
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）

ＦＡＱ

令和２年８月１４日

東京都福祉保健局障害者施策推進部



新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）ＦＡＱ

Ｑ1 Ａ1

Ｑ2 Ａ2

Ｑ3 Ａ3

Ｑ4 Ａ4

Ｑ5 Ａ5

Ｑ6 Ａ6

Ｑ7 Ａ7

Ｑ8 Ａ8

Ｑ9 Ａ9

Ｑ10 Ａ10

Ｑ11 Ａ11

Ｑ12 Ａ12

Ｑ13 Ａ13

質問 回答

１　総論

申請は都でも受け付けてもらえるか。
国保連申請ができない場合は、都でも受け付けますが、原則、国保連に
申請してください。

申請と支給時期の目安を教えてほしい。
月ごとにとりまとめて事務を行います。例えば、８月中に申請受理した
ものは９月下旬から１０月上旬頃に概算払いとして支払い予定です。

申請方法

申請は国保連でも、東京都でもどちらでも良いか。
国保連に報酬請求している事業所の場合は、原則、国保連への申請をお
願いします。

申請期限はいつまでか。
国保連に申請できるのは１１月末までです。その後は、都で受け付ける
予定ですが、詳細は東京都のホームページや東京都障害者サービス情報
でお知らせしますので、ご確認ください。

申請マニュアルはホームページに掲載しているのか。
東京都障害者サービス情報に掲載しています。福祉保健局のホームペー
ジからもリンクがあります。

国保連か東京都にどちらに提出しても入金時期は同じか。 同じです。

複数の障害福祉サービス事業所・施設等を有する事業者の一括申請につ
いては可能か。

可能です。できるだけ法人で取りまとめて申請してください。また、複
数の都道府県に事業所を有している場合は、都道府県ごとに取りまとめ
て国保連に申請してください。補助金は事業所番号ごとに支払われま
す。ただし、多機能型事業所については１事業所としての扱いになりま
す。

上限額に達するまで、複数回の申請は可能か。

原則、1回目の交付申請で、慰労金と併せて、その他の「介護サービス
提供支援事業」、「在宅サービス再開支援に向けた支援事業」について
も今後の執行予定額を含め、上限額で申請してください。また、返納が
生じないよう、可能な限り有効に使い切ってください。

感染対策徹底支援事業は最終的に満額申請したいと思っているが、月ご
とに申請したほうが良いか。それとも最初に満額申請したほうが良い
か。

概算払いになりますので、最初に満額申請してください。なお、実績報
告が交付額に満たない場合は、精算により返金になります。

例えば職員の慰労金だけ先に申請して、残りの補助経費は後日申請も可
能か。

原則、1回目の交付申請で、慰労金と併せて、その他の「介護サービス
提供支援事業」、「在宅サービス再開支援に向けた支援事業」について
も今後の執行予定額を含め、上限額で申請してください。また、返納が
生じないよう、可能な限り有効に使い切ってください。

精算があるとのことだが、精算時に申請額を超えていた場合、追加で補
助金は支給されるのか。

精算時に追加支給はありません。申請額を超えることが見込まれる場合
は、必ず追加で別月に月ごとに申請してください。その際、必ず様式２
の既申請分欄に申請済の補助額を記入するようにお願いします。

国保連請求用の振込先口座以外の口座を指定することはできるか。
国保連申請において別の口座を指定することはできません。
なお、申請前に別途、国保連請求用の振込先口座の変更手続きを行うこ
とで別の口座とすることは可能です。

６月１日に事業所が事業譲渡された場合、事業譲渡前と譲渡後どちらの
事業所から慰労金の請求をすべきか。

６月３０日までが対象期間であるため、事業譲渡後の法人から申請して
ください。
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質問 回答

１　総論

Ｑ14 Ａ14

Ｑ15 Ａ15

Ｑ16 Ａ16

Ｑ17 Ａ17

Ｑ18 Ａ18

Ｑ19 Ａ19

Ｑ20 Ａ20

Ｑ21 Ａ21

Ｑ22 Ａ22

Ｑ23 Ａ23

Ｑ24 Ａ24

Ｑ25 Ａ25

Ｑ26 Ａ26

Ｑ27 Ａ27

記載方法

区市町村が事業者の場合も対象か。 対象です。公立、民間は問いません。

包括支援事業（介護分）の申請と両方可能か。
慰労金については、どちらかの申請になります。
その他の支援経費については、対象経費が重複していなければ、申請可
能です。

