
■感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために 
   必要な経費を支援します 

～「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」（障害分）のご案内～ 

○対象事業所：令和２年４月１日以降に感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等の提 

       供を行うために必要なかかり増し経費が発生した施設・事業所等（※１） 

○対象経費 ：感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施などに要する経費 

○上限額  ：サービスごとに設定（※２）しています 
 

（※１）以下の障害福祉サービス施設・事業所等 

 ●通所系サービス事業所 
  …生活介護、療養介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、 
      就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支援、 
   医療型児童発達支援、放課後等デイサービス 
 

 ●短期入所サービス事業所 
 

 ●障害者施設等 
  …障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設  
 

 ●訪問系サービス事業所 
  …居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、 
   居宅訪問型児童発達支援 
 

 ●相談系サービス事業所 
  …計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 
 

（※２）上限額は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金（障害分）交付要綱」で御 
    確認下さい（県公式ホームページに掲載しています。） 

 

お問合せ先 
申請手続きのお問い合わせ 

岩手県保健福祉部障がい保健福祉課 

※多数のお問い合わせが予想されるため、御連絡 

はＦAX又はEメールで承ります。 

 ＦＡＸ 019-629-5454 

 Ｅ-mail  AD0006@pref.iwate.jp 
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岩手県からのお知らせ 

１．在宅サービス事業所等による利用者への再開支援への助成 
  ○対象事業所：令和２年４月１日以降にサービス利用休止中の利用者へ利用再開のための支 

        援を行った計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事 

        業所（※１） 

 〇上限額  ：１利用者当たり１，５００円～２，５００円（※２） 
 

２．在宅サービス事業所等における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成 
 ○対象事業所：令和２年４月１日以降に感染防止のための環境整備を行った在宅サービス事 

        業所（※１）、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所 

 〇上限額  ：１事業所当たり２０万円 
 

（※１）在宅サービス事業所…通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス 
              事業所及び地域移行支援事業所 
（※２）上限額はサービスごとに異なります。上限額は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事 
    業費補助金（障害分）交付要綱」で御確認下さい（県公式ホームページに掲載しています。） 

■障害福祉サービスの利用再開に向けた利用者の働きかけ  
   や環境整備を支援します 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話 

お問い合わせ 

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 

問い合わせ窓口 0120-786-577 

（受付時間は平日9:30～18:00） 



申請方法 

１.支援の対象経費などについて確認 

県のホームページで支援の対象経費を確認し、申請額を積み上げます。 

※令和２年４月１日から令和３年３月31日までにかかる費用が対象となります。 
 支出済の費用だけではなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請
することも可能です。 
 ただし、仮に支出実績が補助金額に満たなかった場合、残額を県に返納することとなります
ので、可能な限り支出実績が補助金額の上限に達した段階で申請を行うようお願いします。 

※領収証等の証拠となる書類を保管しておいてください。（実績報告時に必要になります。） 

２.交付申請書を作成 

所定の様式により、交付申請書を作成します。 

３.交付申請 
申請書などの提出は、岩手県国民健康保険団体連合会（以下、国保連）に、電
子請求受付システムによるインターネット申請により行います。  

 （債権譲渡を行っている事業所は県に直接申請します。） 

支援金の申請書受付は、令和３年２月２８日までとなります。 

※可能な限り、法人において対象施設・事業所分を取りまとめて申請していただきますようお
願いします。 

 
   

４.県で申請内容を確認後、交付 

県が申請内容を確認後、県（又は国保連）から補助金が交付されます。 

５.実績報告 

補助金の交付を受けた後、①事業を完了した場合、②（概算額で交付を受け
て、）支出実績が補助金額を超えた場合、③実績報告の期限（令和３年３月
末）が到来した場合は、県に対して、所定の様式により実績報告を行います。 

※概算額で交付を受けた場合、実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、残額
を県に返納する必要があります。 

岩手県保健福祉部障がい保健福祉課 
※多数のお問い合わせが予想されるため、御連絡はFAX又はEメールで承ります。 

 ＦＡＸ 019-629-5454 Ｅ-mail  AD0006@pref.iwate.jp 
 

お問合せ先 
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申請書等の記載・提出方法 

 申請時に必要な書類は、申請書および様式

１～３です。 

 申請書は、県の公式ホームページからダウン

ロード可能です。 

 Excelファイル名は、代表となる事業所の

事業所番号に変更してください。 

1.申請書および事業計画書の入手方法 

「申請書」 

「様式２ 個票」 

 申請書の内訳中「2-2.感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業（多機能型簡易居室
分に限る）」は、現在事業準備中のため申請不可となっておりますので御注意下さい。 

