
①：事業所で実施した対策 ②：利用者やご家族にお願いしたこと
③：①②のことを実施したことによっ
て感じたこと・見えた課題

④：③のような課題等を解決するに
は何が必要か？どうすれば良いか？

1

・職員に向けて行動の自粛を要請
（3密の場所には近づかない、不要
不急の外出は避ける、感染拡大地域
には行かないように）
・出勤前の検温、出勤時に報告、手
指消毒をして現場へ
・常時マスクの着用
・感染防止マニュアルの作成
・感染発生時の対応マニュアル

・通所利用者向けに通所前の検温等
や通所事業所の感染防止対策マ
ニュアルを作成
・家族が濃厚接触者になった場合の
対応を想定してもらった
・帰省利用者（1泊～2泊程度）の家
族へ、不要不急の外出の自粛、手指
消毒やうがいの等の徹底、帰省中の
行動の聞き取り
・短期入所利用者の利用前の状況
把握

・家族に対して感染予防等をお願い
しても中には十分協力いただけない
場合がある
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・玄関先での手指消毒および靴裏の
消毒
・手洗い場での石鹸による消毒
・食事の際に向かい合わせにならな
いような席の配置
・感染症対策が明示されたポスター
等の掲示と説明
・外部からの訪問者の制限と訪問の
際の短時間の滞在の要請

・外出先から帰宅してきた時の消毒、
うがいの徹底とマスクの着用
・食事の際は向かい合わせにならな
いように席を変更したことへの説明
と、おしゃべりを慎んでもらうことをお
願いした。
・できるだけ公共交通機関をりようし
ての外出はひかえてもらった。あわせ
て街中への外出も控えてもらった。
・家族には緊急事態宣言の期間中は
ホームへの訪問は控えてもらうように
お願いし、用件は窓口を通して聞くよ
うに一本化した。

・入居されている人は説明したことを
守ってくれていたが、サービス事業者
の方も利用を控えてきたことで、スト
レスもたまっていたように思う
・外出したくてもできないことで不安
定になられた方もいた
・家族の方も利用を控えていただい
たが、定期的に訪問されていた方か
らは不満ももたれていた
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・複数のホームを運営しているので、
複数のホーム職員が行き来しており、
もしものことを考え支援に入るホーム
がなるべく限定されるように調整して
いる

・緊急事態宣言前にご家族での受け
入れの協力を依頼したが、実際に実
家に帰られたのは1.2名だった
・利用者にも行動の自粛をお願いし
たが・・・

・どこかのホームで発症がでたらや
はり職員不足になる
・緊急事態宣言解除後自粛ができな
くなってきた。

・協力体制の構築（法人だけは無理
かも）
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・手洗いの徹底
・外靴と上靴の境界線の徹底
・ソファの座席は間隔をあける
・食事は向かい合わせにならないよ
うに配置する
・マスク着用
・換気

・入居者にはなるべう自室で過ごして
もらうように声掛けをおこなう
・外部からの訪問者は原則禁止
・外出、外食を制限

・重度の入居者が一人で自室で過
ごすことが難しい
・自粛を理解することが難しくストレ
スがたまり不安定な日が多くなった
・人との距離感が難しくなかなか一
定の距離がとれなかった。

・入居者のストレス軽減のために、広
い場所と人材が必要
・ホームのような狭いところに閉じこも
りはしんどい
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・日中活動および行事の中止と制限
・会議、研修、出張中止
・管内の消毒、換気
・職員の不要不急の外出と密集する
娯楽施設や繁華街への外出自粛
・マスク着用
・出退勤時の検温と体調確認表記入
・レッドゾーンを設ける

・ご家族の面会時の検温
・日中活動及び行事の中止と制限
・利用者の検温（一日2回）
・外出を控えて頂いた

・生活の制限をすることで、利用者な
らび職員ともに、コロナ流行する前の
状況をありがたさを感じた。
・利用者や職員のメンタルケア（スト
レス緩和）について。

・3密にならない活動を増やす。ある
いは今ある活動を改善する必要があ
る
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・出退勤時の検温、体調管理確認
・アクリル板の設置
・室内の換気
・事業所でのマスク購入
・フェイスシールドの購入
・咳等のある職員のリモートワーク
（車中勤務）

・面談の為訪問を控えた方がいいか
確認し、延期したり時間を短縮するな
どした。
・4月末～5月上旬に一部作業所等
はお休みが有ったり、移動支援がなく
なることがあり、サービスがない間、
在宅で困るようなことがないか一件
ずつ電話で確認した。

・利用者、家族も具体的にどうしたら
良いかわかりにくそうにしていた。
・4月末、利用者と同居している家族
の職場の関係先でコロナ陽性が出
て、もし家族も濃厚接触者となり利用
者の支援ができなくなった場合どう
したら良いか質問があった。

・濃厚接触者の定義がまだわかりに
くかったので不安をあおることになっ
た。
・誰がなにをどうするかわかりにくい
状態であちこちに問い合わせること
になった。すぐにフローチャートを作っ
てもらえたことでわかりやすくなった。
しかし、共通理解が出来ていない。
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・勤務者の健康管理
・マスク、手洗い、うがい、消毒の徹底
・マスクを利用者へ配布
・手袋、防御着などを必ず携行
・エプロンを必ずする
・パンフレットやマスクの配布
・簡単な勉強会の実施

・事業所としてのコロナ対策をしてい
ることを、本人や家族へ文書配布で
説明。
・利用者の健康管理（記録に残す）
・感染対策のチラシ

・コロナだけでなく職業従事者として
当たり前のこと
・マスクをしていると声が聞き取りにく
く、特に耳に障害がある方に伝えにく
い
・水分摂取がしにくい知的のある方
へのマスク着用は難しい

