
小規模多機能型居宅での 
感染発生の場合 

滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の 

介護関連施設・事業所間の応援事業 



小規模多機能 

小規模多機能型居宅での
感染発生の場合 

感染発生施設 

訪問ｻｰﾋﾞｽ 

通所ｻｰﾋﾞｽ 

宿泊ｻｰﾋﾞｽ 

職員応援派遣 

事前登録応援職員 

事前登録受入事業所 

受入サービス 



小規模多機能で介護報酬を請求 

小規模多機能 

他の小規模多機能 

日割り報酬相当 

報酬相当（10割分） 

例）要介護3（認知症） 
5日間代替 

① 22,157単位/月 （居宅介護費） 
②   800単位/月 （認知症加算） 
③   640単位/月 （提供強化加算） 

（①+②+③÷30日）×5日分 

6級地 10.33円 8,119円/日 
          40,595円（5日分） 

食費 350円／食 

食費 300円／食 

通常規模型・7-8時間 883単位/日 

6級地 10.27円 9,068円/日（10割） 
            45,340円（5日分） 

食費 300円／食 

注） 

避難先（依頼先）でのサービス提供と
なるため、依頼元（小多機）で介護報
酬するには、保険者の承認が必要。 
 

支払 

支払 

訪問ｻｰﾋﾞｽ 通所ｻｰﾋﾞｽ 

利用者の実費負担 

感染施設から受入施設へ報酬より支払 

デイサービス 

かかりましで補助請求 
応援手当 

1時間あたり/ 1,250～2,500円 



小規模多機能で介護報酬を請求 

小規模多機能 

小規模多機能サービス 

日割り報酬+宿泊費実費相当 

感染発生施設 

支払 

支払 

かかりましで補助請求 
応援手当 

1時間あたり/ 1,250～2,500円 

B-ICAT南部地域事務局 
契約ホテル 

短期入所サービス 

宿泊療養ホテル等 
支払 

宿泊費  

かかりまし 

（サービス継続支援事業補助金）
で請求 

宿泊ｻｰﾋﾞｽ 

例）要介護3（認知症） 
5日間宿泊代替 

ユニット（個室）対応 824単位/日 

6級地 10.33円 8,511円/日（10割） 
            42,555円（5日分） 

滞在費 2,006円（1泊） 
        10,030円 + 食費 

① 22,157単位/月 （居宅介護費） 
②   800単位/月 （認知症加算） 
③   640単位/月 （提供強化加算） 

日割り報酬（10割分） 
+ 

滞在費 

（①+②+③÷30日）×5日分 

6級地 10.33円 8,119円/日 
          40,595円（5日分） 

宿泊費 17,500円+食費 

宿泊費 3,500円（1泊）+食費 
17,500円（5日分） 

利用者の実費負担 

感染施設から受入施設へ報酬より支払 



小規模多機能 

感染発生施設 

訪問ｻｰﾋﾞｽ 

通所ｻｰﾋﾞｽ 

宿泊ｻｰﾋﾞｽ 

職員応援派遣 

事前登録応援職員 

受入サービス 

B-ICAT南部地域事務局 
契約ホテル 

職員応援派遣 

かかりまし 応援手当補助請求 
職員派遣手当 

1日あたり/ 10,000～20,000円 

注） 
宿泊サービスの受入が困難な場合。 

短期入所満床や、他の小規模多機
能で宿泊サービス利用不可の場合。
など想定される。 
 

又は、同居家族が感染により入院
し、濃厚接触者やその疑いがある
と判断された要介護高齢者（要支
援含む）の在宅 生活を支援する場
合など想定される 
 

例）要介護3（認知症） 
5日間代替 



小規模多機能で介護報酬を請求 

小規模多機能 

例）要介護3（認知症） 
宿泊5日間代替 

① 22,157単位/月 （居宅介護費） 
②   800単位/月 （認知症加算） 
③   640単位/月 （提供強化加算） 

宿泊費 3,500円（1泊）+食費 

事前登録応援職員 

かかりまし 応援手当補助請求 