いつまでに事業開始した施設等が支援の対象か。（年度内であれば、３
月３１日事業開始でも対象となるのか。）

制度的には令和２年度内に開始した事業所まで対象となります。

1つの事業者ごとに国保連に請求しているため、同一法人でもIDが異な
る。どのように申請すればよいか。

同一法人内の1つの代表事業者のIDで入っていただき、法人分をとりま
とめたエクセルファイルをアップロードしていただくことになります。

法人の正式名称が長くて様式に収まらない。
電子データの申請であれば反映可能です。なお、短縮名での入力も可能
です。

シート保護の解除パスワードを知りたい。
誤記入防止のために保護をかけており、パスワードをお教えすることは
できません。

個票は事業所単位で作成、データ内に個票シートをコピーしていただ
き、個票1、個票2、個票3とシート名を変更していただければ、自動的
に様式１に反映され集計されます。

多機能型事業所を運営しているが、様式２と様式３のサービス種別はど
のように記載すべきか。

どちらかのサービス種別にまとめて記載してください。

数式がたくさん入っており、どこを入力すれば良いかわからない。
様式データのうち、セルが青と緑で塗りつぶされている部分が入力が必
要な部分です。青く塗りつぶされている部分は、自由入力欄であり、緑
に塗りつぶされている部分がプルダウン選択です。

「支払実績」欄について、交付申請時点だと支払実績がなく、今後支払
予定となるが、今後支払予定の場合には記載しなくても良いか。

お見込みのとおりです。

申請書の緑セルのプルダウンが出てこない。
エクセルのバージョンが古い可能性があるため、他の端末で試してみて
ください。

口座振替依頼書に押印は必要か。
法人申請の場合は不要です。
慰労金の個人申請については必要です。

国保連請求用の振込先口座に入金されるが、非課税証明書類は出るか。 振込の際、国保連より補助金の支払通知が発信されます。

対象事業所について

ダウンロードした様式１の〇×の欄で、編集を有効にすると
「_xlfn.IFS」という数式が入り、エラーになってしまう。（消してもエ
ラーのまま）

ファイルで使用されている関数が、古いエクセルのバージョンに対応し
ていない可能性があります。バージョン更新を行ってください。

Excelの個票が１枚しかないが、法人一括申請ということは全体の金額を
集計して書かないといけないのか。
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質問 回答

１　総論

Ｑ28 Ａ28

Ｑ29 Ａ29

Ｑ30 Ａ30

Ｑ31 Ａ31

Ｑ32 Ａ32

Ｑ33 Ａ33

Ｑ34 Ａ34

Ｑ35 Ａ35

Ｑ36 Ａ36

その他

実績報告

実績報告はいつごろ提出が必要か。 10月頃から順次依頼する予定です。

個票を複数作成したが、他の様式に反映されない。
各個票のシート名を「個票1」「個票2」･･･と変更すれば反映されま
す。

実績報告の書式と精算方法は決まっているか。
実績報告書の書式は検討中です。精算の際は、支出内容を証明する書類
（契約書、納品書、領収書、振込手数料の記録等）が必要となりますの
で、適切に保管しておいてください。

消費税控除税額の報告は全事業所分の報告が必要となるか。 必要となります。

債権譲渡をするため、直接都に申請したい。
債権譲渡後、法人名義の口座がなくなるのだが、個人名義の口座でも差
支えないか。

新しく法人名義の口座を開設する必要があります。

口座が債権譲渡されている事業所とは具体的にどういうことか。
口座が申請法人のものではなく、別の法人等に譲渡されており、本補助
金が貴法人の口座に振り込むことができない状況を想定しています。

申請マニュアルには８月末までとなっているが、１１月末まで国保連で
申請可能となっている。どちらが正しいのか。

７・８月末はあくまでも振込目安を示しているもので、申請自体は11月
末までは国保連で可能です。それ以降は都で受け付ける予定ですが、詳
細は東京都のホームページや東京都障害者サービス情報でお知らせしま
すので、ご確認ください。