・普段から自分でできる対応、身を守
ることを心がけていく。
・マウスシールドを手作りでもらった
が通院でするのは気が引けてしまっ
た。利用者にどう理解してもらえるか
教えてほしい。
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・支援を必要とされる方の重要度を
考え、個々のケースで最悪な状況を
想定し、対応策を確認
・独居の方、特に車いす等を使用さ
れている方で、単独での移動又は生
活が福祉サービスなしでは出来ない
方に対して緊急的な支援体制の確
認。
・居宅サービス事業所ごとに万が一
通常支援ができなくなった場合、そ
れにかわるもので何が支援できるの
かの検討依頼

・通所、ショートステイを利用されてい
る方でその事業所からの自粛要請
があった場合、家族の方に協力を促
す
・緊急時の連絡体制の確認。特に支
援キーマンの身内の方が当人と居住
地を異にされている場合

・実質的には独立状態になられる方
もおられることに驚いた。書類上、電
話等のみでなく実際に現場に出向け
る人材、支援者が限られる現状がわ
かった

・情報共有、緊急時連絡網の確認、
緊急時の事業所ごとの支援体制の
確認を常日頃から課題として考慮す
ることが必要だと思う



9

・利用者、家族に文章配布、ヘルパー
予防策での訪問、毎日の健康観察、
検温等
・職員及び家族の健康観察、自粛生
活
訪問ごとにガウン、マスク、手袋、靴下
の交換、消毒液につけ洗濯
・車内備品の消毒
・事業所内の消毒、定期的な換気→
消毒液が少なくハイターを活用
・発熱利用者の訪問に関しては使い
捨てガウン、手袋、マスク、くつカ
バー、ヘッドカバー、アイマスク利用、
使用後に密閉して処理

・毎日の健康観察、検温の実施
・検温のないところは持参して測定
・発熱時や状態によっては使い捨て
ガウン着用で訪問させてもらうことへ
の了承

・備蓄が少なく手作りマスクによる訪
問
・感染予防対策を行っているが、対策
方法は充分であったのか？
・ヘルパーも高齢、持病を抱えている
人もいるため、訪問に行くことへの不
安、感染症対策をする中での疲労が
見えていた。
・事業所出勤のため、都度ガウン等
の消毒や洗濯が可能であったが、直
行直帰型は対策をどうされているの
か？
・事業所も行動自粛等をしていたが、
万が一感染者が出てしまった場合の
事業運営、利用者への訪問をどうし
ていくのか？

・第２波に備え、利用者のサービスに
ついては検討中。運営できなくなった
時にバタバタしない為
・事業所運営方法について検討
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・訪問時、事業所を出る時から予防
着の着用
・公用車、降車時にハンドルや車内の
消毒
・定期的な換気
・事務所内にアクリルボードの設置
・発熱利用者宅への感染症対策（使
い捨てエプロン等）
・マスク不足の時期は訪問時にのみ
不織布で、事務所内は手作りマスク
で対応した。
・余暇活動での移動支援の自粛
・職員の毎日の検温
・体調不良の職員に対して休めるよ
うな配慮

・常に体調確認や検温を実施
・余暇活動としての移動支援の自粛

・5月～6月に一旦感染者が収まった
ころ、いつまで予防着を着用すべき
か？元に戻す時期の判断がわからな
かった。
・万が一、事業所の職員が感染した
場合、他の事業所で対応ができるの
か？
・デイが休業や時短営業となっても
訪問系は縮小されない為職員の精
神的な負担がかなり大きい

・サービスをいくつか利用されている
利用者に対しては常日頃からどこか
の事業所が休業の場合受け皿を相
談しておく必要があると思う。
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・事業所に出入りする者に対して検
温し、記名をしてもらう
・事業所に住んでいる入居者に対し
て手洗いうがいを呼びかける
・入居者に対して毎日の検温、体調
のチェック。身体のだるさ、咳が続く
場合出勤停止の対応。
・入居者が実際に発熱や、それに伴
う不安を訴えた場合、嘱託医に相
談。通院をして、不安の解消に努める
・入居者の食事は時間帯をずらした。

・不要不急の外出を控えるように訴
える
・外出及び帰宅時のうがい、マスク、
手洗いを呼びかける

・利用者一人一人に対して、感染予
防を徹底することの難しさ。外出する
ことにより、ストレスの解消をしている
こともある。
・常時、マスクの着用を呼びかけるこ
とにより、息苦しさが生じてきたり、ま
た逆にストレスが増えてきた。その解
消をどうするのか？行事をする際はど
こまで配慮するのか？

・暑さもあるので適宜マスクを外す時
間を設ける
・行事を行う際、人数を制限して実施
するなどの工夫が必要か？
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・アルコール消毒の徹底
・蜜をさける工夫。ガード、イスの間隔
をあける
・マスクの徹底
・出勤前と就業時間内の検温
・面会制限、見学制限

・送迎前の手指消毒。利用中の手指
消毒。
・仲の良い利用者同士でも座る間隔
をあけてもらう
・マスクの着用
・利用前の検温、発熱した際は事業
所に連絡
・併設する特養にご家族がおられ、面
会したいと申し出があったがお断りし
た。

・消毒液を舐めようとされたことが
あった。消毒をする行為、意義が理解
してもらえないことによる抵抗
・怒りだす方もいた
・すぐに外に外出してしまう
・自分たちは大丈夫だろうという考え
で、事業所に連絡してもらえないこと
があった。
・ご家族に面会できない事による不
安、ストレス

・毎回キチンと説明し納得してもらう
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・玄関に消毒液を設置
・来訪者の消毒、検温、記録をお願い
・職員、利用者、来訪者の検温
・ホーム内外で全員マスクの着用
・食事を班分け
・コロナが怪しいと思う人は何度も検
温、様子を記録
・嘱託医に意見を求める