職員派遣手当 

1日あたり/ 10,000～20,000円 

宿泊ｻｰﾋﾞｽ 

受入サービス 

職員応援派遣 

宿泊費 6,000円×5日＝30,000円  
 +食費（朝・夕1,800円）×5日＝9,000円 

宿泊ｻｰﾋﾞｽ 



小規模多機能型居宅の利用者が、ホテルなど（避難先）で小規模多機能型居宅による泊まりのサービス提供
を受けた場合でも、臨時的な取り扱い（第１報）により、小規模多機能型居宅によるサービス提供として、
介護報酬の請求が可能。 
 
また、国のサービス継続支援事業補助金が、当初より事業対象が拡大されており、避難先のホテル代がサー
ビス継続支援事業の対象となります。 
 
契約ホテルのホテル代も小規模多機能型居宅で支出し、サービス継続支援事業補助金申請が可能です。 
 
上記は、小規模多機能型居宅に限らず、訪問介護の利用者が、自宅で訪問介護を受けられなくなって契約ホ
テル（避難先）で、訪問介護を受けた場合も該当することになります。 
※この場合、訪問介護以外で対応する必要がある介護保険外（ケア）サービス、などが在宅生活困難高齢者
支援事業になると考えています。 
 
在宅生活困難高齢者支援事業は、あくまでも介護保険でサービス提供てきない場合、 
例えば、定員超過の対応やサービス内容が見守りなどの生活支援にも該当しないものなどが対象になります。 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 
 

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 
 

事 務 連 絡 令和２年２月17日 
【臨時的な取り扱い】（第１報抜粋）        
 
１（２） 避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合、避難所や避難先の家庭等で 
     生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合においても、介護 
     報酬の算定は可能である。 
     サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所等 
     との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必要な介護サービスを確保するよう努め 
     ること。 



医療・介護従事者用宿泊施設リスト 2020/12/1

第1ブロック

施設名 場所 担当者 連絡先 宿泊プランなど

ホテルブルーレーク大津 大津 井門　晋一 077-524-0200 1泊朝食付プラン　5990円～

びわこ楽園ホテル井筒 大津 益田　誠一朗 077-577-2235 1泊2食付きプラン　9350円（税込み）
レイアホテル大津石山 大津 岡　嘉伸 077-533-0660 宿泊プラン準備可能です　要相談ください
琵琶湖グランドホテル 大津 川崎　重和 077-579-2111 平日5名1室利用　1泊2食付き10000円（税別　サ込）　ただし、休前日は3000円アップ
宿屋きよみ荘 大津 山田　喜代 077-573-7111 素泊まりplan1名1室　平日6500円　土日休前7500円　ただしペットが泊まれる宿の為、ペットアレルギーがある人は利用不可
カフェ＆ゲストハウスあん 大津 藤澤　修治 077-523-0869 2泊以上の連泊　食事の提供不可　お一人一泊　6300円（税込み）2～6名の場合は1泊3500円　ただし、条件によってはお断りする場合もあり。要相談！！
湯元舘 大津 中村　正憲 090-7097-1764　 充分な感染対策の対応が条件　2名以上ご利用の場合　おひとり様19000円（税別）
おふろCaféニューびわこホテル 大津 芝本　高則 077-545-0101 1泊朝食付7600円（税込み）　1泊2食付き9400円（税込み）
ビューロッジ琵琶 大津 西田　佳史 077-572-1317 素泊まりのみ　シングル6100円（税込み）　2名以上4900円