債権買取サービスを利用している場合はどうすれば良いか。
債権買取サービスは債権譲渡に当たるため、国保連ではなく都に直接申
請してください。

ひとつの事業所番号で複数サービスを提供している場合、個票（様式
２）は複数必要か（多機能型事業所でない場合）。

サービス種別ごとに個票の作成が必要となります。（複数事業の申請
可）
ただし、多機能事業所の場合は、該当するいずれかのサービスで申請し
てください。（複数事業の申請不可）
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Ｑ1 Ａ1

Ｑ2 Ａ2

Ｑ3 Ａ3

Ｑ4 Ａ4

障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業におけ
る交付額の上限については、実施要綱案の別表に示されているところで
あるが、（多機能型事業所ではない）同一の事業所で複数のサービスの
指定を受けている場合（例：居宅介護、重度訪問介護）、上限額は別表
の合計額となるのか、それともいずれか高い方の額となるのか。

複数サービスを実施している事業所は、それぞれについて基準単価まで
交付を可能とします。（複数事業の申請可）
ただし、多機能事業所の場合は、該当するいずれかのサービスで申請し
てください。（複数事業の申請不可）

空調エアコン換気機能付き　25万、複数の事業が同じ部屋を使ってい
る。この場合、金額を合算できるのか。単体で見ると、基準を越してし
まう。

各利用実態に応じて按分して申請してください。

２　感染症対策徹底支援事業

質問 回答

基準額・金額

多機能型事業所は該当するいずれかのサービスに係る基準単価を用いる
こととされているが、各基準単価が異なる場合、一番高い上限額で申請
できるか。

お見込みのとおりです。

対象期間

感染症対策徹底支援事業のかかりまし経費の対象期間、「４月１日以
降」とは、「発注」、「納品」、「支払い」のいずれの時期になるか。

４月１日以降に購入（発注）したものが対象となります。
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２　感染症対策徹底支援事業

質問 回答

Ｑ5 Ａ5

Ｑ6 Ａ6

Ｑ7 Ａ7

Ｑ8 Ａ8

Ｑ9 Ａ9

Ｑ10 Ａ10

Ｑ11 Ａ11

Ｑ12 Ａ12

Ｑ13 Ａ13

Ｑ14 Ａ14

Ｑ15 Ａ15

Ｑ16 Ａ16

Ｑ17 Ａ17

消耗品は個票のどこに計上すれば良いか。 需用費に計上してください。

感染症対策支援事業の対象経費に、新規利用希望者等のPCR検査費用は該
当するか。

PCR検査は、医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるように
することが重要です。PCR検査では、検体採取の際の手技が適切でない
場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以
下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性も
あり得るため、陰性だからといって安心できるものではなく、感染不安
の解消に資するものではありませんが、その上で事業所のサービス提供
にあたって必要不可欠な費用であれば対象として差し支えありません。

補助対象経費の例として「キ　感染防止のための増員…」とあるが増員
される職種は特に限定されていないということで良いか。例えば、感染
防止のために利用者からの事務・相談対応等にあたる職員や、施設内の
清掃職員なども対象となるか。

対象経費

多機能型簡易居室の設置について、保管庫としてのみ使う場合も対象と
なるか。

感染防止のための増員のため発生する追加的人件費」には、コロナウイ
ルス感染症に係る危険手当を職員に対して支給した場合は想定している
か。

想定しておりません。
いわゆる危険手当については、サービス継続支援事業（国一次補正）で
陽性者又は濃厚接触者が生じた事業所等について対象としています。

支援金のかかり増し経費の支援対象経費について、衛生用品等の感染症
対策に要する物品購入とあるが、空気清浄機も対象に含まれるか。

対象です。

「感染防止のための増員のため発生する追加的人件費」は具体的にどの
ような経費を想定しているか。

例えば、新型コロナへの対応で、空間を複数に区切ることや、消毒等の
作業工数が増えたために、これまでの人員だけでは通常業務への対応が
難しくなった場合に追加的に人員を配置するための人件費を想定してい
ます。

倉庫として設置することは可能ですが、感染者が発生した場合等に、速
やかに居室転用が可能な設備になっている必要があります。

「補助対象経費」として「セ　…情報共有のための通信運搬費」とある
が、具体的にどのような経費を想定しているのか。

一般的にコロナウイルス感染症が発生した場合においては、医療機関や
関係機関との情報連携が頻繁に行われることを想定し、これにかかる通
信費のかかり増し費用も読めるように例示しています。

