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Ⅰ．障害福祉制度・施策関連情報 

１．【内閣府】第 52回障害者政策委員会が開催される 

内閣府は、障害者政策委員会（委員長：石川 准 静岡県立大学教授/以下、「政策委員会」）

（第 52回）を６月 22日（月）に開催しました。前回に続き、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため、Ｗｅｂ会議による開催となりました。 

今回の政策委員会では、第 49回から議論を続けてきた「障害者差別解消法の施行３年後見

直しに関する意見（案）」が、案のとおり承認されました。 

今後は政府による具体的な措置が講じられることとなります。また、国連障害者権利委員

会の審査（今夏予定が延期）での勧告内容等によっては追加の議論を行うこととしています。

詳細は、下記ホームページをご参照ください。  

◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ 

Ⅰ．障害福祉制度・施策関連情報 ···································································· 1 

１．【内閣府】第 52回障害者政策委員会が開催される 1 

２．【厚生労働省】障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業実施要綱について 2 

３．【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱について 3 

４．社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について【随時更新】 3 

Ⅱ．その他の関連情報 ············································································· 8 

１．６月 27日は「優先調達推進法の日」、６月 20日から７月 20日は「優先調達推進法月間」です！ 8 

２．第 22回糸賀一雄記念賞・第６回糸賀一雄記念未来賞の募集について 9 

３．ＮＨＫ障害福祉賞～障害のある人と支える人の体験記録の募集～ 10 

４．【中央福祉学院】社会福祉主事資格認定通信課程の受講申込み延期しました 10 

５．【保健福祉広報協会】国際福祉機器展 H.C.R.2020中止のお知らせ 11 

 

mailto:z-shogai@shakyo.or.jp
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[内閣府 HP] ホーム > 内閣府の政策 > 共生社会政策トップ > 障害者施策 >  

もっと詳しく > 推進体制 > 障害者政策委員会 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html 

 

２．【厚生労働省】障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業実施要

綱について 

厚生労働省より「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施につい

て」（５月 29日付）が発出され、別紙として、「障害福祉サービス等事業所に対するサービス

継続支援事業実施要綱」を定め、令和２年４月１日から適用することが通知されました。 

これは、令和２年度第一次補正予算において予算が組まれたもので、本事業は、障害福祉

サービス等事業所・障害者支援施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を

減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービス

の提供時では想定されない、「かかり増し経費」等に対して支援を行うことを目的としていま

す。 

助成の対象となるのは、（１）障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援、（２）障害

福祉サービス等事業所との連携支援の２種類です。 

 

（１）障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援 

【助成対象事業所】 

① 都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業

所、短期入所サービス事業所 

② 利用者又は職員に感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、

相談支援事業所（職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む） 

③ 濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所、障害者支援

施設等 

④ ①から③以外の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等であって、当該事業所

の職員により、利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所 

 

（２）障害福祉サービス等事業所との連携支援 

【助成対象事業所】 

・（１）の①又は②の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所 

・ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業   

 所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極

的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の障害福祉サービ

ス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所 

 

 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html
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※助成対象となる経費の例や基準単価、申請先等については、下記のセルプ協ホームページ

に「障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業実施要綱」を掲載しており

ますので、ご確認ください。 

 [セルプ協 HP] https://selp.or.jp/general/activity/disaster_support/1/76 

 

３．【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱について 

厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）の実施について」

（令和２年６月 19日付）と、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害福祉サー

ビス等分）の実施について」（令和２年６月 25日付）が発出され、別紙として、「新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱」を定め、令和２年４月１日から適用することが

通知されました。 

 これは、身障協、セルプ協、全救協をはじめ各種別協議会からの緊急要望を受けて令和２

年度第二次補正予算に盛り込まれたもので、下記の（１）～（５）のとおり、感染症対策の

徹底のために必要となるかかり増し経費の助成やサービス再開に向けた必要経費の助成、職

員に対する慰労金の支給等について規定され、全額国が負担するものです。 

 

（１）感染対策徹底支援事業（事業者支援） 

（２）都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業（都道府県支援） 

（３）サービス再開に向けた支援事業 

（４）職員に対する慰労金の支給事業 

（５）都道府県の事務費支援事業 

 

 なお、（４）の慰労金の支給については、医療機関や介護サービス事業所・施設に加え、障

害福祉サービス施設・事業所等に６月 30日までに 10日以上働いていたことを条件とし、正

規・非正規や勤務時間、職種は問わず、「利用者と接する職員」であれば対象となります。 

 

※本事業の詳細につきましては、厚生労働省ホームページに掲載されている要綱をご確認く   

ださい。 

[厚生労働省 HP] 

