望者 

別紙『参加申込書』に必要事項を記入し、各都県政令指定都市育成会にお申し込みください。 

②各都県・政令指定都市育成会 

参加者希望者をとりまとめ、専用フォーム（Excel）に入力のうえ、名鉄観光サービス㈱長野営業所へメールでお申
し込みください。 

8 月 31 日（水）必着。  メールアドレス nagano@mwt.co.jp 

③予約確認書兼お支払いのご案内 

9 月下旬、参加者あてに発送いたします。 

予約確認書は受付の際必要になりますので、大会当日忘れずにご持参ください。 

④都県・政令指定都市育成会あてに参加者ご請求データ等（確定内容）をお送りいたします。 

⑤お支払い 

参加費は「予約確認書兼お支払いのご案内」記載の振込先口座に指定期日までにお振り込みください。 

大会会場でのお支払いは事故防止のためおこないません。 

領収書はお振り込みの控えを持ってかえさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 56 回手をつなぐ育成会関東甲信越大会・長野大会 

参加・宿泊 お申し込みのご案内 

③予約確認書・お支払いのご案内送付（9 月下旬予定） 

①参加申込書送付 

②専用フォーム（Excel）に入力
しメール（8/31（水）必着） 

都
県
政
令
市
育
成
会 
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観 

光 

参 

加 

希 

望 
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⑤お支払い（期日までにお振り込みください） 

④参加者ご請求データ等送付 

（９月下旬予定） 

mailto:nagano@mwt.co.jp


 ◆お申し込み後の変更・取消について                          

□変更・取消の手続き 

①8 月 31 日（水）まで 

参加希望者は各都県・政令指定都市育成会にご連絡ください。 

各都県・政令指定都市育成会は、専用フォーム（Excel）に変更内容を入力し、名鉄観光サービス㈱長野営業
所へメールでご連絡ください。 

②9 月 1 日（木）以降 

参加希望者は各都県・政令指定都市育成会にご連絡ください。 

各都県・政令指定都市育成会は、名鉄観光サービス㈱長野営業所へ変更内容を FAX でご連絡ください。 

□ご案内 

・トラブル防止のため、お電話での変更・取り消しはいたしかねます。 

□取消料は下記表の通りになります。 

  ・取消日の基準は、弊社営業時間内（平日 9 時 30 分～17 時 30 分）とさせていただきます。 

  ・お申し込み後の参加費はいかなる理由があっても返金いたしません。大会終了後、資料をお送りいたします。 

  ・返金は大会終了後、取消料および所定の振込手数料を差し引いたうえでお振り込みいたします。 

 

 

 ◆宿泊について                                         

本大会開催にあたり、宿泊施設をご用意しております。  

□本宿泊プランは名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、お申込みいただくお客様は当社と募集型企
画旅行契約を締結することとなります。 

●最少催行人員 1 名   

●添乗員 同行いたしません。 

●出発地から会場、宿泊施設までの交通はお客様ご自身でのご手配となります。 

●この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める旅行取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書
面の一部になります。 

●詳しい取引条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。また詳しい旅行条件
は名鉄観光サービス㈱ホームページでもご確認いただけます。 

●旅行条件、旅行代金は令和 4 年（2022 年）7 月 10 日を基準としています。 

□設定日（宿泊日）   

令和 4 年（2022 年）10 月 21 日（金）〔前日泊〕、 22 日（土）〔当日泊〕 
□旅行条件 

1 泊朝食付 お一人様 税金・サービス料込み 

 

取消日 お申し込み後 

参加費 お申し込み後の取り消しは 100%（大会終了後、資料をお送りいたします） 

取消日 21 日前まで 20-8 日前まで 7-2 日前まで 前日 当日 旅行開始後・無連絡 

宿泊 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 



□お申込みの際のご注意 

●予約は先着順となります。 

●禁煙・喫煙ルームについては客室数の都合ご希望に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

●電話、朝食以外の飲食代等館内利用分は旅行代金に含まれておりません。 

 

□宿泊施設一覧 

 

 

●旅行代金は、朝食付、税金・サービス料を含むお一人様 1 泊あたりの金額となります。 

●駐車場の詳細は直接宿泊施設にお問い合わせください。 

●上記宿泊施設は長野県「信州安心のお店」の認証を受け、新型コロナウィルス感染症対策を推進しております。 

 

 

 ◆個人情報の取り扱い                               

名鉄観光サービス㈱は、お申込みの際にご提出いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に
利用させていただくほか、本大会の運営・管理の目的に限って使用いたします。 

また、大会主催者の要請に基づき、名簿作成等のために情報を提供いたします。それ以外の目的でご提供いただく個
人情報は利用いたしません。 

※上記のほか、当社の個人情報取扱に関する基本方針については、当社店頭またはホームページにてご確認ください。 

※名鉄観光サービス㈱個人情報保護方針 https://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml 

 

