
【行政情報】＜感染拡大防止・注意喚起　等＞
日付 リンク 備考

2020年8月17日 （再周知）「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」
・5/27掲載「職場における新型コロナウイルス感染症へ
の感染予防、健康管理の強化について」を更新

2020年8月11日 「高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時の検査体制について」（介護保険最新情報.866）

2020年7月2日 「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」（介護保険最新情報Vol.853）

2020年6月2日 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の 取組実施するための留意事項について」（介護保険最新情報Vol.841）

2020年6月2日 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」（介護保険最新情報Vol.839）

2020年5月27日 「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」
・【重要】労務関連、職場での感染防止
・4/21掲載「新型コロナ対策基本方針」を変更

2020年5月12日 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について（介護保険最新情報Vol.832） ・【重要】受診の目安

2020年5月7日 「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」及び関連のＱ＆Ａについて ・老健向け（介護付きホームの参考に掲載）

2020年4月27日
「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）」及び「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（その２）（令和２年４月 ７日付）」に関するＱ＆Ａ（その２）について」

・Q&A（4/14掲載事務連絡808、3/6掲載事務連絡777
について）

2020年4月21日 「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々の感染予防、健康管理の強化についての協力依頼」
・5/27掲載「職場における新型コロナウイルス感染症へ
の感染予防、健康管理の強化について」で「新型コロナ
対策基本方針」を変更

2020年4月14日 【再徹底】「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（その２）」４月14日追記 ・【重要】事務連絡 808

2020年4月10日
「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）」及び「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（その２）（令和２年４月７日付）」に関するＱ＆Ａについて」

・Q&A（4/14掲載 事務連絡808、3/7掲載 事務連絡777
について）

2020年3月21日 「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」 ・3/7掲載 事務連絡777の徹底

2020年3月17日 「『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）』に関するＱ＆Ａについて」 ・Q&A（3/7掲載 事務連絡777について）

2020年3月9日
「「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）」に関するＱ＆Ａ
について」

・Q&A（2/25掲載 事務連絡768について）

2020年3月7日 【必読】新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合における留意事項 ・【重要】事務連絡 777

2020年3月2日 （厚生労働省）新型コロナウイルス感染症についてのページが開設されています（３月４日再追記）
・厚労省リンク（Q&A（労務）・新型コロナウイルス感
染症について）

2020年2月25日 「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」 ・事務連絡 769（入所施設・居住系除く）

2020年2月25日 「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」 ・事務連絡 768（入所施設・居住系）
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【行政情報】＜感染拡大防止・注意喚起　等＞
日付 リンク 備考

2020年2月25日 「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」 ・事務連絡 767

2020年2月25日 「『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）』に関するＱ＆Ａについて」 ・Q&A（2/19掲載 764）

2020年2月19日 「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」 ・事務連絡 764

2020年1月30日 「新型コロナウイルスに関するQ&A」等の周知依頼がありました ・厚労省リンク（Q&A（一般）・感染症マニュアル）
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【行政情報】＜感染拡大防止・周知　等＞
日付 リンク

2020年7月5日 「動画「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策」（その２）・「送迎の時のそうだったのか！感染対策」について」（介護保険最新情報Vol.852）

2020年7月2日 「新型コロナウイルス感染症に係る接触確認アプリの周知について」（COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application　７月２日追記

2020年6月26日 「動画「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策」について」（介護保険最新情報Vol.851）

2020年6月19日 （神奈川県高齢福祉課より）「新型コロナウイルス感染症「感染防止対策取組書」について」(周知依頼）

2020年6月2日 「動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか！感染対策」及びその周知のためのリーフレットについて」（介護保険最新情報Vol.840）

2020年5月15日 「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」（介護保険最新情報Vol.834）

2020年5月11日 「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策」について」及び「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策」について（その２）」

2020年4月1日 「『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」

2020年3月26日 「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」

2020年3月9日 「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」

2020年3月2日 リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」について

2020年2月28日 「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」

2020年2月25日 「新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイベント開催の取扱い等について」

【行政ホームページ】＜コロナウイルス関連＞
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について

厚生労働省 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年3月）」の公表について

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け）

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）

経済産業省 マスクや消毒液等の状況

https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2125/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2120/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2122/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2117/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2094/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2085/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2077/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2033/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2026/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2003/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/1991/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/1988/
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/1978/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html


【行政情報】【法令等の対応】

【行政情報】＜介護報酬等の請求＞
日付 リンク

2020年7月5日 「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（７月提出分及び８月提出分）の取扱いについて（依頼）」

2020年5月3日 「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（５月提出分及び６月提出分）の取扱いについて（依頼）」

2020年3月6日 「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）」

【行政情報】＜人員基準等の臨時的な取扱い＞
日付 リンク

2020年8月17日 「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14 報）」（介護保険最新情報Vol.868）

2020年6月17日 「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13 報）」

2020年6月2日 「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12報）」（介護保険最新情報Vol.842）

2020年5月27日 「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11報）」（介護保険最新情報Vol.836）