（介護分）https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdf 

（障害福祉サービス等分）https://www.mhlw.go.jp/content/000643974.pdf 

 

４．社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について【随時更新】 

新型コロナウイルスに関して厚生労働省より、各都道府県・指定都市・中核市に対し、

下記のとおり、複数の事務連絡文書が発出されています。各自治体から通知等が届いている

かと存じますが、ご確認くださいますようお願いします。 

なお、千葉県の障害者支援施設（北総育成園）における新型コロナウイルス感染症発生

https://selp.or.jp/general/activity/disaster_support/1/76
https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000643974.pdf
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時の具体的な対応状況について、令和２年６月 16日付の事務連絡において、情報提供がな

されております。「（６）その他」にリンクを掲載しておりますので、ご参照ください。 

（１） 基本的対処方針（新型コロナウイルス感染症対策本部決定） 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年５月 25日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0525.pdf 

 

（２） 基本的な事項 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策（咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等）、 

流行地域からの帰国者等の取扱い、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応等につ

いては、次の事務連絡をご参照ください。 

通 知 名 

【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について 

（令和２年３月 19日現在）https://www.mhlw.go.jp/content/000613405.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について 

（令和２年３月 11日現在）https://www.mhlw.go.jp/content/000608610.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」の 

周知について（令和２年３月９日）https://www.mhlw.go.jp/content/000605940.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について 

      （令和２年２月 23日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601678.pdf 

【事務連絡】「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の 

対応について（令和２年２月 18 日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 

（令和２年２月 21日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601679.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応 

について（令和２年２月 18日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（その２） 

      （令和２年２月 14日）https://www.mhlw.go.jp/content/000601681.pdf 

 

（３） 感染拡大防止に関する事項 

職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託業者等への 

対応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参照してください。 

通 知 名 

【事務連絡】「精神科医療機関における新型コロナウイルス感染症等への対応について」 

（令和２年６月２日）https://www.mhlw.go.jp/content/000636429.pdf 

【事務連絡】「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について 

（令和２年５月４日付け事務連絡）」に関するＱ＆Ａ（グループホーム関係）について 

（令和２年５月 28日）https://www.mhlw.go.jp/content/000634929.pdf 

【事務連絡】「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について 

（令和２年５月４日付け事務連絡）」に関するＱ＆Ａ（障害児入所施設関係）について 

（令和２年５月 28日）https://www.mhlw.go.jp/content/000634931.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害児への対応について（令和２年５月 22日） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0525.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000613405.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000608610.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000605940.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000601678.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000601679.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000601681.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000636429.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000634929.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000634931.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000632985.pdf 

【事務連絡】障害者支援施設等におけるオンラインでの面会での実施について（令和２年５月 22日） 

      https://www.mhlw.go.jp/content/000632967.pdf 

【事務連絡】衛生・防護用品の備蓄と供給について（その２）（令和２年５月 18日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000631458.pdf 

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について 

（令和２年５月 11日）https://www.mhlw.go.jp/content/000629060.pdf 

【事務連絡】障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応に 

ついて（令和２年５月４日）https://www.mhlw.go.jp/content/000627801.pdf 

【事務連絡】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について 

（令和２年４月 30日）https://www.mhlw.go.jp/content/000626942.pdf 

【事務連絡】「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３月６日付

事務連絡）」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（そ

の２）（令和２年４月７日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａ（その２）について 

（令和２年４月 24日）https://www.mhlw.go.jp/content/000625083.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて 

（令和２年４月 22日）https://www.mhlw.go.jp/content/000624335.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給に

ついて（改訂）（令和２年４月 15日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622390.pdf 

【事務連絡】サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱について

（令和２年４月 15日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622389.pdf 

【事務連絡】障害福祉サービス事業所等及び医療的ケア児等のご家庭に対する手指消毒用 エタノー

ルの優先供給に係る留意事項について（令和２年４月 15日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000622388.pdf 

【事務連絡】福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について 

（令和２年４月 14日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622377.pdf 

【事務連絡】共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について  

（令和２年４月 14日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622375.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る精神医療審査会の取扱いについて 

      （令和２年４月８日）https://www.mhlw.go.jp/content/000620176.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の 

備蓄と社会福祉施設等に対する供給について（令和２年４月７日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000620872.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２） 

