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高齢者介護施設における新型コロナウィルス感染症に関する緊急アンケート
（第2回）

　公益社団法人 全国老人福祉施設協議会



１.感染防護用品（国支給の布マスク含む）に係る要望事項

（１）支給された布マスクが小さく枚数も不足

国から支給される布マスクはありがたいです。サイズに幅を持たせていただけるといいと思います。

布マスクについては巷でもいろいろ取り上げられていますが、大きさ的に実用的ではないものでした。

国支給の布マスクは、多くの指摘があるように、小さくて使いにくい。

布マスクについては、サイズが小さく活用に支障がある

国支給の布マスクは洗い替えがないことやサイズが小さいことにより鼻や口が覆えず現場では実質使用できない。

小さすぎて余り感染予防にならないと、使用しない職員が多い。2枚を1枚（大きく）リメイクする職員が多くいる。

国支給のマスクは、サイズが小さく、鼻を覆うと顎が出てしまい、顎を覆うと鼻が出てしまう。
又、小さいために長時間使用すると、マスクのゴムで耳が痛くなる。サージカルマスクを国で買い取り、各都道府県に配布を
すれば、マスク不足は解消されると思う。

布マスクについては、デイサービスには、定員分しか来ていないのが、実際には定員の３倍以上の実利用者がいる

国が支給する布マスクは未だ届いていないため早めに支給して欲しい。

（２）サージカルマスクが不足しており確保して欲しい

布製でなく、可能であればサージカルマスクを支給していただければありがたいです。

布マスクは寄贈とかもあり足りているが、サージカルマスク等が足りない。

顔を覆うマスクが必要であり、布マスクより機能性の高いサージカルマスクをお願いしたい。

マスクは布で対応するところが増えているように思われます。使い捨てマスクは依然として不足してます。

不織布マスクが在庫不十分、国からの布マスク配布分も使っていますが見通しが立たない状況

シールドマスクの生産と流通をお願いしたい。

緊急事態宣言の延長により、今後のマスク不足が予測されるので介護施設への手配をお願いしたい。

使い捨てマスクは感染疑い者がでたときのみ使うようにしている。陽性者が出た時に備えて正式な物品が欲しい。今はマスク
は布マスクを独自に購入し、職員に配布している。

万が一感染症が発生した時に備え、使い捨てマスクは2日に1枚の使用に制限し5/25からは布マスクの使用に切り替えます。

一～二ヶ月分のマスク確保は出来ているが、今後先が見えない為、事業所としてどの程度備蓄していけば良いのか、過剰確保
に繋がらないか不透明で不安が多い。

（３）マスクのほか防護服、ゴーグル、手袋、アルコールなどの各種防護用品が不足しており、確保・購入支援をして欲しい

防護用品は全て不足しています。

感染発生時を想定した防護着、N９５マスク等は準備不能。

アルコールや防護服、ゴーグル、手袋等が入荷できず職員を守れないので定期的な入荷を可能にしていただきたい。

防護については無防備です　感染者が出たら対処する装備がありません　支給された布マスクでは非常事態には対処不可能で
す

マスクを始め、アルコール・防護服・フェイスガード等、衛生用品がいまた不足している。

感染対策用品は全般に不足気味だが、特に消毒用エタノールを中心とした消毒用薬剤の調達が困難。

消毒用アルコールとプラスチックグローブも確保が困難で今後が心配です。

ゴーグルはスキー用、防護服はレインコートで代用品を集めて備えているので、正式なものが欲しい

現在、マスクについては若干の配給があったが、消毒剤、ゴム手袋等も不足しているので今後さらなる支援をお願いしたい。

いつ感染者が発生するか分からないので、サージカルマスク、ゴーグル、防護服、ディスポーザブル手袋、消毒用アルコール
等がほしい。

長期戦になるのでマスクの追加。防護服の配布

マスク、予防着、キャップ、特に手指消毒液等の入手はまで困難な状況。マスクは現在５月あたりの予約等で販売案内が多数
有りますが。

マスク・手袋・ゴーグル・介護エプロン等全てにおいて不足している状況である。介護職自らマスクを作成し使っている施設
もあり。弊施設でも職員が自作のものを使用している、状況によりすべての職員が作成できるようにしたいと考えている。

