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「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」に係る通所サービスの取扱いの変更について（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、本市におきましては、令和２年５月 11 日付け浜健介第 69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」に係る通所

サービスの取扱いについて（通知）』（以下「通知」という。）にて本市の通所サービスの取

扱いを示したところです。

この度、静岡県福祉指導課から通所介護事業所の介護報酬等の臨時的な取扱いが示され

たことから、本市では、通知の取扱いを一部変更いたしますので、別紙の内容を御確認の

うえ、御対応いただきますようお願いいたします。

なお、本通知による取扱いは、今後厚生労働省の通知等により変更が生じる場合があり

ますことを申し添えます。 

記 

１ 変更箇所 

別紙 No.Ⅱ-4「電話による安否確認を実施する際の、加算及び減算の具体的な取扱い 

はどのようなものか。」に関する取扱い 

２ 留意事項 

本取扱いは、令和２年７月のサービス提供分から適用します。 

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 参考資料

Ⅰ

Ⅰ-1
どのような場合に
実施可能か。

下記のいずれかの場合、実施可能である。
　（１）都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合
　（２）感染拡大防止の観点から、介護サービス事業所が自主的に休業している場合
　（３）介護サービス事業所は休業していないが、利用者からの希望がある場合

○「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）」別紙１の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）」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４報）」問１

Ⅰ-2

どのような利用者に
対し、訪問サービス
を提供可能か。

また、その際の実施
上の注意点は何か。

【対象となる利用者】
　下記の双方に該当する利用者であること。
　（１）利用者の状態を鑑み、ケアマネジャーが通所介護事業所職員による訪問サービスの実施が必要であると判断した利用者であること。
　（２）様々な代替サービス（別の通所介護を位置付ける・訪問介護を位置付ける等）を十分に検討した上で、ケアマネジャーが訪問サービスの

実施が適当であると判断した利用者であること。
　※訪問サービスの必要性及び代替サービスの検討をせずに、すべての利用者に対し、一律に訪問サービスを実施することは不適切である。

【実施上の注意点】
　実施に当たっては、下記の取扱いを前提とする。
　（１）利用者に対して、サービス内容及び利用者負担額等の説明を行い、文書による同意を得ること。
　　　 ※サービス提供前に口頭で同意を得ていれば、文書による同意はサービス提供後に得ることで差し支えない。
　（２）居宅サービス計画に係るサービス内容の記載の見直し（居宅サービス計画及び個別サービス計画の変更）を適切に行うこと。
　　　 ※サービス内容の記載の見直しは、サービス提供後で差し支えない。
（３）訪問サービスの実施に関して、詳細な記録を取り、適切に保管すること。

以上の取扱いを前提とし、「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（第４報）」問１及び
「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）」問１に沿って訪問サービスを実施すること。

○「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（第４報）」問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８報）」問１

【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。
　○介護予防・日常生活支援総合事業においても、本取扱いに準ずることとします。

「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」に係る通所サービスの取扱いについて

居宅への訪問によるサービス提供（以下「訪問サービス」）

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 参考資料

Ⅰ

Ⅰ-3 加算の算定は可能か。

利用者の状態を鑑み、ケアマネジャーが通所介護事業所職員による訪問サービスの提供において、通常のサービス提供に加え、加算による
サービスの提供も必要であると判断した利用者に対し、当該利用者の処遇に配慮した上でサービスの提供を行った場合、加算の算定は可能
である。
なお、利用者負担を考慮し、加算を算定しないことも差し支えない。

○「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２報）」別紙１

【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。
　○介護予防・日常生活支援総合事業においても、本取扱いに準ずることとします。

Ⅰ-4

訪問サービスを実施
する際の、加算及び
減算の具体的な取扱い
はどのようなものか。

【加算】
　（１）事業所の体制を評価する加算（サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、ADL維持等加算等）
　　   →通常時に算定している場合、算定可能である。
　（２）利用者への直接のサービス提供を要する加算（個別機能訓練加算、入浴介助加算等）
　　   →上記Ⅰ-3に記載される内容に合致する場合かつ、加算の算定要件を満たせる場合、算定が想定される。
　　 　※具体的な取扱いについて質問がある場合は、必要に応じて市に御相談ください。