・ホーム内でのマスク着用
・食事をグループ分け
・毎朝の検温
・流行中は町内で過ごすようにお願
い

・流行中も通院で長浜へ行く方は意
外と多い
・人によっては室内外ですぐにマスク
を忘れる人もある
・なにかと理由をつけて近所だが外
出する人が多い。

・流行中は薬の処方期間を特別に長
くしてほしい
・特に障害を人は少し体調が崩れた
だけで「コロナ」と信じ込み、気になっ
て通院しないと気が済まない人がい
る。
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・来訪者の熱検査、アルコール消毒
の協力、記帳
・職員も上記と同じ
・利用者の熱検査、様子観察の強化
・宣言中は男女棟に別れて活動、食
事時間も分ける
・全館消毒を1日3回
・職員の行動自粛

・宣言中は通所の自粛、入所者には
規制の自粛、家族も同様
・濃厚接触者が出た際に同姓介護
が困難、拘束の発生が考えられるた
め同意書を求めた

・発生した場合、ゾーンが増えるたび
に職員の人数が必要になり、施設職
員だけでは利用者支援が困難であ
り、崩壊の危惧がある。

・地域の理解と支援体制の構築
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・熱を測る。手洗い、うがい、アルコー
ル消毒、マスク、エプロンの実施

・訪問した際に利用者に熱を測るこ
とをお願いした。
・訪問時に手洗いをさせてもらった。
・ヘルパーがマスクをする

・入浴介助の時マスクをするのがえら
かった
・熱を測ることで利用者の体調がわ
かる

・入浴時のマスクははずしても良いの
かわからない。ヘルパーが我慢する。
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・基本的な感染予防の実施
・正しい手洗いの指導
・一日数回の換気
・送迎の縮小
・ドアノブ等の消毒
・共有物から使い捨てに
・給食時間の2部制
・車内の換気、消毒
・情報収集
・発生した時の為のマニュアル作成
・発生した場合に使う物品の用意

・利用者へ感染予防の必要性の説
明
・しょうがいがある方にもわかりやす
い資料を使用
・県が言っていることをそのままわか
りやすく都度伝える（不安をあおらな
いように）
・家族へも都度説明
・送迎の協力
・同意書の提出

・事業所内でできることは限られてお
り家に帰った時に同じこと（感染予
防）をしっかりしようとするとお金がか
かる。
・マスクやうがい薬、アルコールやハ
ンドソープも買うとお金がかかるの
で、食べることも困っているような状
態の利用者さんは家の中での予防
が十分ではないと思う

・施設に寄付でいただたものをみん
な（利用者）にわけている。
・このような集まりに参加されない事
業所は意識が低いように思える。参
加されない法人や事業所の把握を
市にはしていただきたい。
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・アルコール系消毒液を全職員に配
布して業務で使用
・アルコールによる消毒（一日3回）
・マスクの着用
・一日2回の職員の検温と体調の確
認
・感染症についての職員研修
・洗濯の徹底
・集団で行っていた活動を縮小した。
（外出などを個別にするようにしてい
る）
・防護服の準備
・家族会の中止

・毎日の検温、体調の確認
・マスク着用のお願い
・同意書の記入
・発生時の休みについてのお願い

・今までの業務に追加作業が増えた
ため、手間が増えた。
・マスク着用を常にしているため、疲
労しやすい。熱中症をおこしやすいか
もしれない。特に入浴業務発生に常
におびえている感じで不安が常にあ
る。

・スタッフを増員してもらえる支援が
公的サービスにして手軽に利用でき
るとよいのではないか。
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・共用スペースの定期的な消毒、
パーテーションの設置。
・健診等の事業所を実施する際は人
と人との距離がとれるようレイアウト
を変更。入場前には健康チェックを
実施
・行うべきイベント、事業の見直しをお
こなった。（優先度、規模、感染対策
がとれるかどうか・・・）

・感染対策を講じることで時間がか
かってしまう（利用者交代ごとの消毒
など）
・密にはならないようにスムーズな事
業が行える工夫が必要。
・今までより感染対策を強化すること
で、人手や時間が新たに必要になる
可能性がある。急遽、物品が必要に
なることもあり、日ごろから各施設で
備蓄しておく等の意識、対策が大切
だと思う。

・問診表を事前に対象者へ郵送し記
入してもらっておいたり、予め電話で
聞き取りを行うことで当日の所要時
間短縮に努めた。また、感染リスクの
高いものについては、中止を検討し
た。
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・公用車に乗った後に消毒
・訪問時の手指消毒
・マスクの着用
・施設内の消毒
・訪問前に体調確認の電話をする
・対面でなく距離を保ちつつ対角線
上で話をする

・マスクの着用
・体調確認、発熱の有無の確認の電
話
・換気をしながらの面談

・在宅中なのでマスクを着用しない
人がいる
・児童ではマスクを出来ない子供さ
んがたくさんいる。
・マスクをしていてもずれているなど
防げているとは思えない
発熱があっても電話確認時には教え
てもらえないことがあった。

・相談員がフェイスシールド等をして
感染予防を徹底する
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・利用時間の変更。JRの混雑を考え
て、JR利用の方は9：30～開始に変
更。
・蜜を避ける工夫として、食事の時間
帯を３つにずらす。
・出勤時の検温
・手すり、ボタン、スイッチ、机の消毒
・作業中のマスク着用
・換気
・昼食時の会話NG
・学習会の中止

・出来るだけ県外に遊びに行かない
ように要請。
・京都や名古屋にでかけた方で咳を
している利用者さんには休んでもらっ
た。

・時間をずらすことでルーティンが崩
れてしまった人がいる
・過剰に感染をおそれ、落ち着かない
・1月に海外旅行に行った利用者さ
んを差別する人がいた。
・どこまで対策をしても安全かわから
ない
・2回病院に行ってもらいDrからPCR
検査の依頼をしてもらった。保健所の
方の聞き取り内容が上手く理解でき
なかった様子で、”最近どこかに行か
れましたか？に対して、”行ってませ
ん”と答えた。「最近」の概念がわか
らなかったことで検査の機会を逃し
た。