小さいマスク（先日厚労省から配布された長方形のマスク）ではない大型の物や、感染利用者発生時の予防用具等が欲しい。

ゴーグルや防護服は新しく入手することは不可能なので、独自に作成した物品も併せて使用します。

重症患者は入院措置を取られると思うが、軽症者は施設で対応を迫られると思う。その時の防護服やフェイスガード等の感染
防護用品の確保をお願いしたい。各施設が準備するのではなく、緊急の場合に配布できるように全老施協でストックしておく
か、県又は市等行政に保管しておけるようにしてほしい。

消毒剤も価格が高いことと手に入りにくい状況。使用量も増えているため、支出経費が例年に比べ大幅に増加することが予想
されるため、感染防護用品購入に関する支援をお願いしたい。

社会的に不足している中で、通常業務用の確保も厳しい状況です。職員の通退勤時用に個人で確保を求めることが心苦しい。
施設内で発生した際は、その対応の為に必要な感染防護用品を必要な分だけ自法人で確保できるまで、支給または貸与願いた
い。

消毒用品や介助時に使える防護服の代替えとして雨がっぱを何着か購入しましたが、十分な数ではありません。おむつもゴー
ルデンウイーク前に余分に注文をしておりますが、もし納品が滞ることがあれば、排泄ケアにも影響が出ます。

県下全施設の在庫状況は不明。自施設では現在の在庫量は約1～1.5ヶ月分なので、今後の安定供給を望む。
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（４）マスク等の防護用品が高騰しており安価に供給して欲しい

マスク等は基本的に購入できない。もしくは、従前の価格の10倍近い価格で資金繰りがつかない

使い捨てマスクは、価格が高いことと手に入りにくい状況。以前の仕入れ値に比して１０倍ほどになっている。

感染防護用品については単価が非常に高額になっており、長期化に伴いその経費もかさんできている。

マスクを無償配布やサービス料金で手配下さると、会員さんも喜ぶと思います。

マスクは無料で受けているのでそのこと自体はありがたいが、できるのであれば、もっと安く行きわたるような尽力を望みま
す。

（５）マスク等の防護用品を介護施設が優先的に購入できるような体制をとって欲しい

サージカルマスクを適正価格で優先的に購入できる仕組みが欲しい

入居者と職員を守るため、物資支給について介護施設の優先順位を高めてほしい。
第一順位　医療機関、第二順位　介護保険施設

入手できないので、収束時期まで足りるのか不安が大きい。優先して購入できるよう働きかけていただきたい。

マスク、消毒液、介護用手袋、フェースシールド、ガウン等の感染予防のための衛生用品の優先的な確保について

国からは各市町での備蓄活用の通知があるが、現実的には市町での確保は困難である。国・県で大きな備蓄をすることを基本
とし、必要なところに支援ができるようにする体制が必要ではないか。

今回の新型コロナウイルスは未だ終息の見込みがつかない状況の中、数量等についての予測もつけにくい。全国老施協として
国に働きかけをして、確実に確保できる体制が出来ると良いのだが。

（６）マスク等の防護用品の在庫・流通などに関する情報を届けて欲しい

現在施設では布マスクも併用しているが、国がいう月６億枚の使い捨てマスクはどのようになっているかアナウンスして欲し
い。

医療機関でも不足しているのは十分承知しているところです。情報があふれており、在庫や製造の状況、流通など正確な情報
を届けてほしいと思うところです。

施設で抱えている在庫でいつまでもつのか先行きがみえずに不安な状態です。安定供給の見通しを知りたいです。使い捨てマ
スクを洗って再利用することも考えています。

必要数の目安さえもピンとこないので、感染症が入った施設の使用実績を教えて欲しい。

（７）その他

貴会HPの「感染防護用品がなくても身を守るために」は参考になりました。
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２．クラスタ―が発生した場合の対応に係る要望事項

（１）実際に感染が発生した場合対応策が限られ不安

どう考えても、広域型のクラスターは特に恐ろしいです。対策の正解が見つかりません。言われたことをしていても、どこで
どう感染するか分からない、終息のめども立たず、皆緊張の連続です。職員の疲弊が心配です。

ここにきて職員の方がかなり神経質になっていることもあり、仮にクラスターが発生した場合は、混乱するであろうと思いま
す。発生した場合も想定しているが、いざ本番になると誰が介護し看護するか難しい局面が考えられる。