感染症対応の物品を購入しそれを使えるように配置するため、動線を分
けるためのパーテーションや棚の購入は該当になるか。

感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。

多機能型簡易居室について、現在、すでに施設内にある部屋や敷地内の
倉庫を改装して、感染発生時対応等に柔軟に活用可能な居室や保管庫等
とすることは可能か。

既存施設の改修は本事業の対象外となります。

施設入所者の新型コロナウイルス感染による入院期間中、空床を確保し
ておくことに要する費用（減収相当額）について、支援を行うことはで
きるか。

感染症防止にかかるかかり増し費用を助成するものであるため、対象と
することはできません。

職種に限定はありません。

記載方法

頻度を増やして清掃を行うために追加で清掃用具を購入した分も対象と
なるか。

感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。

自動車購入・リース費とあるが、原付も含まれるか。 感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。
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２　感染症対策徹底支援事業

質問 回答

Ｑ18 Ａ18

Ｑ19 Ａ19

Ｑ20 Ａ20

Ｑ21 Ａ21

Ｑ22 Ａ22

Ｑ23 Ａ23

Ｑ24 Ａ24

Ｑ25 Ａ25

Ｑ26 Ａ26

Ｑ27 Ａ27

Ｑ28 Ａ28

様式２の対象経費は税込か。 課税・非課税対象ありますが、かかった経費を記入してください。

新規に購入した場合の購入費やリース料は対象になりますが、通信料金
は対象にはなりません。

訓練を在宅で行うため、タブレットでzoomの有料アカウントを作成し
た。この作成料金は対象となるか。

法人の判断により、感染症対策を徹底するために整備するかかり増し経
費と言えるものであれば申請して構いません。

zoomの毎月使用料は対象になるか。
法人の判断により、感染症対策を徹底するために整備するかかり増し経
費と言えるものであれば申請して構いません。

マスクやハンドソープといった消耗品も補助対象となるか。 感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。

感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。

多機能型簡易居室の備品に生活に必要な家具等は対象となるか。 感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。

各事業所一覧と基準単価と補助率というのがあるが、基準単価とはどう
いった意味か。

基準単価は補助金の上限となっており、補助率はその金額のうち何割を
補助するかを示すものです。今回は補助率10/10なので基準内まで全額
ということになります。

感染症対策徹底支援事業と環境整備事業はどう違うのか。

感染症対策徹底支援事業は、令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底し
た上で、サービス提供をするために必要なかかりまし経費が発生した障
害福祉サービス施設・事業所が対象であり、環境整備事業は、事業所や
利用者が利用を再開するための支援の一環として感染症防止のための環
境整備を行った在宅サービス事業所、計画相談及び障害児相談支援事業
所が対象となります。

その他

在宅支援で使用した携帯料金は対象になるか。

密を避けるため、広い部屋に移動して実施するため、大型プロジェク
ターを設置するなどしたものは該当になるか。

感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。

リモート対応するために購入したＰＣは対象となるか。 感染症拡大防止対策の整備にあたるものであれば該当になります。

複数ある事業所同士をＷＥＢ会議でつなぐためのシステムソフトウェア
を購入したが対象経費となるか（月額５万円）。
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Ｑ1 Ａ1

Ｑ2 Ａ2

Ｑ3 Ａ3

Ｑ4 Ａ4

Ｑ5 Ａ5

慰労金は職員本人に支給するものであり、事業所等が申請するために
は、「代理受領委任状」が必要です。申請後に職員から「代理受領委任
状」を受領することは可能ですが、実績報告までには支給した職員全て
の「代理受領委任状」を受領しておく必要があります。

申請・支給方法

障害福祉サービスと地域生活支援事業の両方を実施しているが、一括し
て国保連に請求するやり方で良いか。

お見込みのとおりです。
同一法人で障害福祉サービスと地域支援事業を一緒に実施している場
合、可能な限り、障害福祉サービス事業所の名簿に地域生活支援事業の
該当する対象者も盛り込んでいただくようご協力をお願いします。