・コロナに対しての正しい知識
・保健所からの連絡が、本人に連絡
するのではなく、Drが直接依頼しても
らえれば・・・
・本人への連絡だと一見すると理解
が高そうな人でも対応が難しいかも
・コミュニケーションの学習はWEBの
方が良いのか？
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・体温チェック
・手指消毒
・車中は窓を開ける
・マスク着用
・利用者にマスクを配布
・利用においての注意やお願い分の
配布

・マスク着用
・体温チェック
・大勢の中の支援は控えた
・食事の支援を中止した（飲食店へ
の外出）
・病院はできるだけ次回の受診を延
長していただいた（精神科以外の定
期受診の方）

・何度も繰り返すことで利用者に理
解してもらえた
・マスク着用ができない人がいた
・外食が出来なくてストレスを抱えて
いた人もいた。
・自傷行為が増えた

・マスク着用できなければ支援を断
る？
・屋外での支援をする
・フードコートのような場所で人が密
集しない場所での支援をする。
・休日は外食支援をしない

22

・感染症対策委員会の会議を2週間
ごとに開催
・全職員マスクの着用
・入館時、手指消毒液にて消毒
・業務前の手洗い徹底
・出勤時、退勤時の検温。症状記入
欄設ける
・館内の清掃
・状況に合わせて日中活動の縮小
・ボランティアの受け入れ中止
・全職員にマスクを配布
・クリニック、浴室、食堂には常にマス
クを置いている

・ご家族に朝の検温の協力
・施設に到着後すぐに検温
・車いすの消毒
・食事場所の変更
・不要不急の面会は避けてもらう

・緊急事態宣言中は活動や外出を中
止したためストレスを感じる利用者も
おられたが、活動や外出が徐々に再
開するようになってからは、利用者の
ストレスも少し軽減してきたのではな
いかと感じる。
・今後も状況を見ながら細かな調整
は必要になってくるのではないか。
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・訪問の調整
・訪問時の体調の聞き取り、不安の
ある方は訪問を控えたり時間を短く
した
・電話によるフォロー
・利用時の体調確認、検温、自覚症
状、行動履歴の確認
・サロンの消毒

・コロナ感染拡大に対する説明およ
び不安等の聞き取り相談等
・日頃の体調管理やなにかあった時
の発信対応の確認
・サロン利用時の検温、体調報告
・マスクの有無、支援物資の必要瀬
等の確認し、必要者には配布

・不安が強くなることで病状への影
響がうかがえた
・又、通所や日中活動の制限を受け
る事も有り、その対応もあった。
・コロナ感染に対する不安があるが、
自己管理が不十分なケースがある

・見通しがつくように情報提供
・安心できる、丁寧な説明や関りが必
要
・丁寧な聞き取り
・電話によるやりとり
・啓蒙活動

24

・サロンの閉所、時短開所、活動や行
事等事業の縮小
・相談、訪問時間の短縮
・マスク消毒の徹底、訪問前に行き先
の家人の体調も確認する

・4月～6月サロン閉所についてはは
がきや電話にて連絡
・時短、閉所後は入室時の検温消毒
マスク着用の徹底
・月に1回行動調査（県外に行ってい
ないかなど）
・サロン内の食器仕様の禁止、割りば
し、コップの利用
・時間の短縮
・マスク着用
・換気
・体調が悪いときには連絡してもらう

・意外と自宅で過ごすことができる人
がいた。畑仕事や掃除などをしてい
たよう。
・閉所後には行き場がないことに悩
む人が多い
・毎日の消毒でどこまですれば良い
のか利用者さんに伝えるのが難し
い。
・自分には関係ないと思う人も居る
・家族の中にはもっとゆっくり話がし
たい人もいた
・マスク着用や換気も促してやっと実
施してもらえる

・サロンの利用者の幅が広すぎると
いう思いもあった。年代別のサロン等
があると良いという声を聞く
・何度も声をかけ繰り返しています。
現状ではまだ長浜市内での危機感
が弱いため対策を行っていくしかな
い。
・日頃の訪問や、電話でのやりとりを
細かく実施していく。
・訪問する前にも電話をして対策を
促す。
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・訪問や来所によるモニタリングをや
め、電話によるモニタリングを実施
・計画等の確認を郵送にて実施
・サービス提供時モニタリングの停止
・事業所モニタリングも電話にて行う
・来所が始まってからは利用した部
屋等の消毒

・事業所の開所情報はお伝えするが
利用についてはご自身（保護者）の
判断で決定していただいた。

・電話では最低限のことしか聞けな
い事も多く、顔が見えない為事務的
になりやすいと感じた
・事業所に対しては相手の忙しさや
様子がわからず迷惑な電話になった
時もあると感じた

・よりこまめな連絡をすることで気に
かけていることが伝わりやすくなった
のではないかと思う（家庭での困り
ごとに対して週に1回は電話にて話
を聞くなど）
・事業所の現状を聞いてから、利用
者の様子について聞くと良いと思う
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・一日あたりの利用制限
・グループに分けて通所
・送迎車両の固定
・入浴日の変更
・職員をグループで固定配置
・通所内での過ごし部屋の固定
・出入口の固定
・自宅への訪問
・通所場所を3か所に分けて通所を
実施。場所の確保や新たに借用し
た。

・通所回数制限のお願いと代替え
サービス（通所職員）による訪問
・医療物品の持ち帰りと消毒
・入浴サービス日の変更
・感染者、及び濃厚接触者が出た時
の事業継続の方法を説明
・併用サービスの自粛のお願い

・自己防衛ができない利用者の行動
制限のあり方
・他の事業所との危機意識の共有の
難しさ
・通所場所を借用時の場所の確保の
難しさや、過ごしにくさ

・車いすシールドの配布
・湖北全事業所が統一されている感
染対策マニュアル

27

・検温（送迎利用者は乗車前、自主
通所者は入り口で。午後の開始時）
・アルコール消毒
・送迎者での換気、作業所での1時
間に5分間の換気
・マスクの全員着用
・食事時に対面ではなく、背面、壁面
に
・手洗いの指導

