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Ⅰ．障害福祉制度・施策関連情報 

１．令和２年７月豪雨について  

７月３日からの大雨により、７月31日現在、山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、

佐賀県、熊本県、大分県および鹿児島県の９県98市町村に災害救助法が適用され、大雨によ

る被害は東北地方にも広がり、各地で甚大な被害が発生しています。被災された方がたに、

心よりお見舞いを申しあげます。 

令和２年７月豪雨は、７月 14 日の閣議決定により、「特定非常災害」に指定され、この指

定により、厚生労働省関係の一定の権利利益に関する満了日について、被災者による延長の

申出を必要とせずに、一律に本年 12 月 28 日まで延長する措置が講じられました。 

令和２年７月豪雨に関して厚生労働省より各県に対し、以下の事務連絡等が発出されてい

ますので、ご参照ください。 

7月31日時点で障害福祉関係施設・事業所における甚大な被害等の報告はございませんが、

引き続き豪雨災害に対する備えや避難行動など適切な対応をお願いいたします。 

◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ 

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

１．令和２年７月豪雨について 1 

２．第９回障害福祉サービス等報酬改定検討チームが開催される 2 

３．天皇皇后両陛下から障害者施設にねぎらいのお言葉 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．【日本財団】令和２年７月豪雨 福祉団体等への災害支援 （助成事業のご案内） 8 

２．【日本農福連携協会】「ノウフク西日本フォーラム」がオンライン開催されます！ 9 

３．【日本点字図書館】第 17回本間一夫文化賞候補者推薦について 10 
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《事務連絡等一覧》 

７月 20 日 【事務連絡】障害者（児）の皆様及び事業者の皆様向けリーフレットの送付について 

７月 17 日 【事務連絡】令和２年７月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し 

適用すべき措置の指定に関する政令等について 

７月 17 日 【事務連絡】令和２年７月豪雨による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に 対

する継続した障害福祉サービス等の提供について 

７月 15 日 【事務連絡】令和２年７月豪雨による被害に対し社会福祉法人が寄付金（義援金）を 

支出することについての特例について 

７月 14 日 【事務連絡】令和２年７月豪雨による災害にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員

等の派遣に係る費用の取扱いについて 

７月 13 日 【事務連絡】令和２年７月豪雨による被災者に係る利用料等の取扱いについて 

７月７日 【事務連絡】災害により被災した要援護障害者等への対応について 

７月７日 【事務連絡】避難所等で生活する障害児者への配慮事項等について 

７月７日 【事務連絡】令和２年７月３日からの大雨による災害にかかる指定就労継続支援Ａ型事

業者の運営に関する基準の取扱い等について 

７月６日 【事務連絡】高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保に

ついて 

７月６日 【事務連絡】令和２年７月３日からの大雨による災害により被災した障害者等に対する

支給決定等について 

７月６日 【事務連絡】令和２年７月３日からの大雨に関する介護給付費等及び障害児通所給付費

等の請求の取扱いについて（６月サービス提供分） 

 

※令和２年７月豪雨につきましては、下記厚生労働省ホームページに情報がまとめられてお

ります。 

［厚生労働省 HP］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00156.html 

 

２．第９回障害福祉サービス等報酬改定検討チームが開催される 

令和３年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて、７月16日に第９回障害福祉サービス

等報酬改定検討チームによる関係団体ヒアリングがオンラインで開催されました。関係団体

ヒアリングは、７月９日から８月７日まで５回にわけて開催され、計46団体に行われます。 

16 日は全国身体障害者施設協議会と全国社会就労センター協議会を含め 10 団体のヒアリ

ングが実施され、各団体の意見を説明しました。 

今後、各団体からのヒアリング結果を受け、厚生労働省において報酬・基準に関する基本

的な考え方の整理がなされ、年明けに障害福祉サービス等報酬改定案が取りまとめられるこ

ととなります。 

 