（令和２年４月７日）https://www.mhlw.go.jp/content/000620870.pdf 

【事務連絡】医療的ケアを必要とする児童のご家庭への手指消毒用エタノールの配布状況について（令

和２年４月３日）https://www.mhlw.go.jp/content/000619806.pdf 

【事務連絡】精神科を標榜する医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について 

（令和２年４月３日）https://www.mhlw.go.jp/content/000618677.pdf 

【事務連絡】障害者支援施設における感染拡大防止と発生時の対応について（令和２年３月 30日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000616041.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000632985.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000632967.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000631458.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000629060.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000627801.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000626942.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625083.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625083.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625083.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625083.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000624335.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622390.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622389.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622388.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622377.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622375.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000620176.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000620872.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000620870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000619806.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000618677.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000616041.pdf
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【事務連絡】社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起の 

周知について（令和２年３月 25日）https://www.mhlw.go.jp/content/000613407.pdf 

【事務連絡】訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について 

（令和２年３月 19日）https://www.mhlw.go.jp/content/000613382.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給 

について（令和２年３月 13日）https://www.mhlw.go.jp/content/000608618.pdf 

【事務連絡】都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出について（依頼）

（令和２年３月 13日）https://www.mhlw.go.jp/content/000608614.pdf 

【事務連絡】「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のため

の留意点について（令和２年２月 24日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 

（令和２年３月６日）https://www.mhlw.go.jp/content/000605942.pdf 

【事務連絡】共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための 

対応について（令和２年２月 28日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603972.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のための

留意点について（令和２年２月 24日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603941.pdf 

【事務連絡】社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における感染拡大防止のための

留意点について（令和２年２月 24日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603939.pdf 

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について 

（令和２年２月 17日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603937.pdf 

 

（４） 職員の確保に関する事項 

職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照してください。 

通 知 名 

【事務連絡】社会福祉施設等における職員の確保 について（令和２年２月 17日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000601688.pdf 

 

（５） 障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項 

障害報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参

照してください。 

通 知 名 

【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第６報） 

（令和２年６月 19日）https://www.mhlw.go.jp/content/000642053.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 

取扱いについて（第８報）（令和２年６月 19日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000641910.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 

取扱いについて（第７報）（令和２年５月 27日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000634899.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 

取扱いについて（第６報）（令和２年５月18日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000631459.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000613407.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000613382.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000608618.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000608614.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000605942.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603972.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603941.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603939.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603937.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000601688.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000642053.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641910.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000634899.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000631459.pdf
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【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第５報） 

  （令和２年５月 13日）https://www.mhlw.go.jp/content/000630599.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応における障害福祉サービス等に係る介護給付費等の 

請求（５月・６月請求分）について（令和２年５月１日） 

      https://www.mhlw.go.jp/content/000627781.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた支給決定を受けるための申請等の取扱いに

ついて（令和２年４月 30日）https://www.mhlw.go.jp/content/000627779.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 

取扱いについて（第５報）（令和２年４月 28日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000626605.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症発生に伴う喀痰吸引等研修の実施における対応について 

（令和２年４月 24日）https://www.mhlw.go.jp/content/000625094.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて 

（その２）（令和２年４月 15日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622391.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第４報） 

（令和２年４月 13日）https://www.mhlw.go.jp/content/000622368.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 

取扱いについて（第４報）（令和２年４月９日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000620874.pdf 

【事務連絡】緊急事態宣言後の地域生活支援事業の対応について（令和２年４月７日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000619987.pdf 

【事務連絡】緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について（令和２年４月７日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000619808.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて 

（令和２年３月 13日）https://www.mhlw.go.jp/content/000608118.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて（第３報）（令和２年３月 10日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000606875.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第３報） 

（令和２年３月９日）https://www.mhlw.go.jp/content/000605944.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第２報） 

（令和２年３月２日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603983.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者（児）への相談支援の実施等に

ついて（令和２年２月 25日）https://www.mhlw.go.jp/content/000604450.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 

取扱いについて（第２報）（令和２年２月 20日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000603982.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について 

      （令和２年２月 20日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603980.pdf 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 

取扱いについて（令和２年２月 17日）https://www.mhlw.go.jp/content/000603979.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000630599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000627781.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000627779.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000626605.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625094.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622391.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622368.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000620874.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000619987.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000619987.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000619808.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000608118.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000606875.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000605944.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603983.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000604450.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603982.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603980.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603979.pdf
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（６） その他 

通 知 名 

【事務連絡】障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応事例について 

（令和２年６月 16日）https://www.mhlw.go.jp/content/000641914.pdf 

 

下記の内閣官房ホームページ、厚生労働省ホームページにおいて随時情報が更新されます。 

また、障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について

は、関連事項別に情報がまとめられておりますので、各自ご確認ください。 

 

