
高齢者へのコロナワクチン接種に係るＦＡＱ

No. 質問 回答 根拠 更新情報

1
高齢者がワクチン接種会場に行く
ための、移動支援や交通費の補
助はないのか。

・交通費の補助はありません。※鎌倉市が65歳以上に2往復分のタクシー券配布
・介護保険の外出支援については、サービス事業者やケアマネジャーに相談してください。
・65歳以上で要介護3以上の方で、一般の交通機関（電車・バス・タクシー等）の利用が困
難な方については、車いす用リフト付きのワンボックスカー（介助者が必要）での送迎が利
用できる場合があります（「高齢者外出支援サービス事業」）。
利用に際しては、事前登録が必要になるので、地域包括支援センターまたはケアマネ
ジャーにご相談ください。

2

住民票は自宅にあるが、実際は施
設やグループホームに住んでいる
ので、そちらにクーポン券を送って
もらいたい。

今回のクーポン券等の送付は、住民票に記載された住所地に送付しています。施設等に
お住まいで、住民票を動かしていない場合は、御自宅に届きますので、御親族に転送して
いただく等により御対応ください。

3

身寄りがない認知症発症者等が
接種するかどうかは誰が判断する
か。

個別の状況によりますが、御本人や御家族が接種するかどうか判断できない場合は、身上
監護する方（例：成年後見人等）が主治医に御確認・御判断されるものと見込まれます。

4

予診票の記載を訪問介護のヘル
パーにしてもらうことは可能か。記
載する時間は通常の提供時間に
含めてもよいか。

単身高齢者等であり、本人による予診票作成が困難であるケース（家族等・法定代理人に
よる代理申請が不可能な場合に限る。）については、記載箇所の確認・声掛けや、必要書
類の確認等、本人による予診票作成を訪問介護サービスとして支援することは可能と考え
られます。
当該支援にあたっては、事前にケアマネジャーに御確認ください。

訪問介護におけるサービス行為
ごとの区分等について（平成12
年３月17日老計第10号厚労省
通知）

5
予約を自分で行えないが、訪問介
護のヘルパーに代わりに行っても
らってもよいか。

単身高齢者等であり、本人による予約が困難であるケース（家族等・法定代理人による代
理申請が不可能な場合に限る。）については、声掛けや、必要情報の確認等、本人による
予約を訪問介護サービスとして支援することは可能と考えられます。
当該支援にあたっては、事前にケアマネジャーに御相談ください。

訪問介護におけるサービス行為
ごとの区分等について（平成12
年３月17日老計第10号厚労省
通知）

6

【ケアマネジャーやヘルパー事業
所からの問い合わせを想定】
予診票の記載や予約をヘルパー
が行う際の注意点は何か。また、
対応する時間は通常の提供時間
に含めてもよいか。

支援にあたっては、ケアマネジャー、訪問介護事業所管理者・サービス提供責任者等の了
承を得る、複数名で確認する等の対応を検討してください。
報酬算定については、平成１２年３月１７日付け厚生労働省通知老計第１０号における自立
生活支援・重度化防止のための見守り的援助として取り扱います。

訪問介護におけるサービス行為
ごとの区分等について（平成12
年３月17日老計第10号厚労省
通知）

7
集団接種にあたり、訪問介護のヘ
ルパーに同行してもらいたい。

本市の集団接種会場は、接種対応時間中、医療機関として取り扱いますので、訪問介護
の通院・外出介助を利用し、ヘルパーの支援を受けることが制度上可能です。なお、ヘル
パー事業所の状況によりサービスの提供を受けられない場合がありますことを御留意くださ
い。

8

いままで介護保険サービスを利用
していないが、不安なので接種会
場にヘルパーに同行してもらいた
い。

要介護・要支援認定を受けていない場合は、新たに要介護・要支援認定を受け、ケアマネ
ジャーがサービス調整を行う必要があります。
また、要介護・要支援認定を受けていても、現時点でサービスを利用していない場合は、ケ
アマネジャーと契約し、サービス調整を行う必要があります。
認定を受けていない方が認定を受けたり、ケアマネジャーが事業所を調整した結果、サー
ビス利用する必要性がないと判断される場合があります。
なお、決定まで日数を要しますので、早めにお住いの地域包括支援センターや区役所・支
所の認定給付担当に御相談ください。

9

現在、訪問介護による外出介助を
利用しているが、接種会場に行く
ためにヘルパーを利用する場合、
ケアプランを見直す必要はあるの
か。

ケアプラン（居宅サービス計画）の標準様式第２表、第３表、第５表等のサービス内容の記
載の見直しが必要です。
ただし、
　・サービス提供後に行っても差し支えないこと
　・同意については、最終的には文書で得る必要がありますが、サービス提供前に説明を
行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得てもよいこと
に御留意ください。
なお、この見直しは軽微な変更に当たりますので、必ずしもサービス担当者会議を実施す
る必要はありません。

