
障害者福祉法及び児童福祉法に基づく障
害福祉サービス等に関する各事業、 施設
の人員・設備・運営に関する省令、告示、
通知を網羅。基準省令と解釈通知を左右
対照で「わかりやすく」編集。本年版で
は令和 4 年施行の基準省令等の改正に対
応している。

障害者・児に対する各サービスの報酬に
関する基準（報酬告示、 関係告示、 留意
事項通知）を三段対照で「わかりやすく」
編集するとともにＱ＆Ａを収録。 本年版
では令和 4 年度施行の改正を反映し、 最
新版として発行。

2022年版　障害者総合支援法　事業者ハンドブック

指定基準編
人員・設備・運営基準とその解釈

報酬編
報酬告示と留意事項通知

B5判／約900 頁
定価3,960円（本体 3,600円＋税10％）

B5判／約 1,500 頁
定価4,840円（本体4,400円＋税10％）

第１編　障害福祉サービス事業に係る指定基準
障害福祉サービス／障害者支援施設／地域相談支援／計画相談支援／

障害児通所支援（児童福祉法）／障害児入所施設等（児童福祉法）／

障害児相談支援（児童福祉法）

第２編　指定基準に基づく関係告示及び通知

第３編　関係法令

第１編　指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準

第２編　指定通所支援（児童福祉法）の報酬に係る算定基準

第３編　指定入所支援（児童福祉法）の報酬に係る算定基準

第４編　指定相談支援の報酬に係る算定基準

第５編　関係告示・通知

第６編　報酬に関するＱ＆Ａ

第１章　指定障害福祉サービス等

第２章　障害者支援施設等

第３章　指定障害児通所支援事業者等

第４章　業務管理体制

第５章　自立支援給付支給事務等

指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者、障害者支援施設、障害児
通所施設等に対する指導監査指針に加え、業務管理体制に係る確認検査指針等を一冊
に収録。第 4 版では令和 3 年度障害福祉サービス等報酬改定に対応。

指導監査編
指導監査における主眼事項及び着眼点等

障害者総合支援法事業者ハンドブック

障害者総合支援六法 令和4年版

第4版

障害者総合支援法を中心に、身体障害、知的障害、精神障
害、障害児、発達障害など多岐にわたる障害保健福祉施策
に関する法令・通知を体系的に収録した実務六法。令和 4
年度施行の改正等を盛り込み発行。

B5判／約 1,150 頁
予価5,280 円（本体4,800 円＋税10％）

主要
目次

主要
目次

主要
目次

A5判／約 2,900頁
定価7,920円（本体7,200円＋税10％） 第１章　障害者施策基本

第２章　障害者総合支援
第３章　障害児福祉
第４章　報酬・運営基準
第５章　身体障害者福祉

2022年7月発行予定

令和4年度の運営基準の改正等に対応 !

ＮＥＷ

ＮＥＷＮＥＷ

障害者をとりまく問題から、障害者総合支援法や
障害福祉サービス、その他関連制度の知識をわか
りやすく解説。豊富な図とイラストで視覚的に理
解できる。障害福祉サービスの従事者や新人職員、
ケアマネ等の相談援助職など、障害者支援にかか
わるあらゆる方におすすめの入門書。

図解でわかる障害福祉サービス
二本柳　覚＝編著
B5変判／226 頁
定価2,420 円（本体2,200 円＋税10％）

2022年5月発行 ＮＥＷ
8712

主要
目次

第 1章　障害者を支援する際、
まず知っておきたいこと

第 2章　障害者に関する法制度
第 3章　障害者総合支援法

第 4章　障害福祉サービスの使い方
第 5章　障害福祉サービスの実践事例
第 6章　障害者の生活を支える制度

ＮＥＷ

2022年8月発行予定

2022年10月発行予定2022年8月発行予定

8734

8732 8733

画像は旧版のものです

画像は旧版のものです

画像は旧版のものです画像は旧版のものです

第６章　知的障害者福祉
第７章　精神保健福祉
第８章　発達障害者支援
第９章　さまざまな障害者施策

主要
目次

「ケアマネジャー」編集部＝編
福島敏之＝著
B5判／288頁／定価3,080円（本体2,800円＋税10％）
ケアマネや相談援助職に必要な社会保障制度について、概要やサービス
利用の流れ、活用事例をイラストや図表でわかりやすく解説した。生活
保護、障害者福祉、医療保険、権利擁護、年金に加え、新たに子ども家
庭福祉分野を収載。オールカラーでさらに見やすくなった 2022 年版。

2022年4月発行 ＮＥＷ
8496

主要
目次

社会保障制度
現場で役立つ！

ケアマネ ・相談援助職必携

活用
ガイド

2022
年版

手続き・活用の

ポイントがわかる !

