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１．趣  旨 

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定では、虐待防止にかかる体制整備や従

事者への研修実施など各事業所での取り組みの強化や、虐待防止マネジャーの設

置や役割が示されました。また、運営基準の改正も行われ、障害者支援施設等に

は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための体制整備と、従業者に対する研

修等の措置が、令和４年度より義務化されたほか、令和５年度からは身体拘束廃

止未実施減算の適用が開始されます。  

全社協は平成 28 年度から、障害者支援施設・事業所、厚生関係施設等で虐待

防止・権利擁護の理念理解と一層の意識啓発を進めることを目的に、「障害者虐

待防止リーダー職員研修会」を開催してきました。令和３年度より研修会名を「障

害者虐待防止マネジャー研修会」と改称し、障害者虐待防止の一層の推進に努め

ています。  

本研修会は、虐待防止マネジャーや虐待防止・権利擁護の取り組みを担う職員

を対象とします。取り組みの義務化から半年が経過し、これまでの取り組みを振

り返るとともに、虐待を生まない支援のあり方や体制構築につなげるための知識、

実践的なスキルを学ぶことを目的として開催します。  

 

２．主 催 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

 

３．  障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会  

（全国社会就労センター協議会、全国身体障害者施設協議会、  

全国社会福祉法人経営者協議会、全国救護施設協議会、  

全国身体障害者福祉施設協議会（全国厚生事業団体連絡協議会）、 

日本知的障害者福祉協会（障害関係団体連絡協議会）  

 

４．開催方法 オンデマンド配信（録画配信） 

 （配信期間） 
 
５．期 日 令和５年 1 月 27 日（金）12:00～2 月 28 日（火）23:59 

 

６．定 員 400 施設・事業所 ※定員となり次第締切らせていただきます。  

 

７．参加対象 障害者支援施設・事業所における虐待防止マネジャー、責任者・

管理者、厚生事業関係施設等における虐待防止のリーダー職員 等 

 

８．参 加 費 1 施設・事業所あたり 10,000 円  

※  施設・事業所ごとにお申し込みください。  

※  お振込みいただいた施設・事業所に研修会の資料（冊子）一式をお送りい

たします。あわせて、PDF データにてご提供いたします。  

 

令和４年度 障害者虐待防止マネジャー研修会 

開  催 要 項 
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９．プログラム 

配信時間  配信内容  

５分 イントロダクション 

全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部  

40 分  

●基調説明 

「施設・事業所、虐待防止マネジャーの虐待防止の取り組みを振り返る」 

 令和４年度から各事業所単位での虐待防止の取り組みが義務化さ

れたことを受け、これまでの取り組み状況を振り返るとともに、虐待

防止のために求められる視点を考察する。 

【講師】 

・障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会  座長 白江 浩 

 （全国身体障害者施設協議会   副会長）  

40 分  

●行政説明 

「虐待防止のための取り組み状況」  

 国の「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引

き」のポイントを中心に、全国的な虐待防止マネジャーの取り組み状

況や、施設・事業所で求められる対応等について説明する。 

【講師】 

・厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課  

地域生活支援推進室  虐待防止専門官 松崎 貴之 氏 

60 分 

×２部  

●連続レポート  

「障害者支援施設・事業所等の、虐待防止のための取り組み実践」 

施設・事業所等における、虐待防止・権利擁護のためのこれまでの

取り組みを振り返るとともに、今後の展望を紹介する。 

【進行】 

・障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会  委員 近藤 誠 

 （日本知的障害者福祉協会   権利擁護委員長）  

【コメンテーター】 

・東洋英和女学院大学  名誉教授  石渡 和実 氏  

（全社協・障害者虐待防止の研修のためのガイドブック（暫定版）改訂委員会  委員長） 
 
【登壇施設】  

《第 1 部》 

・就労継続支援Ｂ型事業所 セルプ絆（栃木県）  

・救護施設 青垣園（奈良県）  

・障害者支援施設  宮城県船形の郷（宮城県）  

《第２部》 

・障害者支援施設  ルピナス神川ホーム（埼玉県）  

・障害者支援施設  光の家新生園（東京都）  

・指定障害者支援施設  茨木学園（大阪府） 
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70 分  

●振り返り 

 障害者支援施設・事業所、厚生関係施設の各団体の視点から、事

前課題のなかで重要な取り組みや考え方を紹介する。  

【コーディネーター】 

・障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会   座長 白江 浩  

【コメント】  

・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

地域生活支援推進室  虐待防止専門官 松崎 貴之  氏 

・障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会  委員  

 

10．申し込み締切  

令和５年１月９日（月）23:59 

 ※  定員となり次第締め切らせていただきます。  

 