・不要、不急の外出はしない
・外出時のマスク着用、帰宅時の手
荒い、消毒の実施
・心配な人は通所を控える
・できる人は家での検温等体調管理

・夏場のマスク着用での作業が苦し
い

・フェイスシールド、マウスシールドを
配り着用してもらった。
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・通所時、手洗いや消毒の実施
・検温
・送迎者の消毒
・館内の消毒、特に利用者の退所後
・食堂テーブルについたて

・家庭においても手洗いやうがい、消
毒等を通知にてお願い
・家庭においても検温し連絡長へ記
載してもらう
・普段の体調を書いてもらう

・以前より通所時の消毒はしてきたた
め、よりいっそう関心をもっているよう
に思う
・検温が自宅でできない人は、事業
所にて実施

・検温した結果、体温が高い利用者
がおられた場合の対応をどうする
か。家庭の状況により迎えに来てもら
る？送って行く？
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・マスクの着用
・換気
・毎朝の検温
・外出前の検温
・手洗いの声掛け
・館内の消毒
・余暇活動の制限（外出）
・食事場所の検討

・マスクを個人で準備して着用
・毎朝の検温
・利用者さん、ご家族の体調管理をし
てもらい、事業所に報告
・感染数が多い地域への外出を控え
てもらう

・一部の方は危険だとわかっていても
外出してしまう。
・マスク着用が出来ない方が数名お
られる
・家庭でもあまり利用者の方の健康
状態を把握されていないところもあっ
た
・事業所では利用者の方が密に集ま
りお話しすることが多い

・マスク着用したがらない方の中には
耳が痛いという理由でつけなくなっ
たケースもあり、耳が痛くならない方
法があれば良いのだが。
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・1日2回手すり等の消毒、換気の実
施
・利用者、職員ともに出勤前の検温
・建物に入るときの手指消毒
・マスクの着用
・来客時名簿の記入、検温、消毒
・食事座席の間隔をあける
・外出活動の縮小
・対応フロー図の整理

・自宅での検温
・マスクの着用
・本人及び家族に発熱、風邪症状が
あれば連絡をいただくよう依頼
・お休みしていただく基準を通知
・緊急事態宣言発令時の通所の自
粛

・マスク着用が難しい方は、接触する
ケア度が高い。
・家庭でケアをすることが難しい方
が、複数名おられるので、もし休所す
る事態なった時の家庭への対応がで
きるか。
・濃厚接触者になったときなどの正
確で迅速な情報のやりとりが家庭と
できるかどうか。
・自粛要請が良かったのか？

・できる限り予防策を検討し、継続し
ていく。
・リストの作成と事業所で出来るこ
と、できないことを整理し行政や相談
機関と共有しておく
・まずは職員が正しい知識を得ること
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・マスク、手袋、アルコール、消毒用
ジェルの早期の備蓄
・使い捨てガウンの作成
・職員のマスク着用、うがい、手洗い
の徹底、1日2回の検温、体調チェッ
ク
・利用者の席の工夫、対面にならな
いように、対面になる場合はスクリー
ンを設置
・職員個人にアルコールと手指消毒
を配給
・発熱時の利用制限
・利用者が発熱時に個室での対応と
防護服、マスク、フェイスシールド、手
袋での対応、担当の固定
・人が触れる場所の消毒
・職員への情報共有（不安の勧奨）
・学校休み時の保育（職員の子ども）
・マニュアル作り（早期の段階で）

・利用前の検温、体調チェック
・マスク着用、手洗いうがいのお願い
・私生活にて本人だけなくご家族も
含め三密にならないように外出の自
粛などをお願い
・面会の中止
・面会再開時の健康状態や生活状
況の聞き取り（チェック用紙）
・コロナ感染拡大時期に法人の取り
組みを説明したうえで感染の危険性
があるかもしれない状況でのサービ
スを受ける事の承諾書をお願いし
た。

・まんねりや中だるみに対していかに
職員のモチベーションをあげていく
か。
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・保護者への通知
→体温測定
→ハンカチ持参
→手洗い、うがいの徹底
→マスクの着用
→不要不急の外出自粛
→早めの相談機関への相談
・職員会議にて対応マニュアルの作
成
・4/20～5/8事業所の時間短縮営
業
・湯茶用コップの一括保管の中止
・5月の連休の過ごし方について通
知
・連休後の対応。通知自粛意向調査
など

・保護者への通知
→体温測定
→ハンカチ持参
→手洗い、うがいの徹底
→マスクの着用
→不要不急の外出自粛
→早めの相談機関への相談
・4/20～5/8事業所の時間短縮営
業
・湯茶用コップの一括保管の中止
・5月の連休の過ごし方について通
知
・連休後の対応。通知自粛意向調査
など

・マスク着用を促すがはずすタイミン
グの難しさ。暑さ対策
・在宅での自粛要請をすることで事
業所への通所を控えてしまう
・マスクを着用するが水分補給のタイ
ミングが難しい。その後なにもしない
まま作業を続けてしまう

・個別にマスクをはずすように声掛け
・水分補給をするように声掛け
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・マスク、手指消毒、検温、アルコール
消毒、うがい、アクリル板の設置
・三密を避ける私生活
・公用車を利用の度にアルコール消
毒
・換気
・訪問は必要があれば実施する
・電話やポストインの対応でOKな場
合は会わない。
・テレワークを検討したが現実的に無
理だった。
・紙コップや割りばしの使用（共有を
しない）

・検温、うがい、手洗い、換気
・利用者ごとに万が一感染した場
合、どのような支援がいるのかをリス
ト化
・訪問が必要な方には玄関先で短時
間で済ませる

・独り暮らしや介護者がいない利用
者は体調管理、住まいの環境を整え
ることが難しい人がいる。しかし日常
的にその部分に支援を入れるのは難
しい。
・必要に応じたタイムスケジュールを
組むことで、業務の効率化が図れる
ような気がする。
・書類等をポストインするだけにせず、
必ず電話を入れることも重要

