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令和４年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金交付要綱 新旧対照表 
 

改正案 現 行 

令和４年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス 
事業所等のサービス提供体制確保事業補助金交付要綱 
 

令和４年５月３０日 
４福保高介第２６２号 

令和４年８月１２日 
４福保高介第８３４号 
令和４年１０月２０日 

改正 ４福保高介第１１３８号 
令和５年１月１８日 

改正 ４福保高介第１６０５号 
 

 
 
第１条から第 13条まで（現行のとおり） 
 

附 則（令和４年５月 30 日４福保高介第２６２号） 
この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。 
 

附 則（令和４年８月 12 日４福保高介第８３４号） 
この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。 
 

附 則（令和４年 10 月 20 日４福保高介第１１３８号） 
この要綱は、決定の日から施行し、令和４年９月 27 日から適用

する。 
 

附 則（令和５年１月 18 日４福保高介第１６０５号） 
この要綱は、決定の日から施行し、令和４年 12 月 23 日から適用

する。 
 
 

令和４年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス 
事業所等のサービス提供体制確保事業補助金交付要綱 
 

令和４年５月３０日 
４福保高介第２６２号 
令和４年８月１２日 

４福保高介第８３４号 
令和４年１０月２０日 

改正 ４福保高介第１１３８号 
 
 
 
 
 
第１条から第 13条まで （略） 
 

附 則（令和４年５月 30 日４福保高介第２６２号） 
この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。 
 

附 則（令和４年８月 12 日４福保高介第８３４号） 
この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。 
 

附 則（令和４年 10 月 20 日４福保高介第１１３８号） 
この要綱は、決定の日から施行し、令和４年９月 27 日から適用

する。 
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改正案 現 行 

別記１（現行のとおり） 
 
別記２ 
 
第６条（３）に記載する補助対象経費のうち、「感染対策等を行っ

た上での施設内療養に要する費用」の取扱は、以下のとおりとする。 
 
１（現行のとおり） 
 
２ 補助の内容及び要件 
（１）補助の内容 

施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想
定されない、 

ア 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供 
イ ゾーニング（区域をわける）の実施 
ウ コホーティング（隔離）の実施、担当職員を分ける等の勤務調     
 整 
エ 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察 
オ 症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの

確認 
等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間につい

て、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、補助対象とする。 
また、上記アからオに加えて、以下のカ及びキを満たす日は、療養

者毎に要するかかり増し費用について追加で補助を行う。 
カ 東京都に対してまん延防止等重点措置の適用が開始された令
和４年１月 21日から令和５年３月 31日までの期間の施設内療養
であること。 

キ 小規模施設等（定員 29 人以下）にあっては施設内療養者が同
一日に２人以上、大規模施設等（定員 30 人以上）にあっては施
設内療養者が同一日に５人以上いること。 
※ 別記２でいう「施設内療養者」は、令和４年９月 30日まで
に発症した者については、発症後 15日以内の者とする。 

令和４年 10月１日以降に発症した者については、発症日か
ら起算して 10日以内の者（発症日を含めて 10日間）とする。
ただし、発症日から 10日間経過しても、症状軽快（＊）（解熱

別記１（略） 
 
別記２ 
 
第６条（３）に記載する補助対象経費のうち、「感染対策等を行った

上での施設内療養に要する費用」の取扱は、以下のとおりとする。 
 
１（略） 
 
２ 補助の内容及び要件 
（１）補助の内容 

施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想
定されない、 

ア 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供 
イ ゾーニング（区域をわける）の実施 
ウ コホーティング（隔離）の実施、担当職員を分ける等の勤務調     
 整 
エ 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察 
オ 症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの

確認 
等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間につい

て、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、補助対象とする。 
また、上記アからオに加えて、以下のカ及びキを満たす日は、療養

者毎に要するかかり増し費用について追加で補助を行う。 
カ 東京都に対してまん延防止等重点措置の適用が開始された令和
４年１月 21日から令和４年 12月 31日までの期間の施設内療養で
あること。 