複数の施設・事業所で勤務する場合には、どのように申請を行えばよい
ですか。

対象となる勤務先のうち、主たる事業所を一つ選択いただき、その事業
所を運営する法人経由で申請をいただくことになります。ただし、都か
らの支払いはその法人に行うことになり、その法人より対象者に支払い
が行われることになります。

３　障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
質問 回答

サービスを兼務している場合は１０万円となるのか。 どちらか一方のカウントとなります。

慰労金の支給事業に係る対象者である派遣労働者や業務受託者の労働者
が対象者となる場合、委託元である事業所等の法人が慰労金を申請する
という考え方でよろしいですか。

申請については、お見込みのとおり委託元である事業所等の法人になり
ます。

慰労金について申請時に「代理受領委任状」をすべて受領しておく必要
があるか。
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３　障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
質問 回答

Ｑ6 Ａ6

Ｑ7 Ａ7

Ｑ8 Ａ8

Ｑ9 Ａ9

Ｑ10 Ａ10

Ｑ11 Ａ11

Ｑ12 Ａ12

Ｑ13 Ａ13

Ｑ14 Ａ14

Ｑ15 Ａ15

Ｑ16 Ａ16

Ｑ17 Ａ17

Ｑ18 Ａ18

Ｑ19 Ａ19

対象者

「感染症患者又は濃厚接触者」の終期はいつまでとなりますか。また、
濃厚接触者の終期についてもいつまでとなりますか。

感染症患者の終期は、当該患者が退院基準、宿泊療養・自宅療養の解除
基準を満たす等により、感染の疑いがないと判断された時になります。
濃厚接触者の終期は、基本的には14日間の健康観察期間が終わった時に
なります。
濃厚接触者かどうかを確認した結果、濃厚接触者であると確認できない
場合は濃厚接触者ではないとして取り扱ってください。

対象者については、申請の段階で、事業者が整理することとなります。
７月１日以降は勤務日数に含まれません。

ボランティアについても対象となるか。

障害者サービス事業所と、介護事業所に派遣している職員がいる。この
場合、それぞれの派遣先から申請をするということで良いか。

２つの法人から同一の職員に対して申請することはできません。いずれ
かの法人から申請をしていただきます。申請書にも「他の介護、医療事
業所で申請をしていません」にチェックをしてください。

記載方法

国保連の様式で、移動支援事業がプルダウンに出てこない。
国保連請求の様式では、地域生活支援事業が選択できません。実施して
いる障害福祉サービスに応じた様式で請求してください。

振込手数料はどのように記載すれば良いか。 見込みで千円未満切捨てとしてください。

機能訓練、計画相談及び地域生活支援事業の盲人ホームを運営してい
る。様式2と様式３の記載方法を知りたい。

盲人ホームは慰労金のみの対象となります。盲人ホームの職員分を機能
訓練又は計画相談の様式2の職員数に含めていただき、様式3の盲人ホー
ム職員の欄ではマニュアル２７ページを参考に記載してください。

慰労金の支給基準について、20万円支給対象職員に関しては、感染者・
濃厚接触者発生日以降とあるが、発生日とは次のうち、どの日を指して
いますか。（感染者：発症日・陽性確定日、濃厚接触者：感染者と接触
した日、事業所が認識した日、保健所が当該人物を把握した日）

患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した
日となります。

対象期間

7月中に一度申請しているが、他法人との兼務をしている職員の調整で追
加申請が生じる。該当職員のみを追加申請する形でよいか。

お見込みのとおりですが、可能な限り１回での申請をお願いします。

慰労金支給事業において，「患者又は濃厚接触者に対応」（訪問系の場
合）又は「患者又は濃厚接触者が発生」（それ以外の場合）とは，令和2
年6月30日までにということですか。

お見込みのとおりです。

対象職員については、支給額の判断も6月30日までに感染した利用者等と
接した職員であるかどうかで判断するのか。
7月1日以降に感染者等に接した場合でも5万円となるのか。

施設管理者や事務職、調理員等の職員も含まれるか。 含まれます。なお、利用者と接することのない職員は対象外です。

「利用者と接する職員」とは、事務員等で臨時的に利用者に接する業務
を行った場合、その臨時的対応が10日未満であっても事業所での勤務日
が10日以上あれば対象と考えてよいか。

