（参考）

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応に係る事務連絡等
社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続す
る上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要
な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。利用者への各種サービスの提
供に当たっては、次の（１）から（９）までの事項について十分に理解した上で、適切
に対応いただきたい。
（１）基本的な事項
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策（咳エチケット、手洗い、アルコー
ル消毒等）
、流行地域からの帰国者等の取扱い、新型コロナウイルス感染症が発
生した場合の対応等については、次の事務連絡を参照すること。
・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（その２）
（令
和２年２月 14 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事
務連絡）
【参考１－１】
・ 社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の
対応について（令和２年２月 18 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事
務連絡）
【参考１－２】
・ 「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等
の対応について（令和２年２月 18 日付事務連絡）
」に関するＱ＆Ａについて（令
和２年２月 21 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）
【参考１－
３】
・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について（令和
２年２月 23 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）
【参考１
－４】
・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（令和２年３
月 19 日現在）
（令和２年３月 19 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか事
務連絡）【参考１－５】
・ 「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象
並びに自治体における対応に向けた準備について」等の周知について（令和２
年４月３日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考１－６】
（２）感染拡大防止に関する事項
職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託
業者等への対応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参
照すること。
・ 社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。
）における感染拡大防止
のための留意点について（令和２年２月 24 日厚生労働省健康局結核感染症課
ほか連名事務連絡）【参考２－１】

・ 社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。
）における感染拡大防止
のための留意点について（令和２年２月 24 日厚生労働省健康局結核感染症課
ほか連名事務連絡）【参考２－２】
・

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応につ
いて（令和２年２月 25 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
事務連絡）
【参考２－３】

・

認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のための対応について（令和２年２月 27 日厚生労働省老健局総務課
認知症施策推進室事務連絡）【参考２－４】

・

有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため
の対応について（令和２年２月 27 日厚生労働省老健局高齢者支援課、国土交
通省住宅局安心居住推進課連名事務連絡）
【参考２－５】

・

共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
めの対応について（令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡）【参考２－６】

・

福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ための対応について（令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室事務連絡）【参考２－７】

・

新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（2020 年２月 21 日国立感染症
研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター）【参考２－８】

・

介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応に
ついて（令和２年３月３日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務
連絡）【参考２－９】

・

市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
めの対応について（令和２年３月６日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室ほか事務連絡）
【参考２－10】

・

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３
月６日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考２－11】

・ 「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防
止のための留意点について（令和２年２月 24 日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａ
について（令和２年３月６日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）
【参
考２－12】
・ 社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」
の周知について（令和２年３月９日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合
対策室ほか事務連絡）【参考２－13】
・

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年
３月６日付事務連絡）
」に関するＱ＆Ａについて（令和２年３月 16 日厚生労働
省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考２－14】

・

社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の徹底について（令和２
年３月 19 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）
【参考２－15】

・

社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚
起の周知について（令和２年３月 25 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化

総合対策室ほか事務連絡）【参考２－16】
・ 社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしま
しょう。
」の周知について（令和２年３月 31 日厚生労働省子ども家庭局総務課
少子化総合対策室ほか事務連絡）【参考２－17】
（３）職員の確保に関する事項
職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照すること。
・ 社会福祉施設等における職員の確保について（令和２年２月 17 日厚生労働省
子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）【参考３】
（４）衛生用品の確保に関する事項
マスク、アルコール消毒等の衛生用品については、次の事務連絡を参照するこ
と。
・

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコー
ル等の高齢者施設等への供給について（令和２年２月 21 日厚生労働省医政局
経済課ほか連名事務連絡）【参考４－１】

・

高齢者施設等におけるマスク・消毒用アルコール等に係る充足状況の把握に
ついて（依頼）
（令和２年３月４日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡）
【参考４－２】

・

各都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄状況及び高齢者施
設等に対する対応状況の把握について（依頼）（令和２年３月４日厚生労働省
医政局経済課ほか連名事務連絡）
【参考４－３】

・

都道府県等におけるマスク･消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出につい
て（依頼）
（令和２年３月 12 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか
連名事務連絡）【参考４－４】

・

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノール
の優先供給について（令和２年３月 13 日厚生労働省医政局経済課ほか連名事
務連絡）【参考４－５】

・

都道府県等におけるマスク･消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出につい
て（依頼）
（令和２年３月 13 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策
室ほか連名事務連絡）【参考４－６】

・ 介護施設等に対する布製マスクの配布について（令和２年３月 18 日厚生労働
省医政局経済課（マスク等物資対策班）ほか連名事務連絡）
【参考４－７】
・

高齢者施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について（令
和２年３月 19 日厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）ほか連名事
務連絡）【参考４－８】

・

「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」の設置等について（令和２年３
月 25 日厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）ほか連名事務連絡）
【参考４－９】

・

医療機関等における手指消毒用エタノールの代替品としての特定アルコール
（高濃度エタノール）の希望調査について（令和２年３月 30 日厚生労働省医
政局経済課ほか連名事務連絡）
【参考４－10】

・

新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用
品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について（令和２年４月７日厚生労働
省医政局経済課ほか連名事務連絡）
【参考４－11】

（５）要介護認定に関する事項
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、次
の事務連絡を参照すること。
・

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（令

和２年２月 18 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）【参考５－１】
・

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（そ

の２）
（令和２年２月 28 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）
【参考５－２】
・

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（そ

の３）
（令和２年３月 13 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）
【参考５－３】
・

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（そ

の４）
（令和２年４月７日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）
【参考５－４】
（６）介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに
関する事項
介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次
の事務連絡を参照すること。
・