・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20報）（令和３年４月５
日厚生労働省通知）
・「介護保険制度に係る書類・事
務手続の見直し」に関するご意
見への対応について（平成22年
７月30日厚生労働省通知）

10

介護保険サービスをセルフプラン
で利用しているが、ワクチン接種を
受けるために訪問介護のヘル
パーを利用したい。手続きはどうす
ればよいか。

セルフプランの場合については、プランにおいてサービス内容の記載の見直しが必要です
ので、お住いの区役所・地区の認定給付担当に御相談ください。

11
集団接種会場内で訪問介護のヘ
ルパーが付き添った場合、介護保
険の利用はどこまで可能か。

会場内での支援については、訪問介護の通院・外出介助の利用が可能です。利用の範囲
については、通常の通院などと同じ基準で、ヘルパーによる介助を要しない時間（単なる待
ち時間）は対象外ですが、会場内における介助を会場スタッフが対応できないときは、会場
内における介助に要する時間も含め、対象とします。

「訪問介護におけるサービス行
為ごとの区分等について」平成
12年3月17日老計第10 号厚労
省通知）

別紙３



12
ワクチン接種で利用した訪問介護
のヘルパーの費用に対して助成は
あるのか。

今回のワクチン接種に対する助成制度等はありません。

13

ワクチン接種のために訪問介護の
ヘルパーを利用すると、区分支給
限度額を超過するが、どうしたらよ
いか。

今回のワクチン接種に対する助成制度等はありませんので、他のサービスの利用を調整さ
れるか、介護保険外で御対応ください。

14

重度の肢体不自由の場合で、訪
問介護のヘルパーを利用すると、
区分支給限度額を超過するが、障
害福祉サービスを利用することは
可能か。手続きは何が必要か。

可能です。ただし、ケアプラン（介護保険の居宅サービス計画、障害福祉サービスのサービ
ス等利用計画（作成していない場合あり））を変更する必要があり、また、区役所・支所の障
害者担当に相談し、ヘルパーサービスの支給量変更決定を受ける必要がありますので、担
当のケアマネジャー及び区役所・支所の障害者担当に早めに御相談ください。

また、居宅サービス計画の変更については、標準様式第２表、第３表、第５表等に係るサー
ビス内容の記載の見直しが必要です。
ただし、
　・サービス提供後に行っても差し支えないこと
　・同意については、最終的には文書で得る必要がありますが、サービス提供前に説明を
行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得てもよいこと
に御留意ください。
なお、この見直しは軽微な変更に当たりますので、必ずしもサービス担当者会議を実施す
る必要はありません。

・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20報）（令和３年４月５
日厚生労働省通知）
・「介護保険制度に係る書類・事
務手続の見直し」に関するご意
見への対応について（平成22年
７月30日厚生労働省通知）

15

小規模多機能型居宅介護や看護
小規模多機能型居宅介護を利用
しているが、事業所の人に接種の
支援をしてもらいたい。

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる訪問介護の身体介護のうち通
院・外出介助が含まれていますので、事業所の従業者から接種会場への外出介助を受け
ることが制度上可能です。提供できるかどうかは御利用の事業所に御相談ください。

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20報）（令和３年４月５日
厚生労働省通知）

16

ワクチン接種で訪問介護のヘル
パー支援を受けているのだが、会
場までの往復中に別途買い物や
別の目的地に行きたいのだが可
能か。

接種会場へのヘルパー支援は訪問介護の通院・外出介助により行います。そのため、自
宅と会場を移動する間に別の目的地にも行く場合、通院・外出介助の目的地として認めら
れている場合は介護保険内で対応することができる場合がありますが、目的地によっては、
支援を受ける時間がサービスの対象外になり、自費利用の対象となります。
対応できるかどうかは事前にケアマネジャーに御相談ください。

介護保険サービスと保険外サー
ビスを組み合わせて提供する場
合の取扱いについて（平成30年
9月28日老推発0928第１号等厚
労省老健局通知）

17

ショートステイを利用中にワクチン
接種を受けたいのだが、訪問介護
のヘルパーを利用することは可能
か。

利用することはできませんので、自費で御利用いただきます。
なお、令和３年度の報酬改定により、通院等乗降介助に限っては、入所日又は退所日に
ヘルパーの支援を受けることが可能になりました。

指定居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準（訪問
通所サービス、居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与に係る部
分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留
意事項について（平成12年３月
１日老企第36号厚労省通知）

18

デイサービスに通所している時間
中にワクチン接種を受けたいのだ
が、訪問介護のヘルパーを利用す
ることは可能か。

利用することはできませんので、自費で御利用いただきます。
なお、令和３年度の報酬改定により、通院等乗降介助に限っては、通所前または帰宅時に
ヘルパーの支援を受けることが可能になりました。

指定居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準（訪問
通所サービス、居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与に係る部
分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留
意事項について（平成12年３月
１日老企第36号厚労省通知）