お見込みのとおり、利用者と接触する日が１日でもあれば対象となりま
す。

ボランティアについては対象となりません。

「濃厚接触者」には、「濃厚接触者として認定されていないが、保健所
指導でＰＣＲ検査を受け自宅待機を要請された者」は含まないと解して
良いか。

お見込みのとおりです。

施設等で勤務する委託業者からの派遣職員は対象となるか。 利用者と接している職員であれば対象になります。
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３　障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
質問 回答

Ｑ20 Ａ20

Ｑ21 Ａ21

Ｑ22 Ａ22

Ｑ23 Ａ23

Ｑ24 Ａ24

Ｑ25 Ａ25

Ｑ26 Ａ26

Ｑ27 Ａ27

Ｑ28 Ａ28

Ｑ29 Ａ29

「失語症者向け意思疎通支援者派遣事業」が対象となっていない理由を
示してほしい。

慰労金の支給対象となる地域生活支援事業の対象事業は、通所系、入所
系、訪問系、相談系などの障害福祉サービスに準じる以下の事業となり
ます。
（市町村事業）
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動
支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
（都道府県事業）
盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

慰労金の基本的な考え方として、感染すると重症化リスクが高い利用者
との接触を伴い、継続して提供が必要なサービスであることなどを総合
的に勘案し、障害福祉サービス事業所等において利用者と接する一定の
職員を対象としています。
この基本的な考え方を踏まえ、障害者総合支援法に基づく地域生活支援
事業の一部事業においても、指定障害福祉サービスと同様に合致するも
のについて、支給の対象としています。

対象事業所の中に「聴覚障害者情報提供施設」「点字図書館」「 盲導犬
訓練施設 」など身体障害者福祉法に規定される施設が対象とならないの
はなぜか。

慰労金の支給対象となる地域生活支援事業の対象事業は、通所系、入所
系、訪問系、相談系などの障害福祉サービスに準じる以下の事業となり
ます。
（市町村事業）
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動
支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
（都道府県事業）
盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

慰労金の基本的な考え方として、感染すると重症化リスクが高い利用者
との接触を伴い、継続して提供が必要なサービスであることなどを総合
的に勘案し、障害福祉サービス事業所等において利用者と接する一定の
職員を対象としています。
この基本的な考え方を踏まえ、障害者総合支援法に基づく地域生活支援
事業の一部事業においても、指定障害福祉サービスと同様に合致するも
のについて、支給の対象としています。

地域生活支援センターは慰労金を申請できるか。 可能です。

4月末まで勤務して退職した職員が現在死亡している。対象となるか。 対象外となります。

法人役員は対象となるか。

休業要請が出ていないということをもって対象となります。

「地域生活支援事業の事業者であって、緊急事態宣言発令中に自治体か
らの要請を受けて業務を継続していた事業所については対象となる。」
旨の記載があるが、「手話通訳・要約筆記派遣事業」やその他意思疎通
支援などの地域生活支援事業の事業者については対象となるか。

慰労金の支給対象となる地域生活支援事業の対象事業は、通所系、入所
系、訪問系、相談系などの障害福祉サービスに準じる以下の事業となり
ます。
（市町村事業）
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動
支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
（都道府県事業）
盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

慰労金の基本的な考え方として、感染すると重症化リスクが高い利用者
との接触を伴い、継続して提供が必要なサービスであることなどを総合
的に勘案し、障害福祉サービス事業所等において利用者と接する一定の
職員を対象としています。
この基本的な考え方を踏まえ、障害者総合支援法に基づく地域生活支援
事業の一部事業においても、指定障害福祉サービスと同様に合致するも
のについて、支給の対象としています。

複数の事業所で従事している職員はそれぞれで５万円の申請対象となる
のか。

１人につき１回の申請となり、同一人物を複数の事業所から申請するこ
とはできません。

派遣労働者や業務委託受託者への給付は事業所か派遣・委託業者のどち
らになるか。

派遣労働者や業務委託受託者の従事者への給付※は、事業所・施設と派
遣会社・受託会社の調整により、事業所・施設からでも、派遣会社・受
託会社からでも、どちらでも構いません。
※あくまで、慰労金の「給付」に関する回答であり、「申請」に関する
回答ではありませんので、ご注意ください。