【減算】
　 ○送迎減算
　　　→利用者の送迎に代わり、利用者居宅と事業所間に職員の移動が生じるため、送迎減算を算定しなくても差し支えない。
　　　　 ただし、利用者負担を考慮し、送迎減算を算定することも可能である。

「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」に係る通所サービスの取扱いについて

居宅への訪問によるサービス提供（以下「訪問サービス」）

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 参考資料

Ⅱ

Ⅱ-1
どのような場合に
実施可能か。

下記のいずれかの場合、実施可能である。
　（１）都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合
　（２）感染拡大防止の観点から、介護サービス事業所が自主的に休業している場合
　（３）介護サービス事業所は休業していないが、利用者からの希望がある場合

○「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）」問１、問２

【対象となる利用者】
　下記の双方に該当する利用者であること。
　（１）利用者の状態を鑑み、ケアマネジャーが通所介護事業所職員による電話での安否確認の実施が必要であると判断した利用者であること。
　（２）様々な代替サービス（別の通所介護を位置付ける・訪問介護を位置付ける・訪問サービスを位置付ける等）を十分に検討した上で、ケア

マネジャーが電話による安否確認の実施が適当であると判断した利用者であること。
　※電話による安否確認の必要性及び代替サービスの検討をせずに、すべての利用者に対し、一律に電話による安否確認を実施することは不適切
　　 である。

【実施上の注意点】
　実施に当たっては、下記の取扱いを前提とする。
　（１）利用者に対して、サービス内容及び利用者負担額等の説明を行い、文書による同意を得ること。
　　　 ※サービス提供前に口頭で同意を得ていれば、文書による同意はサービス提供後に得ることで差し支えない。
　（２）居宅サービス計画に係るサービス内容の記載の見直し（居宅サービス計画及び個別サービス計画の変更）を適切に行うこと。
　　 　※サービス内容の記載の見直しは、サービス提供後で差し支えない。
　（３）訪問サービスの実施に関して、詳細な記録を取り、適切に保管すること。

以上の取扱いを前提とし、「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（第６報）」問１、問２のとおり
電話での安否確認を実施すること。

○「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（第６報）」問１、問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」に係る通所サービスの取扱いについて

電話による安否確認

【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。
　○介護予防・日常生活支援総合事業においても、本取扱いに準ずることとします。

Ⅱ-2

どのような利用者に
対し、電話での安否
確認が可能か。

また、その際の実施
上の注意点は何か。

別紙別紙

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 参考資料

Ⅱ

Ⅱ-3 加算の算定は可能か。

利用者の状態を鑑み、ケアマネジャーが通所介護事業所職員による電話での安否確認において、通常のサービス提供に加え、加算による
サービスの提供も必要であると判断した利用者に対し、当該利用者の処遇に配慮した上でサービスの提供を行った場合、加算の算定は可能
である。
なお、利用者負担を考慮し、加算を算定しないことも差し支えない。

○「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２報）」別紙１

【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。
　○介護予防・日常生活支援総合事業においても、本取扱いに準ずることとします。

【加算】
　（１）事業所の体制を評価する加算（サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、ADL維持等加算等）
　　 　→通常時に算定している場合、算定可能である。
（２）利用者への直接のサービス提供を要する加算（個別機能訓練加算、入浴介助加算　等）
【変更前】
→原則、算定不可。
ただし、上記Ⅱ-3に合致する場合かつ、直接のサービス提供に準ずる方法でサービス提供を実施する場合、この限りでない。
※ （２）に該当する加算の算定を検討したい場合は、市に御相談ください。
【変更後】
→加算の算定要件に沿った内容の確認や助言を行った場合、加算を算定することができる。ただし、加算を算定することについて、利用者に事前に
　 説明し、同意を得ること。
※「加算の算定要件に沿った内容の確認や助言」の例
　・個別機能訓練加算について、有資格者の機能訓練指導員が、個別機能訓練計画に基づき、電話にて適切に機能訓練に関する指示を行い、その
　　後、機能訓練の進捗状況や利用者の心身機能の状況について確認する等。
※個別機能訓練加算の算定要件の１つである「３月に１回以上の居宅訪問」については、利用者の同意を得た上で、電話による実施としても差し支
   えない。

