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浜松市健康福祉部     

介護保険課長 徳田 純一 

「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）」等に係る取扱いについて（通知）

日ごろ、本市の介護保険行政に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省が発出した令和２年６月１日付け事務連絡「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）」及び令

和２年６月 15日付け事務連絡「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）」にて対応していただいているところです

が、これらに関して本市では別紙のとおりの取扱いとしますので、御確認くださいますよ

うお願い申し上げます。

なお、今後、厚生労働省が発する通知等により、この取扱いに変更が生じる場合がある

ことを申し添えます。

お問い合わせ先

浜松市健康福祉部介護保険課

担当：指導第１・第２グループ

電話：053-457-2875・2787 

E-mail：kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 



浜松市介護保険課
令和２年６月30日時点

No. 質問 本市における取扱い 備考

Ⅰ

Ⅰ-1
いつから本取扱いが
適用されるのか

令和２年６月サービス提供分から適用が可能である。
○「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）」の問２

Ⅰ-2
本取扱いの適用の
終了日はいつか

現時点では未定である。
厚生労働省から終了日が示され次第、通知する予定である。

○「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）」の問２

Ⅰ-3
どのような事業所が
本取扱いの対象となる
か

本取扱いは、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から発出されたものであるため、
感染防止対策を徹底してサービスを提供している全ての通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所（以下「事業所」）を対象とする。

○「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）」の問１

Ⅰ-4
どのような利用者が
本取扱いの対象となる
か

上記Ⅰ-3に該当する事業所でサービスを受けている全ての利用者が対象となる。
ただし、介護支援専門員と連携し、利用者等に説明の上、利用者等から同意を得た場合に限る。

「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）」等に係る取扱いについて

【注意事項】
　○本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時的に行うものです。
　○本取扱いは、今後、厚生労働省が発する通知や感染状況の変化等により、変更が生じる場合があります。

本取扱いの適用について

別紙

1 ページ



浜松市介護保険課
令和２年６月30日時点

No. 質問 本市における取扱い 備考

Ⅱ

Ⅱ-1
具体的にどのように同
意を得れば良いか

原則として、文書（署名又は捺印）で同意を得ること。

同意書は任意の様式で差し支えないが、以下の内容を含めること。
　・本取扱いを適用する旨の説明内容
　・説明者の氏名
　・説明日時及び同意日時
　・同意者（利用者又は利用者家族）の氏名
また、本取扱いが、事業所の新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から発出されたものであることを鑑み、
事業所が、具体的にどのような感染防止対策を実施しているのか説明に含めることが望ましい。

なお、同意の期間については、事業所と居宅介護支援事業所とで調整をした上で、一定期間で区切っての取得や、
本取扱いの適用終了まで自動更新（ただし、申し出により中断可）とするなどの柔軟な取扱いをして差し支えない。

○「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）」の問３

○令和２年６月９日付け浜健介第136号「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）」における介護給付費の算
定に係る届出について（通知）

Ⅱ-2
サービス提供前に同意
を得る必要があるのか

同意を得た以降のサービス提供回数を算定基礎として本取扱いを適用することが望ましい。

ただし、サービス提供前に説明を行った上で、同意を得ることが望ましいが、サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、
当該介護給付費の請求前までに同意を得られれば、本取扱いを適用して差し支えない。

○「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）」の問３

Ⅱ-3
同意を得るのは本取扱
いを実施する事業所か
居宅介護支援事業所か

いずれにより同意を取得しても差し支えないが、本取扱いの趣旨を鑑みれば、本取扱いを実施する事業所が同意を得るのが望ましい。
ただし、事業所は、居宅介護支援事業所と必ず連携し、区分支給限度基準額や他のサービスとの兼ね合いを確認しておくこと。

○「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（第13報）」の問３

利用者からの事前の同意取得について

「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）」等に係る取扱いについて

【注意事項】
　○本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時的に行うものです。
　○本取扱いは、今後、厚生労働省が発する通知や感染状況の変化等により、変更が生じる場合があります。

別紙

2 ページ



浜松市介護保険課
令和２年６月30日時点

No. 質問 本市における取扱い 備考

Ⅲ

Ⅲ-2
本取扱いの適用により、
ケアマネジャー等に
発生する事務はあるか

本取扱いを適用するにあたり、算定する報酬区分に変更が生じるため、居宅サービス計画の第６表「サービス利用票」及び第７表「サービス利用票別表」
等のサービスコード等の記載の見直しが必要となる。
これらについては、サービス提供後に行っても差し支えないが、記載の見直し後、第６表の利用者確認欄には署名等を得る必要がある。

また、上記Ⅲ-1で記載したとおり、給付管理票にも本取扱いの適用に係る変更を反映させる必要がある。

○「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）」の問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12報）」等に係る取扱いについて

【注意事項】
　○本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時的に行うものです。
　○本取扱いは、今後、厚生労働省が発する通知や感染状況の変化等により、変更が生じる場合があります。

居宅介護支援事業所及び介護支援専門員（以下「ケアマネジャー等」）との連携について

Ⅲ-1
ケアマネジャー等との
連携は必須か

必須である。

ケアマネジャー等とは、下記の理由から、必ず連携を取らなくてはならない。
　・通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図る必要があること
　・当該取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないことから、他のサービスの利用状況を確認する必要があること
　・当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書の
　 それぞれに反映させる必要があること