休業要請されていない（個別に業務の継続要請は受けていない）、自主
的に実施していた事業所は対象にならないのか。

支給対象施設または事業所で通算して10日以上勤務しており、利用者と
の接触を伴い、継続して提供することが必要な業務を行っていれば対象
です。役員かどうかは問いません。

受託業者と相談して、対象となる業務に10日以上勤務している職員の一
覧を提出してもらうことなどにより、慰労金の対象者を特定したうえ
で、慰労金の「代理受領委任状」を受領してください。

委託業者従業員は、法人で把握しきれていないが、どのようにしたら良
いか。
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３　障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
質問 回答

Ｑ30 Ａ30

Ｑ31 Ａ31

Ｑ32 Ａ32

Ｑ33 Ａ6

Ｑ34 Ａ34

Ｑ35 Ａ35

Ｑ36 Ａ36

事業所・施設等の職員が感染し，利用者に誰も患者・濃厚接触者がいな
い場合は，５万円か20万円のどちらか。

利用者に誰も感染者・濃厚接触者がいない場合は５万円となります。

金額

スタッフの家族が陽性となり、スタッフが濃厚接触者となった場合は慰
労金は20万か。

利用者が陽性、濃厚接触者となった場合に20万円となるため、当てはま
りません。

居宅・重度訪問介護のほかに自費サービスを行っている。自費サービス
の職員は対象か。

自費サービスのみを行う職員は対象外です。

対象外となります。

慰労金支給に係る勤務日のカウントについては、夜勤により日をまた
ぎ、当該施設の一日の所定労働時間を超える場合は２日として算定して
差し支えありません。

同一日に複数回シフトに入る場合は、同一日であるため１日とカウント
します。

「10日以上勤務」の解釈は、①日ごとか、②連続する勤務時間の始期の
日、のいずれか。
【勤務時間が日をまたぐ場合】①、②は上記のカウント方法
　22:00～翌06:00　　①２日　　②１日
【短時間勤務で同一日に２回シフトがある場合】
　05:00～09:00、19:00～23:00　①１日　　②１日（勤務は２回）
【短時間勤務で同一日に勤務の始期が２回ある場合】
　05:00～09:00、21:00～01:00　①２日　　②１日（２回のシフトで２
日にわたり勤務）

日数計算

障害者就労支援センター（都事業）の職員は対象になるか。

新型コロナ発生又は濃厚接触者に対応した事業所等に勤務する職員のう
ち、給付額が２０万円ではなく５万円となるのは、訪問系サービスに勤
務し、感染者又は濃厚接触者以外の利用者のみにサービスを提供してい
た職員等、訪問系サービスに限定されるということで良いか。

訪問系サービスについてはお見込みのとおりです。
なお、その他のサービスについては、新型コロナウイルス感染症が発生
又は濃厚接触者発生日前にのみ勤務していた職員は５万円となります。

感染した利用者は又濃厚接触者である利用者との接触により金額の違い
が生じるのは訪問系サービスのみです。

同一施設で、感染した利用者等と接した職員と接しなかった職員がいた
場合は金額が異なると考えてよいか。
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３　障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
質問 回答

Ｑ37 Ａ37

Ｑ38 Ａ38

Ｑ39 Ａ39

Ｑ40 Ａ40

Ｑ41 Ａ41

Ｑ42 Ａ42

問い合わせ時点で退職しているが、この場合であっても慰労金の対象と
なるか。

都内で新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日の早い日
（1月24日）から6月30日までの間で通算して10日以上勤務した者であ
り、利用者との接触を伴いかつ継続して提供することが必要な業務に従
事する者が対象となるため、条件を満たしていれば対象となります。ま
た、申請については退職している場合でも、元職場を経由して申請する
ことができます。

先日退職したが、前の勤務先と連絡を取るのが難しい。個人で申請した
いが、法人から徴取すべき書類はあるか。

法人に請求する書類はありません。法人から押印をもらうのが難しい場
合は、マニュアルに記載の印鑑の代わりになる書類を出してください。

法人が退職者からの申請に一切とりあってくれず勤務証明も発行してく
れない場合はどのようにすればよいか。

法人がどうしても発行してくれない場合は、補助対象期間内に勤務して
いたことが証明できる、雇用契約書や給与明細、源泉徴収票を添付の
上、都に直接個別申請してください。