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（令和２年２月 17 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室ほか連名事務連絡）【参考６－１】
・

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第２報）（令和２年２月 24 日厚生労働省老健局総務課認知
症施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－２】
・

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第３報）（令和２年２月 28 日厚生労働省老健局総務課認知
症施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－３】
・

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第４報）
（令和２年３月６日厚生労働省老健局総務課認知症
施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－４】
・

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第５報）（令和２年３月 26 日厚生労働省老健局総務課認知
症施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－５】
・

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第６報）
（令和２年４月７日厚生労働省老健局総務課認知症
施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－６】

（７）障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱
いに関する事項

障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱い
については、次の事務連絡を参照すること。
・

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について
（令和２年２月 20 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連
絡）【参考７－１】

・

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて（第２報）
（令和２年２月 20 日厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－２】

・

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者（児）への相談支援
の実施等について（令和２年２月 25 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課事務連絡）【参考７－３】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後
等デイサービス事業所等の対応について（令和２年２月 27 日厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－４】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後
等デイサービス事業所等の対応について（その２）（令和２年２月 28 日厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－５】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後
等デイサービス事業所等の対応について（その３）（令和２年２月 28 日厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）
【参考７－６】

・

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨
時的な取扱いについて（令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課事務連絡）
【参考７－７】

・

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について
（第２報）
（令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福
祉課事務連絡）
【参考７－８】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課
後等デイサービスに係るＱ＆Ａについて（令和２年３月３日厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－９】

・

新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いに
ついて（令和２年３月５日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
ほか連名事務連絡）
【参考７－10】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後
等デイサービス事業所等の対応について（その４）
（令和２年３月６日厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－11】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後
等デイサービス事業所等への財政支援制度について（令和２年３月６日厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－12】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての重症心
身障害児や医療的ケア児等の受け入れについて（令和２年３月６日厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－13】

・

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

（第３報）
（令和２年３月９日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課事務連絡）
【参考７－14】
・

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて（第３報）
（令和２年３月 10 日厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－15】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後
等デイサービス事業所等の対応について（その５）（令和２年３月 13 日厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－16】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後
等デイサービス事業所等の対応について（その６）（令和２年３月 19 日厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－17】

・

訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について（令和
２年３月 19 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）
【参考７－18】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校の臨時休業に関連した放課後
等デイサービスに係るＱ＆Ａについて（３月 24 日版）
（令和２年３月 24 日厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－19】

・

障害者支援施設における感染拡大防止と発生時の対応について（令和２年３
月 30 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７
－20】

・

学校の教育活動再開に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応につ
いて（令和２年３月 31 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事
務連絡）
【参考７－21】

・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての児童通
所支援事業所の対応について（令和２年４月２日厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－22】

・

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応につ
いて（その２）
（令和２年４月３日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課事務連絡）
【参考７－23】

（８）児童福祉施設等の人員配置基準等の取扱いについては、次の事務連絡を参照す
ること。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る児童入所施設等の人員基準等の臨時的な取
扱いについて（令和２年２月 18 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連
絡）
【参考８－１】
・ 新型コロナウイルス感染症に係る児童自立支援施設通所及び児童心理治療施
設通所部の臨時的な取扱いについて（令和２年２月 20 日厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課事務連絡）【参考８－２】
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての児童養
護施設等の対応について（令和２年２月 28 日厚生労働省子ども家庭局家庭福
祉課事務連絡）【参考８－３】
・ 社会的養護処遇改善加算の研修受講要件の取扱いについて（令和２年３月 18

日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡）
【参考８－４】
（９）その他の事項
（１）～（８）以外に関する事項について、事務連絡は下記の通りである。
・ 新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求（３月提出分及び４月提
出分）の取扱いについて（依頼）
（令和２年３月５日厚生労働省老健局総務課認知
症施策推進室ほか事務連絡）【参考９－１】
・

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障

害児の受入れについて（令和２年３月６日厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害
福祉課ほか事務連絡）【参考９－２】
・ 介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について（令和２年３月６日厚
生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）
【参考９－３】
・ 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾－」の周知について（令
和２年３月 10 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）
【参考

９－４】
・

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した介護施

設・事業所内保育施設の活用について（令和２年３月 10 日厚生労働省社会・援護
局福祉基盤課福祉人材確保対策室ほか事務連絡）
【参考９－５】
・

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた社会福祉

施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について（周知）
（令和２年３
月 17 日厚生労働省労働基準局監督課ほか事務連絡）
【参考９－６】
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について（令和２
年３月 19 日厚生労働省老健局振興課ほか事務連絡）
【参考９－７】
・ セーフティネット保証５号の対象業種（ 社会福祉施設等関連）の指定について
（令和２年３月 24 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか事務連
絡）
【参考９－８】
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について（その２）
（令和２年３月 27 日厚生労働省老健局振興課ほか事務連絡）
【参考９－９】
・ セーフティネット保証５号対象業種（老人福祉・介護関係）の追加指定について
（令和２年３月 31 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）
【参

考９－10】
・ 介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について（その２）
（令和２年
４月７日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）
【参考９－11】

（児童養護施設等に関するお問い合わせ）
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６８）
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９７６、４９７７）
（保護施設に関するお問い合わせ）
厚生労働省社会・援護局保護課
ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８３３）
（障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ）
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８）
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０２２）
（介護保険サービスに関するお問い合わせ）
・介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護等について
厚生労働省老健局高齢者支援課
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１）
・訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護等について
・認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等について
厚生労働省老健局振興課
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９）
・介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所リハビリ等について
厚生労働省老健局老人保健課
ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９）