第2ブロック

施設名 場所 担当者 連絡先 宿泊プランなど

大河原温泉かもしか荘 甲賀 林　初広 0748-69-0344 1泊2食付きプラン　11000円（お一人）税込み

草津第一ホテル 草津 北川　喜春 077-562-2411 素泊まり6000円（税込み）　朝食付き6600円（税込み）　　月締めなど後日清算可　駐車場無料　　２４ｈフロント　　すでに介護従事者受入中
ホテル２１ 草津 井垣　貴博 077-564-2121 1泊朝食付　6000円（税込み）
宮乃温泉 甲賀 寺井　喜志雄 0748-86-2130 1部屋　2名以上（日祝前日を除く）1泊2食付き　15000円（税別）
アートリッツホテル 栗東 北村　法子 077-554-2828 素泊まり6500円（税込み）
水口センチュリーホテル 甲賀 中島　浩之 0748-62-2811 一般利用客優先ですので、20室以上残室が残っている際にお受けします。　一泊素泊まりのみ6000円税込み
レイアホテル草津 草津 古谷（こたに） 077-562-9322 素泊まり5500円税込み　朝食付き6050円（税込み）10/1～開始

第3ブロック

施設名 場所 担当者 連絡先 宿泊プランなど

ホテルサンルート彦根　 彦根 高畑　誠 0749-26-0123 1泊朝食付プラン6500円

グリーンホテルyes近江八幡 八幡 川村　博 090-3039-4869 1泊朝食付プラン5000円（税込み）
ビジネスホテルシェル 八幡 杉目　いづみ 0748-37-8451 1泊朝食付プラン5000円（税込み）素泊まり4550円（税込み）
ビジネス旅館はざま 東近江 迫間　静代 0748-22-2488 素泊まり5500円　朝食付き6200円　1泊2食付き7500円
アズイン東近江能登川駅前　 東近江 笠川 0748-42-5588 シングル朝食付き5000円（税込み）　医療従事者限定プランです
ホテルはちまん 八幡 浅野 0748-33-1771 連泊プラン適応　（3日に1度清掃にはいる）清掃のない日は備品貸し出し（タオルなど）　素泊まり5000円～　追加朝食650円　夕食1250円別途
彦根キャッスルリゾート＆スパ 彦根 三浦　弘行 0749-21-2001 別紙参照　添付します

第4ブロック

施設名 場所 担当者 連絡先 宿泊プランなど

まちやの宿いろは 長浜 伊藤　禎浩 0749-53-3321 電話やネットでご予約ください。じゃらんや楽天掲載のプランでご予約ください　　　すでに長浜日赤・市民病院の方を受け入れております

グリーンホテルyes長浜みなと館 長浜 伊藤　禎浩 0749-63-2323 電話やネットでご予約ください。じゃらんや楽天掲載のプランでご予約ください　　　すでに長浜日赤・市民病院の方を受け入れております
アクティプラザ琵琶 高島 前田　真一 0740-25-7111 素泊まり　6000円　1泊朝食付7000円
ととファミリー 高島 中村　徹 0740-22-2895 現在感染対策で定員を10名にしぼって営業しているため、定員内なら宿泊可能　1泊2食付きプラン　8400円（税込み）
グリーンパーク山東　鴻池荘 米原 寺田　康次 0749-55-3751 事前予約の上　Bコース1泊2食付きプラン　8800円（税　サ込）
マキノパークホテル 高島 内藤　ひとみ 0740-28-1231 部屋風呂がないため大浴場のご利用になります。　1泊2食付き　6000円税別
丸茂旅館 高島 藤野　貴久 0740-22-1915 予約空き状況によります　1泊2食付き7700円～　要相談
三谷旅館 長浜 三谷　俊夫 0749-62-0323 1泊朝食付6600円
白浜荘 高島 前川　為夫 0740-32-0451 2食付き　8000円（税別）
平田旅館 長浜 平田　勝也 0749-62-0605 夕食が必要な場合はその日の12時PMまでに予約ください　1泊2食付きプラン5610円

施設によって税込み税別の標記がないため、ご予約の際にご確認くださいませ。
また、利用客の状況により、宿泊をお断りすることもありますご容赦くださいませ。
連絡先と担当者を明記しておりますので、ご不明な点は直接お聞きくださいませ。
よろしくお願いします