※障害福祉サービス等報酬改定検討チームの当日資料等は、厚生労働省ホームページをご確

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00156.html


障害福祉関係ニュース 2020（令和２）年度４号（2020.７．31） 

3 
 

認ください。 

［厚生労働省 HP］https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12436.html 

３．天皇皇后両陛下から障害者施設にねぎらいのお言葉 

７月３日、全国身体障害者施設協議会 日野博愛会長は、厚生労働省社会･援護局障害保健

障害部の橋本泰弘部長、日本知的障害者福祉協会の井上博会長とともに、天皇皇后両陛下に

ご接見し、新型コロナウイルスへの対応をめぐる障害者支援施設の感染防止の取り組みや課

題について説明する機会を賜りました。 

日野会長は、障害者支援施設での感染防止の具体的な工夫について説明するとともに、外

出制限やご家族との面会制限等により利用者のストレスが高まっている状況とその軽減に向

けた現場での工夫等を説明すると、天皇陛下は心配された様子で「なるべくストレスが軽減

されるように頑張ってください」とねぎらわれたとのことです。また、両陛下からお見送り

を受けた際には、皇后陛下より「皆様によろしくお伝えください」と温かいお言葉をかけて

いただいたということです。 

ご接見後に行われた記者会見では、日野会長は「じっと目を見てメモを取られるなど、現

場の声を真剣に聞いていただき感謝しています」と話しました。 

 

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】 

大都市を中心に新型コロナウイルス感染の拡大局面を迎えているなか、複数の障害者就

労支援施設での感染例も報告されています。各施設・事業所においては、感染防止対策がと

られているかと存じますが、利用者・職員の皆さまの安全を最優先し、あらためて感染防止

の徹底をお願いいたします。 

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ので、ご確認くださいますようお願

いします。 

※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 

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

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
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
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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 

【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 

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
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
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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 

【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 

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
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
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【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 

（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］（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/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
https://www.mhlw.go.jp/content/000641914.pdf
https://corona.go.jp/
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html 

［厚生労働省 HP］（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．【日本財団】令和２年７月豪雨 福祉団体等への災害支援 （助成事業のご案内） 

 日本財団より、令和２年７月豪雨で被災された福祉団体等への復旧・復興支援として２種

類の助成事業案内がございました。詳細につきましては、下記および日本財団ホームページ

をご覧ください。 

 

令和２年７月豪雨 福祉団体等への災害支援 

 

１．【令和２年７月豪雨で被災された助成先の団体等に対する助成事業】 

本助成事業では、災害の被害にあわれた助成先の団体を対象に復旧・復興支援を行います。 

 

（１）対象団体 

過去に日本財団の助成金により、車両/機器/建物を整備した団体 

※建物は新築による整備のみを対象 

 

（２）対象事業 

➀被災車両代替配備 

➁被災機器代替整備 

③被災した建物の修繕 

④入所施設等（宿泊を伴うサービス）への事業継続支援 

 

（３）申請受付期間 

➀第１回目：2020年７月 21日（火）～2020年８月 10日（月） 

➁第２回目：2020年８月 11日（火）～2020年９月 30日（水）  

 

２．【令和２年７月豪雨で被災された入所施設等への復旧支援】 

本助成事業では、災害の被害にあわれた団体を対象に復旧・復興支援を行います。 

 

（１）対象団体 

入所施設等の宿泊を伴うサービスを提供している団体 

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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＜対象となる事業例＞ 

・障害者：施設入所、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助 

・高齢者：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウス、グル

ープホーム 

・児童等：児童養護施設、ファミリーホーム 

 

（２）対象事業 

・対象団体：入所施設等の宿泊を伴うサービスを提供している団体 

・条件：床上浸水による被害があること 

・支援内容：上限 100万円の復旧支援 

・申請時提出書類：申請書、床上浸水の被害がわかる写真および罹災証明書 

 

（３）申請受付期間 

➀第１回目：2020年７月 21日（火）～2020年８月 10日（月） 

➁第２回目：2020年８月 11日（火）～2020年９月 30日（水）  

 

【申請方法】 

両助成事業ともに、下記、日本財団ホームページにある申請フォームへアクセスし、必要

事項を記入の上、申請ください。 

 

