
障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症に備えた対応状況 
（令和２年８月 31日時点） 

 
１ 障害者等各々の障害特性等を踏まえた受入医療機関の整備に係る検討状況 

状況 都道府県数 

検討済 ２０ 

検討中 ２３ 

未検討 ４ 

 

２ コミュニケーション支援など入院中における障害特性の配慮に係る検討状況 

状況 都道府県数 

検討済 ９ 

検討中 ３１ 

未検討 ７ 

 

３ 軽症者及び無症状病原体保有者である障害者の対応に係る整備状況 

状況 都道府県数 

整備済 ４ 

整備予定 １ 

検討中 １８ 

整備予定なし ２１ 

未検討 ３ 

  

４ 緊急時に備えた応援体制の構築状況 

状況 都道府県数 

対応済 １４ 

対応予定 ２３ 

検討中 １０ 

対応予定なし ０ 

未検討 ０ 

 

５ 感染防止のための相談・支援体制の整備状況 

状況 都道府県数 

整備済 １５ 

整備予定 ８ 

検討中 ８ 

整備予定なし １５ 

未検討 １ 

 

６ 感染が発生した場合の都道府県の体制 

状況 都道府県数 

確保済 ３１ 

確保予定 ６ 

検討中 １０ 

対応予定なし ０ 

未検討 ０ 

 



障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症に備えた対応等に関する調査結果（令和２年８月31日時点)

① 障害者等各々の障害特性等
を踏まえた受入医療機関の整

備に係る検討状況

② コミュニケーション支援な
ど入院中における障害特性の

配慮に係る検討状況

③ 軽症者及び無症状病原体保
有者である障害者の対応に係

る整備状況

④ 緊急時に備えた応援体制の
構築状況

⑤ 感染防止のための
相談・支援体制の整備状況

⑥ 感染が発生した場合の
都道府県の体制

01_北海道 検討済 検討中 検討中 対応予定 検討中 確保済

02_青森県 未検討 未検討 検討中 対応予定 整備予定なし 確保済

03_岩手県 検討中 検討中 検討中 対応予定 整備済 確保済

04_宮城県 検討中 検討中 検討中 検討中 整備済 検討中

05_秋田県 検討中 未検討 検討中 対応済 整備済 確保済

06_山形県 検討中 検討中 整備予定なし 対応予定 整備予定 確保済

07_福島県 検討中 検討中 整備予定なし 対応済 整備予定なし 確保済

08_茨城県 検討済 検討中 整備済 対応予定 整備予定なし 検討中

09_栃木県 検討中 未検討 検討中 検討中 整備予定なし 確保済

10_群馬県 検討中 検討中 整備予定なし 検討中 整備済 検討中

11_埼玉県 検討済 検討済 整備予定なし 対応済 整備済 確保済

12_千葉県 検討中 検討中 検討中 対応予定 整備予定なし 確保済

13_東京都 検討済 検討中 整備予定なし 検討中 検討中 検討中

14_神奈川県 検討済 検討中 整備済 対応済 未検討 確保済

15_新潟県 検討済 検討済 整備予定なし 対応済 整備予定なし 確保済

16_富山県 検討済 検討中 整備予定なし 対応予定 整備済 確保済

17_石川県 検討済 検討済 整備予定なし 対応予定 整備済 確保済

18_福井県 検討中 検討済 検討中 検討中 検討中 確保済

19_山梨県 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

20_長野県 検討中 検討中 整備予定なし 対応済 整備予定 確保済

21_岐阜県 検討済 検討済 整備済 対応済 整備済 確保済

22_静岡県 未検討 検討済 未検討 対応予定 整備予定 確保済

23_愛知県 検討済 検討中 整備予定なし 対応予定 整備済 確保済

24_三重県 検討済 検討済 検討中 対応予定 整備予定なし 確保予定

25_滋賀県 検討中 未検討 検討中 検討中 整備予定なし 検討中

26_京都府 検討済 検討中 検討中 検討中 検討中 確保予定

27_大阪府 検討済 未検討 整備予定なし 対応済 整備予定なし 確保済

28_兵庫県 検討中 検討中 検討中 対応済 検討中 検討中

29_奈良県 検討中 検討中 整備予定なし 対応済 整備済 確保済

30_和歌山県 検討済 未検討 整備予定なし 対応予定 整備予定 確保済

31_鳥取県 検討中 検討中 整備予定なし 対応済 整備済 確保済

32_島根県 検討中 検討中 整備予定なし 対応予定 整備予定 確保予定

33_岡山県 検討済 検討中 整備予定なし 検討中 検討中 検討中

34_広島県 検討中 検討中 検討中 対応済 整備予定なし 確保済

35_山口県 検討中 検討済 整備予定 対応予定 整備済 確保済

36_徳島県 検討中 検討中 検討中 対応予定 整備予定 確保済

37_香川県 検討済 検討中 整備予定なし 対応済 整備予定 確保予定

38_愛媛県 検討済 検討中 整備予定なし 対応済 整備済 確保予定

39_高知県 検討中 検討中 検討中 対応予定 整備予定 検討中

40_福岡県 未検討 未検討 検討中 対応予定 整備予定なし 確保予定

41_佐賀県 検討済 検討中 整備予定なし 検討中 整備予定なし 確保済

42_長崎県 検討中 検討中 未検討 対応予定 整備予定なし 検討中

43_熊本県 検討済 検討済 整備予定なし 対応予定 整備予定なし 確保済

44_大分県 検討済 検討中 整備済 対応予定 整備済 確保済

45_宮崎県 検討中 検討中 整備予定なし 対応予定 整備予定なし 確保済

46_鹿児島県 検討中 検討中 検討中 対応予定 整備済 確保済

47_沖縄県 未検討 検討中 未検討 対応予定 検討中 確保済