本取扱いの適用にあたり、ケアマネジャー等にⅢ-2の事務が発生する点を踏まえ、事業所はケアマネジャー等と連携を取ること。
なお、連携方法については、事業所とケアマネジャー等の双方が納得する方法で差し支えない。

また、利用者の負担額が増加すること、サービス利用状況によっては利用者に10割の負担が発生する可能性もあることから、慎重に対応する必要
がある。
なお、本取扱いは、同意の有無によって利用者ごとに適用が異なるものであることから、区分支給限度基準額の超過が発生する利用者については
適用しないなど、事業所とケアマネジャー双方の判断のもと、あらかじめ利用者ごとに適用の有無を決めても差し支えない。

本取扱いの適用には利用者の同意の有無が重要となることから、同意の取得に係る連携についても、確実に行うよう留意すること。（Ⅱ-3参照）

○「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）」Ⅲ留意事項

○「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）」の問３

別紙

3 ページ



浜松市介護保険課
令和２年６月30日時点

No. 質問 本市における取扱い 備考

Ⅳ

Ⅳ-1
本取扱いの適用により、
利用者負担額も増額す
ることになるか

本取扱いの適用により、提供サービス時間の区分に対応した報酬区分の２区分上位の報酬区分を算定する（通所系サービス）、
又は加算を算定する（短期入所系サービス）のであれば、利用者負担額も相応に増額する。
そのため、利用者の同意が必要となることを御承知おきいただきたい。

なお、介護給付費のみを２区分上位の報酬区分で算定する取扱い又は相応に増額した利用者負担分を事業者や事業所が負担する取扱いは、不可であ
る。

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備
及び運営に関する基準第96条、第119条、第
127条、第140条の６、第145条、第155条の５

○指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準第24条、第61条

Ⅳ-2

一利用者において、本
取扱いを適用する月とし
ない月が発生すること
は問題ないか

差し支えない。

例えば、サービスの利用状況により、区分支給限度基準額の超過が発生する月としない月がある利用者で、超過が発生する月は本取扱いを適用せず、
超過が発生しない月は本取扱いを適用することも可能。ただし、それに応じて、適切に利用者の同意が得られるよう注意すること。

利用者負担額及び区分支給限度基準額について

「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）」等に係る取扱いについて

【注意事項】
　○本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時的に行うものです。
　○本取扱いは、今後、厚生労働省が発する通知や感染状況の変化等により、変更が生じる場合があります。

別紙

4 ページ



浜松市介護保険課
令和２年６月30日時点

No. 質問 本市における取扱い 備考

Ⅴ

Ⅴ-1
算定基礎となるサービ
ス提供回数や報酬区分
は、予定か実績か

どちらも実績で算定する。
実際に提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分（＝実績）に応じて、実際に提供したサービス提供回数（＝実績）を算定基礎とし、算定する。

※ただし、「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」の第２報及び第８報において示された、
　 「通所介護事業所職員による居宅への訪問によるサービス提供（以下、訪問サービス）」及び「電話による安否確認」については、本取扱いの対象外
　 （サービス提供回数に、訪問サービス及び電話によるサービス提供を含まない）である。

○「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）」の別紙のⅠの１

Ⅴ-2

第12報の算定方法に
従って算出した２区分上
位の報酬区分を算定で
きる回数より、少ない回
数で算定するのは可能
か

本取扱いの適用により、区分支給限度基準額を超過するため大幅な利用者負担額の増加が生じる利用者などに対し、利用者負担額を考慮した上で、
第12報の算定方法に従って算出した２区分上位の報酬区分を算定できる回数より、少ない回数で算定する取扱いをしても差し支えない。

Ⅴ-3

２区分上位ではなく、
１区分上位の報酬区分
で算定することは可能
か

本取扱いの適用により、区分支給限度基準額を超過するため大幅な利用者負担額の増加が生じる利用者などに対し、利用者負担額を考慮した上で、
２区分上位の報酬区分ではなく、１区分上位の報酬区分で算定する取扱いをしても差し支えない。

本取扱いの適用による報酬区分の算定方法について

「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）」等に係る取扱いについて

【注意事項】
　○本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時的に行うものです。
　○本取扱いは、今後、厚生労働省が発する通知や感染状況の変化等により、変更が生じる場合があります。

別紙

5 ページ



浜松市介護保険課
令和２年６月30日時点

No. 備考

Ⅵ

Ⅵ-1

Ⅵ-2

その他注意事項

本取扱いの適用の同意を得られなかった利用者に対し、不平等な取扱いをしないこと。

本取扱いの適用をした上で、区分支給限度基準額の範囲内に収めることを目的に、サービス提供回数を減らしたり、サービス提供時間を短くしたりする等の不適切な取扱いはしな
いこと。
利用者に必要なサービスを提供した上で、可能な範囲で本取扱いを実施すること。

【注意事項】
　○本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時的に行うものです。
　○本取扱いは、今後、厚生労働省が発する通知や感染状況の変化等により、変更が生じる場合があります。

「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）」等に係る取扱いについて

本市における取扱い

別紙

6 ページ