 障害福祉サービス等報酬の請求時期と重ならないようにするため、申請受付期間は、毎月15日から月末
までの間となります。 

「様式１ 事業所・施設別申請額一覧」 

「様式３ 障害福祉慰労金受給職員表」※慰労金申請を行わない又は慰労金申請と別々に申請する場合は不要 

２.提出に当たっての留意事項（提出先が国保連の場合） 

　　令和 年 月 日

殿

　標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

千円

（内訳）

千円
千円
千円
千円

再開支援への助成事業

千円

（添付書類）
１　事業所・施設別申請額一覧（様式１）

２　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施計画書

　　（事業所単位）（様式２）

３　障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）（様式３）

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に係る交付申請書

2-2．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業（多機能型簡易居室分に限る）

（都道府県）知事

（法人名）

（役職・代表者名）

3．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への

4．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援における環境整備への助成事業

　　申　請　額　：　

1．障害福祉慰労金事業

2-1．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業（多機能型簡易居室分を除く）

住所

提供サービス（プルダウンから選択）

 障害福祉慰労金事業　→　1を記載   感染対策徹底支援事業　→ 2-1,2-2を記載

 個別再開支援助成事業　→ 3を記載 　再開環境整備助成事業　→ 4を記載

１．障害福祉慰労金事業  ※対象職員の氏名等について、様式３を作成すること。

慰労金の区分・人数 人 人 振込手数料 （千円未満切捨）

2-1．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業 今回申請分②

（多機能型簡易居室の設置に要する費用を除く。） 既申請分

【感染拡大防止対策やサービスの提供体制の確保のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

2-2．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業

（多機能型簡易居室の設置に要する費用に限る。）

工事請負費

原材料費

需用費

役務費

旅費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

3．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への再開支援への助成事業

4．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援における 今回申請分④

環境整備への助成事業 既申請分

【在宅サービス事業所における環境整備のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

#N/A 千円

0

用途・品目・数量等

千円

#N/A 千円 千円申請額

円 対象利用者数 人

千円#N/A

千円

千円

人

人

科目 所要額（円）

申請額③

障害児相談支援 2,500 円 対象利用者数

利用者1人当たり単価（計画相談支援及び障害児相談支援以外共通） 2,000 円 対象利用者数

計画相談支援 1,500

#N/A 千円

補助上限額 申

請

額

科目 用途・品目・数量等

千円

#N/A 千円

所要額（円）

千円

20万円対象 0 5万円対象 0

職員数
(派遣含む)

定員 人

事業区分

#N/A補助上限額 申

請

額

人

千円

#N/A 千円

申請額①

口座情報

0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施計画書

施設概要

事業所名称

所在地
都道府県名

連絡先
電話番号 担当部署名

事業所番号

支出予定額

国保連合会に登録されている口座情報を本事業の振込に使用することに同意する

国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない

本事業は原則、国保連合会のシステムを活用しての交付を予定して

いま す。（債権譲渡がある場合等を除く ）

債権譲渡されていない場合は、左欄に✔を入れて下さい。

※債権譲渡されている場合、都道府県に申請して下さい。

0

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

補助上限額

障害福祉慰労金
20万円

対象者の

有無

感染対策費用

助成事業

（多機能型居室
を除く。）

感染対策費用

助成事業

（多機能型居室
に限る。）

個別再開支援

助成事業

再開環境整備

助成事業
合計

1

2

3

No. 事業所番号事業所・施設名 サービス種別 住所
代表となる

法人名
審査
結果

電話番号

補助予定額（千円）

事業所番号 事業所・施設の名称 施設区分 対応区分
他の施設等との
期間通算がある
場合その施設名

委任状の
有無

他法人で
の慰労金
の申請の

有無

業務委託
による
従事者

重複
申請者
確認用

支払年月日
（西暦）

支払金額

1
2
3

支払い実績確認事項

本人の住所

主たる勤務先

慰労金

(万円)
氏名（漢字） 氏名（全角カナ） 生年月日（西暦）

分類
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Ｑ１ 対象となるサービスを具体的に教えてください 

Ａ１ 障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する障害福祉サービス等が対象です。 

Ｑ２ 感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要なか 
  かり増し経費とは、どのようなものが対象となりますか 

Ｑ５  国保連からの振込の場合、どの口座に振り込みされますか。 

Ａ５ 国保連からの障害福祉サービス等報酬の振込用に登録されている口座に振り込まれます。 
 
 

Ｑ＆Ａ 
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Ａ２ 対象経費の例は以下のとおりです。 
 ・ 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用 
 ・ 外部専門家等による研修の実施に要する費用 
 ・ （研修受講等に要する）旅費、宿泊費等 
 ・ 感染防止を徹底するための面会室の改修費 
 ・ 建物内外の消毒費用・清掃費用 
 ・ 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費 
 ・ 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料 
 ・ 自動車の購入又はリース費用 
 ・ タブレット等のＩＣＴ機器の購入又はリース費用 
 ・ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料 
 ・ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 
 ・ 居宅介護職員による同行指導への謝金 
 ・ 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費 
 

Ｑ３ 在宅サービス事業所等によるサービスの利用再開のための支援 
  とは、具体的にどのような取組が対象となりますか  

Ａ３ 以下の取組が対象となります。 
 ① 計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における取組内容 
   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。 
 

 ② 在宅サービス事業所における取組内容 
   在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、必要に応じて相談支援専門員と連携の上、健 
  康状態や生活実態、利用を希望するサービスを確認（感染対策に係る要望を含む）し、利用者の要 
    望を踏まえたサービス提供のための調整を行う。 
 

 ※１「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去１か月の間、 
   当該在宅サービスを１回も利用していない利用者とする。 
 ※２「～の確認」とは、１回以上電話または訪問を行うとともに、記録することとする。 
 ※３「対応を行う」とは、希望に応じた所要の対応を講じたこととする。 
 ※４「調整を行う」とは、１回以上電話等により連絡したこととする。 

Ｑ４ 在宅サービス事業所等における感染症対策徹底に向けた環境整 
  備とは、具体的にどのような取組が対象となりますか  

Ａ４ 以下の取組が対象となります。 
 ・ 長机、飛沫防止パネルの購入費   ・ 換気設備の購入及び設置に要する経費 
 ・ 電動自転車等の購入又はリース費用 ・ タブレット等のＩＣＴ機器の購入又はリース費用 
 ・ 感染防止のための内装改修費 

  