11．申し込み方法  

申し込みの受付は、㈱インターコミュニティが執り行います。下記専用サイト

よりお申し込みください。  

㈱インターコミュニティ〔  担当：虐待防止マネジャー担当〕  

 専用サイト https://icicj.net/seminar/gyakutaiboshi/index.html  

 

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢４丁目２６−８  

TEL 03-3748-6288  FAX 03-3748-6289 （休業日：土日祝・12/29～1/3） 

申し込み時に、入力されたメールアドレスに申込受付および参加費請求の案内

メールをお送りします。案内に従って参加費の振り込みをお願いします。  

※案内期間でご対応が難しい場合は、  ㈱インターコミュニティにご連絡をお

願いいたします。  

ご入金を確認次第、申込完了となります。申込完了後に動画サイトの URL、

ユーザー名およびパスワードをメールでお送りします。  

 

 申込後の取消は、専用サイトのお問い合わせフォームからの送信、または㈱

インターコミュニティまでご連絡ください。  

 なお、参加費ご入金後、および令和５年１月９日（火）以降の取消について

は、参加費の返金はせず、研修資料の送付をもってかえさせていただきます。

予めご了承ください。  

 

12．情報保障  

手話通訳、要約字幕等をご希望される方は、お申し込みの際にご記入ください。 

 

13．事前課題の提出について  

虐待防止に向けた取り組み等を共有するため、「事前課題（事前提出用シート）」

を参加施設・事業所ごとにご提出いただきます。 

「事前課題（事前提出用シート）」は、ご提出されたデータをそのまま研修資

料として参加者に提供・共有します（事務局による編集・加工はいたしません）。

予めご承知おきください。 

https://icicj.net/seminar/gyakutaiboshi/index.html
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《提出方法・留意点》  

（１）「事前課題（事前提出用シート）」について 

①所定様式を専用サイトよりダウンロードのうえご記入ください。  

専用サイト（https://icicj.net/seminar/gyakutaiboshi/index.html） 

②個人情報の取扱いにご留意願います。  

③１施設につき、１枚のみご提出をお願いします。  

④提出期限：令和５年１月９日（月）23:59 必着  

 

（２）事前課題（事前提出用シート）の提出方法 

①全社協高年・障害福祉部事務局（ z-ks-seminar@shakyo.or.jp）宛に  

電子メールでお送りください。  

②電子メールの件名は、  

「□-△事前課題（○○県､○○苑）R4 マネジャー研修会」としてください。

また、「開封確認」を要求するよう設定してください。  

③添付する事前提出用シートのファイル名は、 

「□-△事前課題（○○県､○○苑）」としてください。  

④電子メール件名・ファイル名の冒頭の「□」には、所属する施設の障害種

別の下記番号 

(太枠の番号)を入力指定ください。  

01 障害者支援施設（知的） 02 障害者支援施設（身体） 

03 障害者支援施設（精神） 04 
障害福祉サービス事業所 

（就労支援系を除く） 

05 就労支援系事業  06 救護施設 

07 更生関係施設  08 婦人保護施設  

09 社会福祉協議会  10 その他 

 

⑤電子メール件名・ファイル名の「△」には、所属する施設の都道府県の下

記番号（太枠の番号）を入力していください。 

01 北海道 02 青森県 03 岩手県 04 宮城県 05 秋田県 

06 山形県 07 福島県 08 茨城県 09 栃木県 10 群馬県 

11 埼玉県 12 千葉県 13 東京都 14 神奈川県 15 新潟県 

16 富山県 17 石川県 18 福井県 19 山梨県 20 長野県 

21 岐阜県 22 静岡県 23 愛知県 24 三重県 25 滋賀県 

26 京都府 27 大阪府 28 兵庫県 29 奈良県 30 和歌山県 

31 鳥取県 32 島根県 33 岡山県 34 広島県 35 山口県 

36 徳島県 37 香川県 38 愛媛県 39 高知県 40 福岡県 

41 佐賀県 42 長崎県 43 熊本県 44 大分県 45 宮崎県 

46 鹿児島県 47 沖縄県 

 

https://icicj.net/seminar/gyakutaiboshi/index.html
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14．個人情報の取り扱い  

（１）本研修の参加者にかかる個人情報につきましては、申し込み受付等委託業

者（㈱インターコミュニティ）と全国社会福祉協議会事務局で共同利用さ

せていただきます。  

（２）個人情報は、本会プライバシーポリシーに基づき、参加申し込み受付など、

研修会の運営に必要な範囲内で使用いたします。  

15．研修会に関するお問い合わせ先（事務局）  

全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部事務局〔  担当：加藤、根岸〕 

〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル  

TEL 03-3581-6502 FAX 03-3581-2428 E-mail： z-ks-seminar@shakyo.or.jp 

 

mailto:z-ks-seminar@shakyo.or.jp