・フォーマルなサービスには限りがあ
るので、地域でのインフォーマルな資
源や支援が増えれば良い。
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・相談支援事業所からの訪問は可能
な限り避け、電話や郵送でのやりとり
をした。
・面接が必要な方には事業所に出向
いてもらって面接をした
・相談室にはビニールシートで面接
者との間を区切った。
・訪問者のハンドル、ドア等の消毒を
降車のたびにおこなった。
・職員一人ひとりに携帯用のアル
コール消毒液を配布した。
・電話の消毒

・訪問をやめて電話、郵送、事業所に
出向いてもらうことの理由を説明し
協力を得た。

・対象者ご自身も極力接触を避けた
いため事業所の対応に概ね理解して
頂けた。
・できる限り感染拡大する前に事業
所としてどのように体制をとるのか決
めておく必要があった。

・事業所のサービス形態によって異
なると思うが、国からの指針に則って
サービス別のマニュアルがあるとそ
れを活用して各事業所が決めていけ
るのではないか。
・濃厚接触者等が本当にでた場合
を想定してすぐに動けるようシミュ
レーションが必要。
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・作業に入る前や、事あるごとにうが
い、手洗いの徹底、消毒液をつけて
除菌
・店内をビニールで区切る、お客さん
から現金をいただく時と、おつりを返
すトレーの分別
・店内テーブル、イス、ドアの取っ手を
次亜塩酸で消毒する
・利用者さんの席を同じ方向に向け
て座ってもらい、机の両端にて食事を
する。必要以外しゃべらない
・朝と夕方に検温する

・家庭でも検温をしていただき、連絡
ノートへの記入をしていただく。
・37.5度以上の発熱があるときは休
んでいただく
・帰宅後の手洗いなどの重要な項目
をのせ手紙にて配布
・不要不急の外出は控えて頂く
・電車利用の人は手すりつり革にな
るべくさわらない
・マスクを必ずつける

・家に体温計がないと言われた利用
者がいた。
・消毒液の消費が早い
・あまり決まり事を利用者さんに押し
付けてしまうとストレスが溜まる。外
出できないことが顕著に体調に現れ
る

・感染に気を付けるのはとても大事
であるが、利用者さんのプレッ
シャー、ストレスにならない様、他に
楽しみを作るなど、気持ちがやわらぐ
時間の提供も必要
・休憩の時間を少し伸ばして、おや
つ、アイスコーヒーなどで休んでいた
だく。
・消毒液、マスクの提供をしてほしい

36

・リサイクルショップ内は地域の住民
の方が多く利用されておられるため、
レジ前には飛沫感染防止シートの設
置
・１ｍ以上距離をとってもらうための
足跡とマークの設置
・アルコール消毒のできるポイントを
5か所設置
・ショップ内の消毒（店内はほぼ開
けっ放し）
・事務所内もパーテーションを設置

・サービス自粛については4月下旬
から5月上旬ころまで実施
・マスク着用と出勤前の検温
・休日は外出を控えていただくように
協力依頼

・利用者は数人マスクの着用が困難
・休日に外出される利用者も数人お
られる
・家族の方で県外へ出張されている
方もおられる。
・利用者のストレス発散場所が少な
いため、利用者同士のトラブルもあ
る。
・イベント等の中止により余暇活動の
支援が少ない
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・事務所内の窓口に飛沫防止パネル
の設置
・建物内に数か所消毒液の設置
・机やドアノブの除菌作業を当番制
で実施
・衛生用品の購入と配布
・県から届いた衛生用品の配布
・テレビ電話用タブレットの購入

・衛生用品の購入をしたくても、どの
ようなものを、どのように購入するか
判断が難しい。品薄のために納入時
期がわからない。
・効果的な衛生用品の配布、備蓄の
あり方がよくわからずに難しい
・実際に防護服を使用するときの状
況が想像できない
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・事業の縮小
・貸し館の中止
・大人数での会議を避ける
・出席者の名簿を作成
・手洗いうがい、手指消毒、健康
チェック、訪問時間の縮小
・ついたての設置

・電話でのモニタリングや連絡調整
・菌を持ち込ませないという意味で面
談する場所を自宅以外にした。

・自己の消毒、手洗いなど徹底され
ていない
・働く職場の環境が密になったまま
の状態であった
・多勢の人、不特定多数の人が集ま
る施設の為、一つ一つの事業に対し
ての対策が必要と感じた。
・活動自粛で動きが少なくなった

・コロナ対策について、上からの事務
的な通達となっているので、職員全
員が意見を出せて予防に取り組め
ると良いのではないかと思う
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・在宅訓練の実施、在宅の方への聞
き取り
・時間差での休憩、密にならないよう
に工夫
・検温、消毒、手洗いマスク等の基本
的な防疫
・時差出勤

・在宅訓練中の自宅でのワーク実施
のお願い
・ご家族に対しても在宅での訓練を
可能とすることの通達
・不要不急の外出の制限

・在宅訓練時の利用者の方の生活リ
ズムの乱れが課題
・在宅しない方の感染リスク低下の
取り組み心のケアが必要
・蜜をさける事は、達成できていたの
で効果はあると考える
・通所する人が少なく、作業の生産
が追い付かないことがある
・在宅訓練の解除後に密にならない
ようなスケジュール管理が大切であ
る

・心が不安的になる方が多いため、
正確な情報を元に心のケアをしてい
く必要がある。

40

・館内の消毒
・入館受付簿
・昼食時に横並びになる
・送迎車内の消毒、消毒液配備
・ストップマークやソーシャルディスタ
ンスのイラストを表示
・職員、利用者の健康管理
・家庭へ感染に対する周知
・マスクの着用
・換気の徹底

