
お詫びと訂正 
 

『障害者虐待対応の手引き 養護者・障害者福祉施設従事者・使用者による虐待対応帳票・事例』の本

文中、次のような誤りがございました。お詫びして、訂正させていただきます。（2016 年 4 月 12 日更

新） 
 
章 該当頁 正 誤 備  考 
第

2
章 

46 頁、48 頁、80 頁 、
82 頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成「養

護者による障害者虐待対応帳票 VerⅠ」
（出典：東京都国分寺市作成様式を参考
に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成

「養護者による障害者虐待対応帳票
VerⅠ」 

2016/4/12 更新 
 

50 頁、51 頁、69 頁、
85 頁、86 頁、90 頁、

97 頁、104 頁、 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「養護者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都老人総合研究所作成様
式を参考に作成） 68 頁 、89 頁、96 頁、

103 頁 
公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「障害者虐待対応帳票 VerⅠ」 

61 頁、65 頁、72 頁、
76 頁、91 頁、94 頁、

98 頁、101 頁、105
頁、108 頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「養護者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都老人総合研究所「支援
計画書（第 2 版）」を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「養護者による障害者虐待対応帳票

VerⅠ」 
 

62 頁、73 頁、92 頁、

99 頁、106 頁  
公益社団法人日本社会福祉士会作成 

「養護者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都老人総合研究所「支援
計画書（第 2 版）」、新潟県三条市作成様

式を参考に作成） 
第

3
章 

119 頁－120 頁、178
頁－179 頁、181 頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 

「障害者福祉施設従事者等による障害者
虐待対応帳票 VerⅠ」（出典：東京都健康
長寿医療センター研究所（東京都老人総

合研究所）作成帳票類を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 

福祉施設従事者等による障害者虐待
対応帳票 VerⅠ 

122 頁  

159 頁－160 頁、162
頁、165 頁－167 頁、
170 頁、171 頁、174
頁 、222 頁－225 頁、

227 頁、229 頁、239
頁－245 頁、250 頁－
256 頁、260 頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 

障害者福祉施設従事者等による障害
者虐待対応帳票 VerⅠ 

127 頁、128 頁、150
頁－153 頁、185 頁、
187 頁、219 頁－221
頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「障害者福祉施設従事者等による障害者
虐待対応帳票 VerⅠ」（出典：東京都健康

長寿医療センター研究所（東京都老人総
合研究所）、神奈川県作成帳票類を参考に
作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
福祉施設従事者等による障害者虐待
対応帳票 VerⅠ 

186 頁、217 頁、218
頁 

 

135 頁－149 頁、191
頁－216 頁  

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「障害者福祉施設従事者等による障害者

虐待対応帳票 VerⅠ」（出典：東京都健康
長寿医療センター研究所（東京都老人総
合研究所）、神奈川県、大阪府作成帳票類

を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
福祉施設従事者等による障害者虐待

対応帳票 VerⅠ 

第
4
章 

268 頁、269 頁、271
頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都健康長寿医療センター
研究所（東京都老人総合研究所）作成帳
票類を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票

VerⅠ」 
310 頁－311 頁、313
頁 

社団法人日本社会福祉士会作成（出

典：東京都健康長寿医療センター研
究所（東京都老人総合研究所）作成
帳票類等） 

272 頁、273 頁、290
頁－293 頁、351 頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都健康長寿医療センター

研究所（東京都老人総合研究所）、神奈川
県作成帳票類を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票
VerⅠ」 

317 頁、325 頁－328
頁、337 頁、350 頁、

352 頁、353 頁 
 

社団法人日本社会福祉士会作成（出
典：東京都健康長寿医療センター研

究所（東京都老人総合研究所）、神奈
川県作成帳票類等） 

318 頁、338 頁  
275 頁－289 頁 公益社団法人日本社会福祉士会作成 

「使用者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都健康長寿医療センター

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票
VerⅠ」 



 
 
章 該当頁 帳票該当箇所 正 誤 備  考 
第

3
章 

194 頁、

195 頁 
面接調査票（その他の障害者用）－聞き取り

シート 
１ 聞き取り調査対象障害者 障害支援区分 

区分４ 区分３ 2016/4/12 更新 
 

223 頁、

241 頁 
252 頁 

アセスメント要約票 Ⅰ．障害者本人の情報 
【経済情報】 

☑工賃３千円 ☑工賃１万円 

第

4
章 

362 頁、

367 頁 
373 頁 

障害者虐待対応評価会議記録票帳票名 虐待対応評価会議記

録票 
障害者虐待対応評価

会議記録票 

 
 
 
 
 
 

322 頁－324 頁、341
頁－349 頁 

研究所（東京都老人総合研究所）、神奈川
県、大阪府作成帳票類を参考に作成） 

社団法人日本社会福祉士会作成（出
典：東京都健康長寿医療センター研
究所（東京都老人総合研究所）、神奈

川県、大阪府作成帳票類等） 

 

296 頁、304 頁、307
頁 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 

「使用者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都健康長寿医療センター
研究所「支援計画書（第 2 版）」を参考に

作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 

「使用者による障害者虐待対応帳票
VerⅠ」 

333 頁、358 頁、362
頁、364 頁、367 頁、
369 頁、373 頁 

社団法人日本社会福祉士会 VerⅡ－

２（出典：東京都健康長寿医療セン
ター研究所「支援計画書（第 2 版）」
を参考に作成） 

297 頁 公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都健康長寿医療センター
研究所「支援計画書（第 3 版）」、新潟県
三条市作成様式を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票

VerⅠ」 
334 頁、359 頁 社団法人日本社会福祉士会作成 Ver

Ⅱ－２（出典：東京都健康長寿医療

センター研究所「支援計画書（第 3
版）」、新潟県三条市作成様式を参考
に作成） 

305 頁 公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都健康長寿医療センター
研究所「支援計画書（第 2 版）」、新潟県
三条市作成様式を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票

VerⅠ」 
365 頁、370 頁 社団法人日本社会福祉士会作成 Ver

Ⅱ－２（出典：東京都健康長寿医療

センター研究所「支援計画書（第 2
版）」、新潟県三条市作成様式を参考
に作成） 

298 頁、299 頁 公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票 Ver
Ⅰ」（出典：東京都健康長寿医療センター

研究所（東京都老人総合研究所）作成様
式を参考に作成） 

公益社団法人日本社会福祉士会作成 
「使用者による障害者虐待対応帳票
VerⅠ」 

331 頁、332 頁、356
頁、357 頁 

社団法人日本社会福祉士会作成 Ver
Ⅱ－２（出典：東京都健康長寿医療
センター研究所作成様式を参考に作

成） 