2020年4月27日 「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10報）」

2020年4月21日 「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」のまとめについて」

2020年4月16日 「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９報）」

2020年4月13日 「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８報）」

2020年4月10日 「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７報）」

2020年4月8日 「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）」

2020年3月30日 「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）」（介護保険最新情報Vol.796）

2020年3月9日 「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）」

2020年3月2日 「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）」

2020年2月25日 「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）」

2020年2月19日 「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」
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【行政情報】＜要介護認定の取扱い＞
日付 リンク

2020年4月28日 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」

2020年4月8日 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）

2020年3月16日 「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）」

2020年3月2日 「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）」

2020年2月19日 「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」

【行政情報】【法令等の対応】

【行政情報】＜その他＞
日付 リンク

2020年5月11日 「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）」４月３日再追記、５月11日再々追記

2020年4月30日 「リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」について」

2020年4月27日 「介護サービス事業所によるサービス継続について」

2020年4月15日 【厚労・総務・法務・文科】「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持に対する配慮に関する要請について」

2020年4月15日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた対応について」

2020年4月8日 「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）」

2020年4月6日 「『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」

2020年3月2日 「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医療機関、社会福祉施設等の対応について」
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【行政情報】【制度】
日付 リンク

2020年8月20日 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）」の各都道府県での申請受付が順次開始されています

2020年8月17日 「高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検について」

2020年7月29日 「介護サービス事業所・施設における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業について」(7/29更新）

2020年6月22日 【厚生労働省】「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」について

2020年6月17日 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」及び「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について

2020年6月17日 「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(第2報)」

2020年6月17日 「訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について」（介護保険最新情報Vol.848）

2020年5月19日 持続化給付金について

2020年5月19日 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」について

2020年5月7日 「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について」

2020年5月7日 （参考）「介護関係事業者における営利法人等に対する新型コロナウイルス感染症対応融資の取扱いについて」

2020年4月3日 「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」４月３日追記

2020年3月24日 「厚生労働省社会・援護局」における「社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業」について

2020年3月18日 「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）」

2020年3月12日 「『新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾ー』の周知について」（介護保険最新情報Vol.783）

2020年2月19日 「高齢者施設等における職員の確保について」
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【行政情報】【衛生備品（マスク・消毒液など）】
日付 リンク

2020年8月7日 「介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について」、「介護施設・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」（介護保険最新情報Vol.863、364）

2020年6月26日 「介護施設等に対する布製マスクの配布について」（介護保険最新情報Vol.850）

2020年4月28日 「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（改定）」

2020年4月16日 「サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて」

2020年4月8日 「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」

2020年3月26日 「『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」

2020年3月21日 「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」

2020年3月19日 「介護施設等に対する布製マスクの配布について」

2020年3月13日 消毒用エタノールを詰め替える際は、容器の衛生的な管理に努めてください

2020年3月12日 「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）」

2020年3月11日 経済産業省「マスクや消毒液やトイレットペーパーの状況　～不足を解消するために官民連携して対応中です～」

2020年2月25日 「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」

【行政情報】【廃止になった通知】
日付 リンク

2020年3月12日 「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11日現在）

2020年3月9日 「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７日現在）

2020年2月28日 「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２月27日現在）

2020年2月17日 「社会福祉施設における新型コロナウィルスへの対応について（その２）」（周知依頼）

2020年2月3日 「社会福祉施設における新型コロナウィルスへの対応について」（周知依頼）
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【介護付きホーム協会からのお知らせ】
★は会員専用ページ
日付 リンク

2020年8月13日 ★【受付終了】「風に立つライオン基金」主催の新型コロナウィルス対策用研修プログラムのご案内

2020年8月6日 新型コロナウイルス感染症対策のための寄付金を受領いたしました

2020年7月20日 ★介護付きホーム NEWS LETTER 2020 Summer Volume 90　新型コロナウイルス　今、私たちがすべきこと

2020年7月17日 ★【終了】新型コロナウイルスによる影響等に関するアンケート

2020年6月11日 新型コロナウイルス感染症が介護・高齢者支援に及ぼす影響と 現場での取組み・工夫に関する緊急調査【介護保険サービス事業所調査】の結果が公表されました

2020年6月5日 「新しいオペレーション（例）」について

2020年6月5日 【新型コロナウイルス感染症対策】会員向けマスク配送のご報告

2020年6月3日 「高齢者住まいにおける新型コロナウイルス感染症対策に係る要望について」の提出について（５月29日付）

2020年5月15日 ★【新型コロナウイルス感染症】疑い例発生後対応フロー（例）について

2020年5月7日 「新型コロナウイルスへの感染拡大に伴う高齢者住まいに係る要望について」の提出について

2020年5月1日 ★マスク無償提供　正会員限定20法人

2020年4月15日 会報号外2020年度「ホーム内で新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合」

2020年3月31日 新型コロナウイルス感染症の拡大に関し、厚生労働省と意見交換を行いました。

2020年3月11日 【高住連】新型コロナウイルスへの感染拡大に伴う高齢者向け住まいにおける人員確保等に係る要望について

2020年3月9日 【新型コロナウイルス】会員事業者の対応事例の共有について（３月10日現在）

2020年2月26日 会報号外「新型コロナウイルス感染症に関する説明資料」について
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