【減算】
○送迎減算
【変更前】
→利用者居宅と事業所間の移動が生じないため、原則、送迎減算を適用すること。
【変更後】
→居宅サービス計画に基づいて、通常提供しているサービスが提供されていた場合に、送迎を行っていた利用者については、減算をしない取扱い
   を可能とする。ただし、減算をしない取扱いをする場合には、その旨を事前に利用者に説明し、同意を得ること。なお、従前から送迎を行わず減算を
　 適用していた利用者については、引き続き送迎減算を適用すること。

○「新型コロナウイルス感染症に係る通所介
　護事業所の介護報酬等の臨時的な取扱い
　について（通知）」（令和２年６月８日付け事
　務連絡（静岡県健康福祉部福祉長寿局福
　祉指導課発出））

Ⅱ-4

電話による安否確認
を実施する際の、
加算及び減算の
具体的な取扱い
はどのようなものか。

「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」に係る通所サービスの取扱いについて

電話による安否確認

別紙

変更箇所

留意事項：本取扱いの変更は、

令和２年７月サービス提供分か

らとする。

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 参考資料

Ⅲ

Ⅲ-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３報）」問１の
「柔軟な取扱い」とは
具体的にはどのような
取扱いを指すか。

学校の休校等の影響で、一時的に人員基準を満たせなくなる恐れがある場合、前提として、他事業所からの応援等により職員の確保に努め、
可能な限り人員基準を満たせるように努力をする必要がある。

その上で、代替手段を講じても人員の確保が難しい場合は、人員基準欠如減算は行わない取扱いが可能である。
しかし、その場合においても利用者の安全に配慮し、可能な限り手厚く人員を配置すること。

また、人員基準を満たせなかった日については、詳細な記録を取り、適切に保管すること。記録内容は下記を参照すること。
　○人員基準を満たせなかった背景事情や理由
　○人員基準を満たすために講じた、人員確保のための手段（例：他事業所からの応援）
　○人員基準を満たせなかった日の人員の体制　等
　※当該記録については、直ちに市への提出を求めるものではないが、必要時には適切に説明できるよう保管すること。
※実際に人員基準を満たせなくなる恐れがある場合は、事前に市に御相談ください。

○「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３報）」問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」に係る通所サービスの取扱いについて

【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。
　○介護予防・日常生活支援総合事業においても、本取扱いに準ずることとします。

人員基準等を満たせなくなる場合

別紙別紙

5 ページ



浜松市介護保険課
令和２年６月30日時点

No. 質問 本市における取扱い 参考資料

Ⅳ

Ⅳ-1
サービス提供を拒否
することは可能か。

利用者に、特定警戒都道府県等の感染が拡大している地域からの帰省者等との接触があるという理由のみで、直ちにサービスの提供を拒否しては
ならない。
ただし、利用者本人や利用者の家族等に新型コロナウイルス感染が疑われる症状等がある場合については、この限りではない。この場合、
ケアマネジャー、通所介護事業所及び利用者等で協議し、代替サービス等での対応が可能か検討すること。

○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（H11厚令
　 37）第105条において準用する第９条
○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（H18厚労令
　 34）第37条において準用する第３条の８
○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（H18厚労令
　 34）第108条において準用する第３条の８

Ⅳ-2
新規利用者の受入れを
拒否することは可能か。

利用者に、特定警戒都道府県等の感染が拡大している地域からの帰省者等との接触があるという理由のみで、直ちに新規利用者の受入れを拒否
してはならない。
ただし、受入れようとする利用者本人や利用者の家族等に新型コロナウイルス感染が疑われる症状等がある場合についてはこの限りではない。

○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（H11厚令
 　37）第105条において準用する第９条
○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（H18厚労令
 　34）第37条において準用する第３条の８
○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（H18厚労令
　 34）第108条において準用する第３条の８

特定警戒都道府県等からの帰省者等との接触がある利用者について

「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」に係る通所サービスの取扱いについて

【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。
　○介護予防・日常生活支援総合事業においても、本取扱いに準ずることとします。
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