19

接種会場までは１人で来れたが、
体調があまりすぐれず、１人で帰
れなくなったのだが、訪問介護の
ヘルパーを急に利用することは可
能か。

訪問介護の緊急対応として制度上利用することは可能です。
対応できるかどうかはケアマネジャーに御相談ください。

指定居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準（平成
12年厚生省告示第19号）

20

接種している時間が訪問介護の生
活援助を利用する時間にあたるの
だが、自宅にいなくても利用してよ
いか。

訪問介護の生活援助は、単なる家事代行ではなく、御本人の安否確認や健康チェック等
を兼ねて行われるものですので、御本人がワクチン接種に出かけている間に、ヘルパーが
自宅で生活援助を提供することはできません。

「訪問介護におけるサービス行
為ごとの区分等について」平成
12年3月17日老計第10 号厚労
省通知）

21
同行する訪問介護のヘルパーにも
一緒にワクチン接種してもらいた
い

訪問介護を含め、高齢者の居宅サービス事業所等の従事者への接種に関しては、国から
の通知に基づき、接種機会が提供できるよう体制整備を行う必要がありますが、現在、高齢
者の入所施設の従事者から接種を行うべく準備を進めているところで、現時点では実施方
法や開始時期は未定となっています。

「高齢者施設への新型コロナウ
イルス感染症に係る予防接種を
行う体制の構築について」R3.3.3
老認発0303第2号

22

総合事業の訪問型サービスを利
用しており、普段から通院介助を
受けているが、ワクチン接種の際
にはどのような取扱いになるの
か。

【運用は訪問介護と同じですので、他のＱＡを基に御回答ください】



23
親族が入居している高齢者施設で
は、いつ巡回接種が実施されるの
か？

ワクチンの供給状況を踏まえて、特別養護老人ホームより接種を順次開始したところです。
具体的な接種時期につきましては、今後のワクチンの供給量や、接種に対する同意取得の
状況、接種医との調整等を踏まえ決定してまいります。決定後、入居施設を通じて個別に
御案内いたします。

24
親族が入居している高齢者施設で
巡回接種が行われる時の、家族へ
の周知方法は？

（上記と同様です。）

25
親族が入居している高齢者施設で
巡回接種が行われる場合、接種を
拒否するとどうなるのか？

今回のワクチン接種は強制されるものでなく、接種は自由意志となっています。
なお、国からの通知では「意思確認が困難な場合であっても、家族や介護保健施設等に
入所している場合は嘱託医等の協力を得ながら本人の意思確認をし、接種についての同
意を確認できた場合に接種を行うこと。」とされています。

「新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種の実施に関する
医療機関向け手引き（2.0版）」
R3.2.24改訂版

26

親族が入居している高齢者施設で
巡回接種が行われる場合、同施設
の職員にも接種が行われるの
か？

施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の双方の体制が整う
場合、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において、当該施設内で入所者
と同じタイミングで従事者の接種を行う事も差し支えないとされています。
【一定の要件の目安】
・ワクチン供給量の単位から施設入所者と一緒に接種を受けることが効率的であること。(市
に対して相当程度ワクチンが供給されていること)
・施設全体における入所者の日常的な健康管理を行う体制が確保されており、接種後の経
過観察が可能であることなどが挙げられます。

27

高齢者施設の巡回接種の順番は
どのように決定しているのか？高
齢者施設から市に要望してもらう
のか？

入居者における要介護・ＡＤＬ・認知症等の状況を踏まえて、特別養護老人ホームより接種
を順次開始しています。また、特別養護老人ホーム内での順番については、接種準備の進
捗状況など施設側からの申し出を基本として、実施施設を決定するものとしています。
高齢者入所施設以外(例：認知症高齢者グループホームや特定施設入所者生活介護等)
については、市へのワクチン供給量の状況等を踏まえまして、接種時期や申込方法等につ
いては、別途、御案内を差し上げる予定です。

28
巡回接種が行われる予定の高齢
者施設で、接種前に陽性者（濃厚
接触者）が出た場合の対応は？

左記に関しては、国からの通知等では一律の定めはありませんので、施設の設備や人員
体制、感染の拡大状況等を踏まえて、接種の可否を施設側が総合的に判断されるものと
考えます。本市としては、施設側の判断を受けて、ワクチンの配送計画の見直しなどの対
応を適宜行います。

29
寝たきり等のため外出が困難な場
合、どのようにワクチン接種を受け
られるのか。

　現在のところ、接種会場における集団接種と、医療機関における個別接種による２つの方
式でワクチン接種を行う体制の確保を進めているところであり、介護サービスや移送サービ
スをご利用いただき、アクセス可能な場所で受けていただくことを想定しております。
　自宅等における接種につきましては、持ち運びができるワクチンの確保や、訪問できる医
療従事者の確保の目途がつき次第、具体的な方法について検討してまいります。