・入館、送迎者に乗る際の消毒
・日々の健康管理
・食堂の座席数を減らす
・不要不急の外出は控える
・マスクの着用
・通所自粛の依頼（緊急事態宣言
時）

・個々によって感染に対する意識が
違う→東京ディズニーランドに旅行
に行った家庭もあった

・専門家による直接の説明会など事
業所で実施し利用者にも直接話を
聞いてもらうなどできればと考える
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・コロナ感染症情報共有
・コロナ感染を利用者の方が発生し
た場合に必要な情報を書面化
・各担当で必要な方の健康観察の
仕方や予防について伝える
・必要な方への体調不良時の連絡先
を確認

・検温の実施
・マスク、手洗いの依頼
・ご家族へ、体調不良時の対応の確
認
・利用者やご家族への連絡の発信や
受け取りを依頼

・事前に情報共有をしていたものの
陽性、陰性の正しい情報を得ること
ができず混乱を招いた。
・気を付けてはいたものの必要以上
にマスクやアルコールを買い占めに
走られる

・正しい情報を得て、利用者の方の
支援を検討したい。その為、陽性、陰
性、濃厚接触者であることの正しい
情報を得たい。保健所が得ている正
しい情報を福祉に関する機関に情
報開示して欲しい。指定機関が確認
をする形でもかまわない。その情報を
相談支援事業所に伝えてもらいた
い。
・どこが集約できるのか？（県のNW
事業？基幹？行政？
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・マスクの着用
・玄関に消毒液の設置
・利用者さん帰宅後、朝受入れ前の
全巻消毒
・昼食をする食堂のレイアウトの変更
（間隔をとり、人数の制限）
・施設外、作業後のコンビニの立ち寄
りを禁止
・自主製品の配達に利用者の同行を
中止
・作業場はエアコンをつけていても窓
を開けて換気
・利用者同士２ｍ間隔をあけて話すこ
とへの注意と呼びかけ
・通所の自粛
・検温
・送迎者に消毒液の設置

・施設内で常にマスクを着用してもら
えるように通信を配布

・世間も同様にニュース等で感染予
防対策を放送していたので、ある一
定利用者の理解は感じ取れ、実行に
つながっていた。
・一旦、感染者数が減ったことで気持
ちのゆるみで外出される機会が多く
なった。現在は、感染者数が増えてい
るので、継続して対策をしていかない
といけない。

・緊急事態宣言が発令された時以上
の対策が必要。①の対策の強化
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・マスク、アルコールなどの衛生用品
の確保
・机、イスなど使用した後の消毒、公
用車の消毒
・利用者さんの食事の座席変更。同
じ方向を向いて座っていただく。
・職員の休憩机の真ん中にパーテー
ションをたて、向かい合うことがない
ようにした。
・食事前、おやつ前の手洗い、消毒
・マスク着用の徹底を！！という通知を
何度も出し、家庭にお願いした
・4月半ば～5月の連休明けまで自宅
で過ごせないかとお願い
・職員、利用者とも自宅で検温し記
入して記録。11時、14時に検温
・歯磨き介助や手浴、足浴を控える
・換気の徹底

・4月半ば～5月連休明けまでできる
だけ自宅で過ごしていただけるよう
お願い
・マスクの着用（変えマスクの用意）
・不要な外出を控えて頂く

・利用者へのマスク着用をお願いす
るが、どうしてもできない方がおられ
る。何名かは説明することでわかって
もらえたが、意味が解らない方、感覚
的に難しい方もおられる。

・少しずつ慣れて頂けるよう、まずは
短時間からでもマスクに慣れてもらう
・感染予防に対する専門的な知識
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・朝夕の施設内の消毒
・職員の検温
・プライベートでの行動自粛の依頼
・コロナ対策での不安などの話し合
い
・防護服の着脱シミュレーション

・来所時、昼食前の検温
・受入れ時の体調の聞き取り
・昼食時の席を離す
・密にならない様、活動場所を分散さ
せる
・車への乗車を分散させる
・緊急事態宣言時には利用の自粛を
要請した
・活動内容の変更やお願いなどを記
入したパンフを配布
・冷房は入れつつも窓を開ける

・情報におどらされている部分があ
る

・情報の発信場所があるとよい
・実際に発症された方へのケアをす
るにあたり、どういう行動をとるのか、
自宅へ帰ることができないなどの不
安をどう解決するのか。
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・迎え時自宅で検温
・6人掛けのテーブルを4人掛けにす
る（テーブルの数を増やす）
・間に透明のついたてを入れる
・集団での活動を控える
・うがい、手洗い、消毒
・なるべく少人数での送迎

・検温で37.5度以上ある場合は利
用を控えてもらう

・一人一人自宅に行った際に検温す
るため時間がかかる
・テーブルを増やしたことにより場所
が狭くなり、別室を使用。スタッフを
配置するため、今までと同じ支援員
の数では手薄になってしまう。

・スタッフの増員
・他部署の車の借用
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・送迎のとりやめ
・手指消毒の徹底
・次亜塩素酸水の噴霧等
・おかしつくり等のイベントの中止
・外出（散歩、公園遊び）等の自粛

・家族による送迎の実施
・アルコール過敏の調査
・活動を別の活動に変更

・家族送迎の難しさ
・改めて手指消毒の大切さを感じた
・報道に惑わされ右往左往させられ
た（次亜塩素酸水の無効、有害性
等）

・送迎者を増やして3密をさけるには
車とスタッフが不足している
・正しい情報を得ることの重要性、見
極め
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・フェイスガードの購入
・飛沫感染を防ぐためのシールド作
成
・消毒液、健康チェック
・マスク着用
・面談等訪問の時間短縮
・相談員の健康チェック、行動確認
・福祉サービス等のリスト管理
・連絡先の確認
・WEBでの対応

・面談等の調整
・対策していることを周知
・体調不良等の報告（利用者や家族
に対して）

・正しい情報をどこで入手、発信でき
るのか。

・相談窓口や受付窓口等に正しい情
報を発信する機関の必要性
・正しい知識の習得
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・消毒の徹底
・マスク着用
・手洗いうがい
・基本的な感染予防の声掛け
・訪問を少なくして電話での聞き取り
を実施