（1泊朝食付） 最寄り駅、インターチェンジ、駐車場
ダブル

（１名利用） １－S ¥12,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約1分。

ツイン １－T ¥9,700 ・普通車　提携　1泊1,100円　

・長野駅善光寺口より徒歩約2分。
・普通車　提携　1泊1,000円

シングル ３－S ¥10,000 ・長野駅善光寺口より徒歩約2分。

ツイン ３－T ¥9,500 ・普通車　提携　1泊800円

・長野駅善光寺口より徒歩約8分。
・普通車　敷地内など　1泊1,000円　

・長野駅善光寺口より徒歩約8分。
・普通車　敷地内など　1泊1,000円　

・長野駅善光寺口より徒歩約7分。
・普通車　提携　無料

地区 ホテル名 客室タイプ

長野東急REIホテル

相鉄フレッサイン
長野駅善光寺口
*21日（金）のみの設定となります。

HOTEL NEW NAGANO

NeXT

ホテルJALシティ長野

長野リンデンプラザホテル

６－S

¥9,500

ホテルナガノアベニュー シングル ¥9,500

シングル

長
野
駅
善
光
寺
口

４－S

５－S

アクセス旅行代金

シングル ¥11,000

シングル ¥12,000

申込記号

２－S

https://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml


◆旅行企画・実施                                     

 □旅行企画・実施  

名鉄観光サービス株式会社 長野営業所   

観光庁長官登録旅行業第 55 号 （一社）日本旅行業協会正会員 ポンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 

〒381-0038 長野県長野市東和田 857-1 信州名鉄長野ビル 

電 話：０２６－２４４－８５５７  ＦＡＸ：０２６－２１７－８１５１ 

Mail ： nagano@mwt.co.jp  

担 当： 原  ・ 小泉               旅行業務取扱管理者：原 大輔 

営業時間：平日 9:30～17:30（土・日・祝日休業）  

＊お電話がつながりづらい場合がございます。Mail、FAX でもお受けしております。 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・  下記の空きスペースは、メモ等にご活用ください  ・・・・・・・・・・ 

 

 

営推 22-019 

 

＊旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご 

不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

 

mailto:nagano@mwt.co.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※　旅行手配に必要な範囲内での大会事務局・運送機関等への個人情報の提供について同意いたします。

記入年月日 令和４年 月 日

ふりがな

本人氏名 （ 男 ・ 女 ）

生年月日 昭和・平成 年 月 日 （ 才）

血液型 ＡＢＯ式 型 型

保護者氏名

住所
〒

電話

支援者、または
当日の緊急連絡先

氏名 携帯

車イスの使用 　　　使用している ・ 使用していない

　その他、何か伝えておきたいことがあれば、ご記入ください。

提供方法　　　下記の提出先に各都県・政令指定都市の育成会にてとりまとめて、ＦＡＸ又は郵送してください。
提出先 長野県手をつなぐ育成会事務局

〒380-0936   長野県長野市大字中御所字岡田98-1
ＦＡＸ　０２６－２２７－６８３６

※　調査票は、大会のみに使用いたします。また、大会終了後速やかに廃棄いたします。

ＲＨ式

本人参加者事前調査票



＊参加ご希望の方は、本参加申込書に必要事項を記入し、各都県・政令指定都市育成会までお送りください。

　　フ　リ　ガ　ナ
第１希望 第２希望 第１希望 第２希望

金額 金額 金額 金額

10/21 ホテル番号 ホテル番号 10/22 ホテル番号 ホテル番号

　 ﾅｶﾞﾉ ﾀﾛｳ ３，０００円 ３，０００円 12,500円 10,000円 12,500円 10,000円

　長野　太郎 〇 1-S 3-S 1-S 3-S
   ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞﾛｳ ３，０００円 ３，０００円 12,000円 12,500円

　川中島　次郎 〇 4‐S 1‐S
   ｾﾞﾝｺｳｼﾞ ﾊﾅｺ ３，０００円 ３，０００円

　善光寺　花子 ○
   ﾁｸﾏｶﾞﾜ ｻｸﾗｺ ３，０００円 ３，０００円

　千曲川　さくら子 ○
３，０００円 ３，０００円 　　

　　　
３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

３，０００円 ３，０００円

円　 円　

※　この申込書をFAXされる際は、必ず控えをお手元に残してください。変更・取消の際はこの申込書をご利用ください。

（         枚中　　　 　　枚目）　　
都
道
府
県

申込団体名 フリガナ

（請求書宛名になります） ご連絡担当者名

所在地住所 TEL〒　　　　－

　　第５６回 手をつなぐ育成会関東甲信越大会・長野大会　参加申込書
【参加希望者⇒都県市育成会あて】

（書類・参加券の送付先） FAX

Ｎｏ. 年齢 性別 育成会大会
参加の方

本人参加
イベント

参加の方

大会関係

宿泊プラン

宿泊費用 個人
総合計金額

（第1希望ホテルの場合）

備　　　考
　　ご参加者氏名

宿泊日
(前日)

宿泊日
(当日） 喫煙個人合計金額 個人合計金額

車いす
台数

例 30 男・女 3,000円

例 45 男・女 3,000円 ○

1 ○ 12,000円 15,000円

○ 25,000円 28,000円○

例 35 男・女 3,000円

例 20 男・女 3,000円

3,000円 　善光寺花子の支援者

3,000円 　(本人)

2 男・女 円　

1 男・女 円　

円　

円　

4 男・女 円　

3 男・女 円　

円　

円　

6 男・女 円　

5 男・女 円　

円　

円　

円　

円　

合　　　計

※　参加費等のお支払いは予約確認書兼お支払いのご案内書を９月中旬にお送りいたしますので、期日までにお支払いをお願いします。

※　宿泊をご希望の方は宿泊日欄に○を必ずご記入ください。おタバコの喫煙のご希望に沿えない場合がございます。 ※　お車でお越しの方は、大会会場及び宿泊に際しまして別途駐車料金がかかりますので、予めご了承ください。

　　（先着順にて受付させていただきます。予めご了承ください。）

※　記入例を参考に、合計金額と総合計をご記入下さい。上記に記載の金額はすべて税込金額です。 

円　

円　

10 男・女 円　

7

9 男・女 円　

8 男・女 円　

男・女 円　