慰労金支給に係る勤務日のカウントについては、夜勤により日をまた
ぎ、当該施設の一日の所定労働時間を超える場合は２日として算定して
差し支えありません。
なお、同一日に複数回シフトに入る場合は、同一日であるため１日とカ
ウントします。
（例）同一日：5時から9時、19時から23時　→延べ１日間

事業所に行かずに直接利用者宅に行く場合も「勤務」としてよいか。

退職者等の手続き

交付金を一括して法人代表者へ支給する形になるので、本来支給を受け
る職員から受領権を委任する必要があります。

委任状はなぜ提出する必要があるのか。

お見込みのとおりです。

その他

夜勤（日をまたぐ）１回は何日分で換算するのが良いか
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Ｑ1 Ａ1

Ｑ2 Ａ2

Ｑ3 Ａ3

Ｑ5 Ａ5

Ｑ6 Ａ6

Ｑ7 Ａ7

Ｑ1 A1

Ｑ2 A2

Ｑ3 A3

Ｑ4 A4

Ｑ5 A5

Ｑ6 A6

Ｑ7 A7

二重計上はできませんが、それぞれの経費の目的に合わせて申請てく
ださい。

「在宅サービス事業所」の定義が分からない。生活介護、就労継続支援
B型は在宅サービス事業所に入るのか。

お見込みのとおりです。（マニュアル10ページ参照）

相談事業を２つ行っている。サービス再開支援の上限は各20万円だが、
合算して申請することは可能か。

合算はできません。各事業に紐づく内容を上限額まで申請可能です。

感染症対策徹底支援のかかりまし経費との二重計上は可能か。

　②　在宅サービス事業所における環境整備への助成事業

質問 回答

対象経費

「タブレット等のＩＣＴ機器の購入又はリース費用」とあるが、オンラ
イン面会等の導入にあたりＷｉ－Ｆｉ環境を整備した場合は、回線引込
工事費等の当初費用は対象となるが、プロバイダ使用料等の月々の使用
料は対象外という理解で良いか。

お見込みのとおりです。

環境整備事業における、「再開が前提である」とは、事業所が閉所して
いることが条件か。

事業所が閉所していることが条件とはなっておりません。

利用者向けのサービス再開支援事業における「サービスの利用休止」と
は、事業所自体が閉所していることを言うのか。

サービスの利用休止とは、事業所が閉所していることが条件ではあり
ません。

利用者への利用再開支援とは何か。

在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、健康状態や生活実
態の確認、利用を希望するサービスの確認を行った上で、在宅サービ
ス事業所と連携し、必要な対応（感染対策に配慮した形態での実施に
向けた準備等）を行う。

実施要綱３（１）ウ「在宅サービス事業所による利用者への再開支援へ
の助成事業」について、「（エ）『連携を行った』とは、１回以上電話
等により連絡を行ったこと」とあるが、記録の有無は要件ではないので
しょうか。
（※（イ）「～の確認」は「記録を行っていること」が要件となってい
ます。）

連携のための電話等による連絡を記録することまでは求めていませ
ん。

在宅サービスが利用休止となり、代替サービス（利用者への教材配布や
電話等）により事業を実施し、利用料を徴収している。この場合は再開
支援の助成の対象となるか。

サービス利用休止とは見なさないため、再開支援の助成の対象外で
す。

サービス再開に向けた支援事業について、居宅でのサービス提供として
電話等を行い、通常どおり報酬請求を行っていても対象となるのか。

すでにサービス提供していた利用者については対象外です。

サービス再開事業の申請をするに当たって、1か月サービス利用がな
かったことを記録する様式のひな型はあるか。

特にありません。申請の根拠になる書類のため、申請要件を満たすこ
と（〇月〇日から〇日に利用を停止していたなど）は項目として必要
です。

「３イ（ア）必要な対応」とあるが、具体的に、必要な対応とはどのよ
うなことを指すのか。

感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等を想定しています。

４　障害福祉サービス再開に向けた支援事業

質問 回答

「在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業」につい
て、対象利用者数は延べ人数か、延べではなく個人をカウントした人数
か。

１利用者に１回まで算定できます。

　①　在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

対象者要件について
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