・モニタリングに合わせてや、注意が
必要な方へ、基幹で作成していたチ
ラシを配布
・買い物好きな方へは、回数の制限
をした
・マスクが買えない方などの確認をし
た
・ショートステイが使えないかもという
情報が入った時に親族さんに食事を
提供してもらうように依頼した
・ショートステイ利用に制限がかかり
利用を控えてもらった

・コロナの情報が我々が思う以上に
持っておられ、警戒される方が多かっ
た。
・マスク不足やマスクをすることに慣
れない、不快な方があり、マスクの着
用の指導が必な事もあった。
・消毒液を入手するのはどの方も困
難であるようだった。
・楽しみであった催しが利用できない
事で、体調が悪くなってしまうことが
あった

・市で利用者一人ずつに消毒液を配
布してもらえると良い
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・もしコロナに感染されたら！とした時
の想定、サポート体制
・相談員がコロナに感染した際を想
定し、他相談員にもわかるように要
点を共有
・行動記録をしっかりと残す
・来訪者の記録
・朝夕の消毒

・聞ける範囲で家族やサポートしても
らえる人の有無の確認、コロナにか
かったとき、どのような心配事がある
のかどのようにイメージされているの
か確認した。
・外出時のマスク着用
・体温測定の必要性
・コロナにかかったらどうなるのかと
いう事を伝えた。
・外出の自粛

・行動自粛が出来ない方がおられる
・体温測定ができない（必要性の理
解が難しい）
・PCR検査を受けた、受けてない？不
確定な情報の時の動き
・どこからどのように確かな情報が
来るのか？どの時点でどのような対
応をするのか？がとてもあいまい。
・変なうわさだけが広まってしまう。
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・マスクの着用
・利用の自粛
・手指の消毒
・来訪者名簿の記入（検温、連絡先
等）
・閉館前の消毒
・注意喚起文の配布
・連絡網の整備
・行動歴の確認
・食事の際の衝立
・外出の自粛

・行動歴の確認
・注意喚起による協力依頼
・外出の自粛
・マスクの着用
・自宅による送迎
・電話での相互連絡
・座席の配置換え

・利用自粛の難しさ
・マスクが出来ない人への対応
・事業所へ求めていることはなにか？
（仕事をする場？預かり？）
・利用者個々の思い（休めて良かっ
た、行かされている、それでも行きた
い）
・ご家族の高齢化
・計画との関係
・意識のズレ

・繰り返しお願いする
・出来る範囲でサービスを提供し続
ける
・普段からの支援計画に本人の思い
を確認しておく
・他サービスへの情報提供
・個々の思いに振り回されないように
・話し合うことは対策上難しいので、
思いの整理と共有
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・マスクの着用
・手洗いや手指消毒
・食事の場所、人数の分散
・作業場所の人数の分散
・朝、夕の検温
・来所時（送迎利用者は乗車前）の
消毒、検温
・37度以上の発熱者は自宅で様子
をもてもらう（欠席してもらう）
・施設などの消毒
・行動記録をつけてもらう（帰宅後休
日の行動について）

・自家送迎できる方はしてもらった
・県外への外出を控えてもらう
・会食はなるべく控えてもらう
・37度以上の発熱や咳症状、だるさ
などがある場合は自宅で様子をみて
もらう
・家族に発症者が出た場合はすみや
かに連絡してもらう

・外出を控えるという依頼はなかなか
実行してもらえない
・手洗いが十分にできない方がある
（事業所ではできていても、家ではし
ていない）
・今回のコロナがどんな病気なのか
を理解できない方が多い

・病気の症状やなおってからも気を
付けないといけないこと、予防とはど
んなことをすれば良いのか具体的に
わかりやすいパンフレットのようなも
のがあれば良いと思う。
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・重心の利用者への訪問を控える
・コロナに利用者、家族が感染した
場合、日中事業所が使えず家に居る
ことが出来るか、他サービス等が利
用できないか、事業所全ケース表に
して作成

・マスク不足のときに家族に備蓄品
がどのくらいあるか、把握、体調につ
いて気になる点があれば相談してい
ただくように伝える
・利用者は日々の買い物以外、パチ
ンコ等不要不急の外出を控えてもら
うよう伝える

・マスクについては供給が追い付い
てきたため、ニーズは上がってきてい
ない
・外出について緊急事態宣言が解け
たため、外出に行きだす利用者が増
え、見通しが見えない中、危険性をど
う伝えるか障害特性によって難しい。

・家族、利用者が感染した場合、濃厚
接触者となるため、訪問等が出来難
くなる。
・世帯で障害があるケースもあるた
め自宅以外のホテル棟の情報があ
れば教えていただきたい。
・日中事業所、ヘルプ等がどこまで
受け入れ対応ができるか知りたい
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・手洗い、うがい
・細かな換気、空気の入れ替え
・清掃の徹底
・手の触れる場所、おもちゃ等の消毒
・非接触型の体温計での検温
・業務用扇風機、空気清浄機の設置

・毎朝の検温
・体調管理
・代替えサービスの提供の提案

・日がたつにつれ検温がおろそかに
なり、少々の咳や鼻水程度なら学校
に行っている。
・代替えサービスを提案するが、在宅
での代替えサービスは必要ないと断
られる。そもそも流行時期に休ませて
家でみるとの理由。家族で対応でき
るのであればサービスを必要とされ
ていない
・どうしてもマスクを外してしまう児の
方が多い。細かな換気、食事の位置、
時間差等も配慮しているが不安はつ
きない。
・接触しない事は無理。
・１ｍ距離を置くことも難しい。

・その都度、保護者に声をかける。そ
の日の様子を詳しく伝えて意識をし
てもらう。
・サービスに魅力を感じてもらえない
のか？その児にったものはないのか？
考え直す必要があるのかも
・天然素材の消毒を使い、至る所に
かけているが、かなり高価なものなの
で補助してもらえると助かる。
・食事の時間に透明のパーテーショ
ンのようなものがあるといいのかな。