<お問い合わせ先> 

〒107-8404 

東京都港区赤坂１－２－２ 

日本財団 公益事業部 国内審査チーム 

Ｅメール  shinsa@ps.nippon-foundation.or.jp 

ＨＰ https://www.nippon-foundation.or.jp/ 

 

 

２．【日本農福連携協会】「ノウフク西日本フォーラム」がオンライン開催されます！ 

 一般社団法人 日本農福連携協会により、「ノウフク西日本フォーラム」が８月１日よりオ

ンラインで開催されます。 

本フォーラムは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い全てのプログラムをＷebで視聴す

る形式となっており、基調講演をはじめ、パネルディスカッション、全国事例の発表、行政

からの報告、ノウフクマルシェ、スタディツアー等を通じて農業×福祉×地域の価値を発信

し、多様な人々が農福連携に関心を抱き、取り組みや支援のきっかけの場となることを目的

としております。 

 

 

 

https://www.nippon-foundation.or.jp/
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ノウフク西日本フォーラム 

【イベント概要】 

日時：令和２年８月１日より動画配信開始予定 

「パネルディスカッション」に関しては令和２年８月７日(金) 14 時～ オンラインライ

ブ配信予定 

会場：オンライン 

参加費：無料 

 

※プログラムの詳細や参加申込は、下記の日本農福連携協会のサイトよりご確認ください。 

https://peatix.com/event/1545172/view?k=e462f29fa058291d9532a4fde028111104b9d9f4 

 

 

３．【日本点字図書館】第 17回本間一夫文化賞候補者推薦について 

 社会福祉法人 日本点字図書館における、「第 17回本間一夫文化賞」の推薦案内が公表され

ました。当表彰につきましては、社会福祉法人 日本点字図書館創立者である本間一夫を記念

し、視覚障害者の文化向上に関する分野において、優れた業績をあげた人・団体を対象に行

われるものです。詳細につきましては下記をご覧ください。 

 

第 17回本間一夫文化賞募集概要 

 

（１）対象者（表彰の対象は、国内外を問いません） 

・視覚障害者の読書を助けるメディア（点字、録音など）の研究、開発、普及などで、

特に顕著な功績をあげた人・団体 

・視覚障害に関する研究や著述並びにその出版等で、特に高い評価を受けた人・団体 

・視覚障害者が著述した作品並びに出版等で、特に高い評価を受けた人・団体 

・その他、本顕彰の趣旨に該当し、顕著な功績をあげた人・団体 

 

（２）推薦者 

・社会福祉法人日本点字図書理事及び評議員、並びに職員 

・社会福祉法人日本盲人福祉委員会理事及び評議員 

・社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会理事及び評議員 

 

（３）表彰 

賞状及び記念リーフ、賞金（50万円） 

 

（４）推薦期間 

2020年８月 25日（火）必着 

 

 

https://peatix.com/event/1545172/view?k=e462f29fa058291d9532a4fde028111104b9d9f4
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（５）推薦方法 

推薦書に必要事項をご記入（参考資料添付可）の上、日本点字図書館総務課あてにご

送付ください。なお、封筒の表に「本間一夫文化賞推薦書在中」とお書きください。 

また、推薦書のデータが必要な方は、日本点字図書館総務部総務課までご連絡をお願

いたします。 

 

（６）発表及び表彰 

受賞者発表：2020年 10月 7日（水） 

表 彰 式：2020年 11月 10日（火）（予定） 

 

<送付及び問い合わせ先> 

〒169-8586 

東京都新宿区高田馬場１-23-４ 

社会福祉法人日本点字図書館 

総務部総務課 竹中・成瀬 

電  話 03-3209-0241 

Ｆ Ａ Ｘ 03-3204-5641 

Ｅメール  nitten@nittento.or.jp 

Ｈ Ｐ https://www.nittento.or.jp/index.html 

 

 

mailto:nitten@nittento.or.jp
https://www.nittento.or.jp/index.html