キ 小規模施設等（定員 29人以下）にあっては施設内療養者が同一
日に２人以上、大規模施設等（定員 30人以上）にあっては施設内
療養者が同一日に５人以上いること。 
※ 別記２でいう「施設内療養者」は、令和４年９月 30 日まで
に発症した者については、発症後 15日以内の者とする。 

令和４年 10 月１日以降に発症した者については、発症日か
ら起算して 10日以内の者（発症日を含めて 10 日間）とする。
ただし、発症日から 10日間経過しても、症状軽快（解熱剤を使
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改正案 現 行 

剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあるこ
ととする。）後 72時間経過していないために、基本となる療養
解除基準（発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快（＊）
後 72 時間経過）を満たさない者については、当該基準を満た
す日まで「施設内療養者」であるものとする（ただし、発症日
から起算して 15 日目までを上限とする。）。なお、いずれの場
合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限
り「施設内療養者」とする。 
＊ 無症状患者（無症状病原体保有者）について、陽性確定
に係る検体採取日が令和５年１月１日以降の場合は、当該検
体採取日から起算して７日以内の者（当該検体採取日を含め
て７日間）を「施設内療養者」とする。なお、陽性確定に係
る検体採取日が令和４年 12月 31日までの場合は、当該検体
採取日を発症日として取り扱う。 
＊ 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸
器症状が改善傾向にあることとする。 

 
（２）補助の要件（現行のとおり） 
 
３ 補助額の上限 
（１）令和４年９月 30日までに施設内療養者となった者 
   施設内療養者一人当たり 150千円とする。ただし、15日以内に

入院した場合は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応
じ、一人当たり一日 10千円を補助する。 
また、２（１）のカ及びキの要件を満たす場合は、施設内療養

者一人当たり一日 10 千円を追加補助する（一人当たり最大 150
千円を追加補助。）。 

（２）令和４年 10月１日以降に施設内療養者となった者 
   施設内療養者一人当たり一日 10 千円を補助する（一人当たり

最大 150千円を補助。）。 
また、２（１）のカ及びキの要件を満たす場合は、施設内療養

者一人当たり一日 10 千円を追加補助する（一人当たり最大 150
千円を追加補助。）。 
なお、補助額は別表１の基準単価の範囲内とし、追加補助につ

いては、小規模施設等は１施設当たり 2,000千円、大規模施設等

用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとす
る。）後 72 時間経過していないために、基本となる療養解除基
準（発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72時間経過）
を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内
療養者」であるものとする（ただし、発症日から起算して 15
日目までを上限とする。）。なお、いずれの場合も、途中で入院
した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」
とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）補助の要件（略） 
 
３ 補助額の上限 
（１）令和４年９月 30日までに発症した者 
   施設内療養者一人当たり 150千円とする。ただし、15日以内に

入院した場合は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応
じ、一人当たり一日 10千円を補助する。 
また、２（１）のカ及びキの要件を満たす場合は、施設内療養

者一人当たり一日 10 千円を追加補助する（一人当たり最大 150
千円を追加補助。）。 

（２）令和４年 10月１日以降に発症した者 
   施設内療養者一人当たり一日 10千円を補助する（一人当たり最

大 150千円を補助。）。 
また、２（１）のカ及びキの要件を満たす場合は、施設内療養

者一人当たり一日 10 千円を追加補助する（一人当たり最大 150
千円を追加補助。）。 
なお、補助額は別表１の基準単価の範囲内とし、追加補助につ

いては、小規模施設等は１施設当たり 2,000 千円、大規模施設等
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改正案 現 行 

は１施設当たり 5,000千円を限度額とする。 
 
４（現行のとおり） 
 
別記３（現行のとおり） 
 
別表１から別表３まで（現行のとおり） 
 

は１施設当たり 5,000千円を限度額とする。 
 
４（略） 
 
別記３（略） 
 
別表１から別表３まで（略） 
 

 