《新型コロナウイルス関連ページ》 

［内閣官房 HP］https://corona.go.jp/ 

［厚生労働省 HP］ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 >  

障害者福祉 > 障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感

染症への対応等について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html 

［厚生労働省 HP］ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 

         感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

【新型コロナウイルスに関する厚生労働省電話相談窓口（フリーダイヤル）】 

厚生労働省の電話相談窓口 ＴＥＬ：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施） 

 

 

Ⅱ．その他の関連情報 

１．６月 27日は「優先調達推進法の日」、６月 20日から７月 20日は「優先調達推進

法月間」です！ 

 「国等による障がい者就労支援施設等からの物品などの調達の推進などに関する法律（以

下、優先調達推進法）」は、平成 24年６月 20日に障害者総合支援法と同日に成立し、翌平成

25年 4月 1日に施行されました。 

 全国社会就労センター協議会および日本セルプセンターでは、都道府県や市区町村におけ

る社会就労センターへの発注が拡大し、利用者の工賃・賃金向上につながるよう、例年、優

先調達推進法の公布日である６月 27日を「優先調達推進法の日」、６月 20日から７月 20 日

までの１か月間を「同月間」と定め、自治体関係者への同法の周知・啓発を行っています。 

 セルプ協ホームページでは、トップ画面にて、優先調達推進法月間にかかる特設バナーを

掲示し、各都道府県の「優先調達推進法・共同受注窓口一覧（平成 31年 1月 31日現在）」や、

ポスター・パンフレットなども掲載しております。ぜひこれを機に、共同受注窓口を通じて、

社会就労センターの商品・サービスをご活用くださいますようお願い申しあげます。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000641914.pdf
https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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［セルプ協 HP］https://selp.or.jp/ 

 

２．第 22回糸賀一雄記念賞・第６回糸賀一雄記念未来賞の募集について 

公益財団法人 糸賀一雄記念財団における、「第 20回糸賀一雄記念賞・第 4回糸賀一雄記念

未来賞」の応募案内が公表されました。当表彰につきましては、障害者の基本的人権の尊重

を基本に、生涯を通じて障害者福祉の向上に取り組まれた故糸賀 一雄氏の心を受け継ぎ、障

害福祉の分野で活躍をされている個人・団体を対象として行われるものです。詳細につきま

しては下記および財団ホームページをご覧ください。 

 

第 22回糸賀一雄記念賞・第６回糸賀一雄記念未来賞募集概要 

 

【第 22回糸賀一雄記念賞】 

（１）対象者 

日本において、障害者などの「生きづらさ」がある人に対する実践活動に長く取り組み、

その活動が高く評価され、一層の活躍が期待される個人および団体（法人、任意団体を問

わない） 

 

（２）募集期間 

令和２年７月３１日（金）必着 

 

（３）応募方法 

公益財団法人 糸賀一雄記念財団 HP 

（http://www.itogazaidan.jp/kinen/bosyu/index.htm#a1） 

よりご応募ください。（応募は、自薦・他薦を問いません。） 

 

【第６回糸賀一雄記念未来賞】 

（１）対象者 

国内で活動し、福祉、教育、医療、労働、経済、文化、スポーツなどの分野における障

害者または障害者と同様に社会的障壁による「生きづらさ」がある人に関する取り組みが

先進的であり、今後一層の活躍が期待される個人および団体（法人、任意団体を問わない） 

 

（２）募集期間  

令和２年７月３１日（金）必着 

 

（３）応募方法  

公益財団法人 糸賀一雄記念財団 HP 

http://www.itogazaidan.jp/kinen/bosyu/index.htm#a1 

よりご応募ください。（応募は、自薦・他薦を問いません。）  

 

https://selp.or.jp/
http://www.itogazaidan.jp/kinen/bosyu/index.htm#a1
http://www.itogazaidan.jp/kinen/bosyu/index.htm#a1
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【お問い合わせ先】  

公益財団法人 糸賀一雄記念財団  

〒525-0072 滋賀県草津市笠山七丁目８－１３８ 県立長寿社会福祉センター内  

ＴＥＬ：077-567-1707 ＦＡＸ：077-567-1708  

E-mail：itoga@itogazaidan.jp 

 

３．ＮＨＫ障害福祉賞～障害のある人と支える人の体験記録の募集～ 

本年度で第 55回を迎えた「ＮＨＫ障害福祉賞」では、障害福祉への関心や理解を広めるた

め、障害のある人自身の体験記録や障害児・者の教育・福祉の実践記録を募集しております。 

詳細につきましては下記およびＮＨＫ厚生文化事業団ホームページをご覧ください。 

 

第 55回 ＮＨＫ障害福祉賞 募集概要 

 