各制度の でわかりやすい！

早わかり ！ ケース別活用
できる制度一覧
各制度の動きをチェック！
1　生活保護
2　障害者福祉
3　医療保険
4　権利擁護
5　年金
6　子ども家庭福祉

のポイン
2022 年版

ト

今年度版より オールカラー に！　
豊富な図表でさらに見やすく、わかりやすく！

ひとり親家庭への支援など、 新たに 「子ど
も家庭福祉」 分野の制度情報を収載！

６大社会保障制度に関する最新の情報が 1 冊に ！

現場でのさまざまなケースにおける社会保障

の各制度の具体的な活用事例を豊富に掲載！



お届け先

ご 住 所

( 必須 )

ご自宅 ・ 勤務先（ご名称・部署名・ご担当者名をご記入ください）

〒 電 話

( 必須 )

F A X

お支払い １. 公費 ２. 私費 ( 個人購入 )

ご名称
＊ご自宅の方は
　記入不要です

代金引換

※一部、お取扱い

できない地域が

ございます。

希望曜日

平日 土曜 日曜 無指定

※日程の指定は出来ません

※「振込」を選んだ場合、曜日・時間の指定は出来ません

※電話番号が無記入の場合、代金引換でのお届けは出来ません

希望時間
９～12 時 12～14 時 14～16 時 16～18 時

18～20 時 19～21 時 無指定部署名

＊ご自宅の方は
　記入不要です

お名前

（ご担当）

( 必須 )

振込（銀行、郵便局、コンビニ）必要書類 見積書 (　　通 ) 納品書 (　　通 ) 請求書 (　　通 )

※請求書は、商品と同送いたします。公費→約1カ月以内、私費→約2週間以内にお支払下さい。

通信欄

コード 書　　名 定　価 部　数

8732 障害者総合支援法　事業者ハンドブック　
指定基準編〔2022 版〕

3,960円
（本体3,600円+税10％）

部

8733 障害者総合支援法　事業者ハンドブック　
報酬編〔2022 年版〕 

4,840円
（本体4,400円+税10％）

部

ー 障害者総合支援法　事業者ハンドブック　
指導監査編　第 4 版

予価 5,280円
（本体4,800円+税10％）

部

8734 障害者総合支援六法　令和 4 年版 7,920円
（本体7,200円+税10％）

部

8712 図解でわかる障害福祉サービス  2,420円
（本体2,200円+税10％）

部

☆お客様の個人情報のお取り扱いについて　個人情報保護管理者　取締役総務部長　℡ .03-3834-5810

●弊社はお客様の個人情報を商品の発送・納品、代金の請求、入金の確認、返金、サービス実施、弊社の商品、サービス、催し物のご案内、これらの確認のための連絡に使用します。弊社は法令に基づく場合を除いて、お客様の個人情報

を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。弊社はお客様によりよいサービスの提供のため、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、適切な管理を実施させて業務の一部を外部に委託します。

お客様が弊社に個人情報を与えることは任意ですが、お客様が弊社に個人情報を与えない場合には、弊社からの返信やサービスの提供ができない場合がありますのであらかじめご了承下さい。お客様には、ご自身の個人情報の利用目的

の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除の要求、利用又は提供の拒否をする権利があります。必要な場合には、右記の窓口までご連絡下さい。　【個人情報問合わせ窓口】　中央法規出版株式会社　仙台営業所長　　（220523S）

SNS、メルマガ、けあサポで最新情報を発信しています。

\  Follow me /

【青森県知的障害者福祉協会　専用】申込書

 FAXでお申込み 中央法規出版宛 下の記入欄にご記入のうえ、
FAX してください。

2022 年 8 月発行予定

2022 年 7 月発行予定

2022 年 5 月発行

2022 年 8 月発行予定

2022 年 10 月発行予定

FAX. 0222165087

中央法規出版株式会社　仙台営業所

〒980-0014　仙台市青葉区本町1-9-2-5F

TEL.022-222-1693　FAX.022-216-5087

代引手数料300円　　　　　　　　　　　  ※お届け時期が異なる場合は、発送の都度 代引手数料がかかります。
　　　　　　　　　　　※ご購入3,500円（税込）未満の場合、別途送料がかかります。

※ 3,500円(税込)以上ご購入の場合、送料サービス。
※ 注文の受付からお届けまでに、１週間～１０日程度かかります。発行予定の書籍は、発行次第お送りします。

8496 ケアマネ・相談援助職必携
現場で役立つ！社会保障制度活用ガイド　２０２２年版

 3,080円
（本体2,800円+税10％）

部
2022 年 4 月発行

出版社使用欄
（記入不要）

コード 売上日 売上 No 区分 社員 業種 方法 請納 場所 用紙 売上 支払 斡旋

1　09642 ② 2238-200

スマートフォンでお申込み
右の QR コードをスマートフォンで読み取り、
画面上で注文書籍を選んで、ご住所・お名前等の
必要事項を入力してお申込みください。

年 月 日　