（１）募集部門と内容 

   ２つの部門で、文章による記録（作品）を募集します（8,000字以内）。 

 

第１部門：障害のあるご本人の部門 

     学校や施設での生活、自立や就労への挑戦、また自分で生きてきた道など、あな

た自身の体験の記録をお寄せください。 

第２部門：障害のある人とともに歩んでいる人の部門 

     教育・指導の実践、親と子の成長の記録、仕事や行事を通しての交流など、とも

に生きてきた体験記をお寄せください。 

 

（２）募集締切  

令和２年８月 14日（金）当日消印有効 

 

【お問い合わせ先】  

ＮＨＫ厚生文化事業団 「障害福祉賞」係 

〒150-0041 東京都渋谷区神南１-４-１ 第七共同ビル 

ＴＥＬ：03-3476-5955（平日 10時～18時） ＦＡＸ：03-3476-5956 

ホームページ https://www.npwo.or.jp/ 

 

４．【中央福祉学院】社会福祉主事資格認定通信課程の受講申込み延期しました 

全社協・中央福祉学院では、民間社会福祉事業の現場に勤務している職員が、社会福祉主

事任用資格を取得するための通信課程の受講者を募集しています。 

「社会福祉主事」は、福祉事務所の現業員や査察指導員等に必要とされる任用資格ですが、

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉などの民間社会福祉事業の現場においても、福祉職員の

基礎的な資格として準用されています。 

mailto:itoga@itogazaidan.jp
https://www.npwo.or.jp/
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毎年全国から約 4,000人の 10～70代の方々にご受講いただき、社会福祉の基礎的な知識・

技術を習得することができることから、通信授業・集合研修のいずれについても本課程修了

者の 95％の方から「満足した・充実感を得た」とのご意見をいただきました。また、修了者

の所属長からも「今後もキャリアパスに向け職員の教育の場に用いたい」などと好評を博し

ております。 

なお、本課程修了後、所定の相談援助業務に２年以上従事すると、「社会福祉士」の受験資

格を得るための短期養成施設への入学資格を得ることができます。主事資格取得後の更なる

キャリアアップに取り組むことも可能となっています。 

詳しくは中央福祉学院ホームページより『受験案内』をご覧ください。 

 

【通信課程の概要】 

◆受講期間：2020年 10月～2021年 9月（1年間） 

◆学習内容：自宅学習による答案作成（16科目）、集合研修（５日間） 

◆受講料：89,000円 (消費税等込額。テキスト・教材費、集合研修授業料含む) 

◆申込締切：2020年 7月 31日（金）※当初の締切から延長しました。 

◆詳細・申込：中央福祉学院ホームページ 

https://www.gakuin.gr.jp/training/course305.html 

◆問合せ：中央福祉学院 TEL：046‐858‐1355 

 

５．【保健福祉広報協会】国際福祉機器展 H.C.R.2020中止のお知らせ 

保健福祉広報協会は、本年 10 月に開催を予定していた国際福祉機器 H.C.R.2020 を中止す

ることを発表しました。詳細は、以下をご覧ください。 

 

一般財団法人 保健福祉広報協会からのお知らせ 

◆H.C.R.2020の開催を中止します 

 

全社協と本会は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大などの厳しい事態を踏まえ、主催

する 10月の国際福祉機器展 H.C.R.2020を、やむなく中止することといたしました。 

 

H.C.R.には 10万人を超える来場があるなかで、高齢者や障害のある方、福祉施設・事業所の

役職員、そして企業・団体関係者等への感染やクラスター発生といったリスクがあることなど

を鑑み、中止の判断に至りました。何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

なお、主催者では、福祉機器の最新情報などを必要とする方がたのため、H.C.R.Web サイト

などを活用した H.C.R.2020の代替策を検討しておりますので、続報をお待ちください。 

 

また、次回 H.C.R.2021の開催については、2020年 7月に予定されていた東京 2020オリンピ

ック・パラリンピック競技大会の延期に伴い、会期等を再調整する必要が生じております。再

https://www.gakuin.gr.jp/training/course305.html
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調整が済み次第、あらためてお知らせいたしますので、あらかじめご承知おきください。 

 

--ぜひご活用ください！----------------------------------------------------- 

■保健福祉広報協会公式 Facebookページ：https://www.facebook.com/hcrjapan/ 

■保健福祉広報協会のメール配信サービス：https://www.hcrjapan.org/mail/ 

■HCRアプリ：https://www.hcr.or.jp/app 

 

https://www.facebook.com/hcrjapan/
https://www.hcrjapan.org/mail/
https://www.hcr.or.jp/app