入所施設で、職員が出勤できなくなると施設機能が麻痺してしまう。他の施設に移るとしても、どこも受入しない。

介護スタッフが現場から消えた瞬間崩壊ですね

現場で対応するスタッフが全員自宅待機となった場合はどうなるのか？施設看護師が全員自宅待機となった場合の胃ろう等の
処置はだれがするのか、考えようがない事案をカバーする施策を出してほしい。

肺炎を繰り返している利用者様も利用している事もあり、保健所の判断に委ねる事となると思うが罹患する事で命に関わらな
いかとても不安が多い。

（２）実際に感染が発生した場合の具体的な対応方針を示して欲しい

実際にもう起きた事例があるので、対応方法を提供して欲しい。

クラスターが発生した場合の対応についてアドバイスが頂きたい。

クラスターが発生した時の留意点を示して欲しい。

クラスターが発生したときの標準的な施設対応マニュアル（個々の患者に対するものではない）がなく、標準的な対応手順が
分からない。対応経験のある施設には負担をかけることになるが、対応事例を共有することはが必要ではないか。また、医療
的支援はもちろんであるが、厨房職員が感染した場合、食事提供ができなくなることも想定される。そうしたことも想定した
支援体制をお願いしたい。

発症者の対応、濃厚接触者となった職員の勤務等どう対応したらよいか。何か事例やガイドライン（現実的な）があれば教え
て欲しい。

入所者の隔離等が困難なため発生時の対応の方法を知りたい（入所施設での指針等）。

老施協より日々文章で発信してくださっていますが、実際に起きた場合はどうすればいいのか心配です。現在クラスターが発
生している具体的な事例を情報発信してくださると指針になると思います。
※○○県で発生した福祉施設に起きたクラスターの感染源、感染状況、どのような対応をとったか。

簡単な職員向けの対応フローチャートが欲しい。

（３）感染者が速やかに入院できるようにして欲しい

感染した利用者は、できる限り医療機関で対応してほしい。

陽性となった入居者は入院できるのか確証が欲しい。

陽性者は、速やかに入院させていただきたい。

感染した利用者は、できる限り医療機関で対応してほしい。

介護施設でクラスターが発生した場合は、入居者と職員の医療施設への優先的入院を希望する。

重度者受け入れ体制確保（病院等）

（４）速やかなPCR検査をして欲しい

速やかなＰＣＲ検査

介護施設職員への積極的なPCR検査の実施

（5）感染発生時に防護用品の提供をして欲しい

発生した場合には、ガウン等の防護用品を支援していただける体制があれば心強い。

防護用品が一気になくなるため、その補充に不安がある。

感染予防品がなり必要と思われるので、品の供給。

ガウンテクニックや感染防護用品の不足が予測されるため、緊急対策として集中的にクラスター発生施設に供給されるようお
願いしたい。

感染者対策用の感染防護用品の支給。

優先的に感染防護用品の納入

ガウンやゴーグル等の予防用具が欲しい。

悩みが尽きませんが、衛生材料の入荷をしっかりとお願いしたい

地域ごとの対応にならざるを得ないが、技術的アドバイスに加え、感染対策用品の支援もお願いしたい。
地方自治体からの確実な支援が得られるよう、緊急時は、国レベルから地方自治体への強力な働きかけもお願いしたい。

防護服やフェイスガード、マスクなどの消耗品が手に入らない。備蓄はノロウイルスの処理用などしかなく在庫がないため、
発注したいができない。

防護服等の作り方をご紹介いただいており感謝いたします。本当は安全に使えるものが欲しいです。各施設に備えるのが理想
ですが、今は難しいですので、都道府県老施協にいくつかのセット（防護服、マスク、手袋など）を用意しておき、会員施設
から要望があれば提供できるような体制を作るようなことはできないでしょうか

当県では、貴会より紹介いただいたサージカルマスク及び手袋は、県内施設に発生した場合に備え県の事務局の備蓄品とする
ことにいたしました。あわせて高性能なマスクほか医療用ゴーグル等を用意していただけると嬉しいのですが・・・

今月初めに、クラスターが発生した場合のPPEについて、県に問い合わせしたが、無いと言われ、丸腰では施設内で療養は無
理です。要観察を含めて、全員入院など、PPE（個人防護具）、QL、NSの応援の準備をして、施設に説明して欲しい。
もしも、施設で対応するとしたら、職員に対し、きちんと手当を支給して欲しい。
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（6）クラスター対策専門のチームの派遣をして欲しい

医療チームの派遣

ＤＭＴを派遣できるような体制を考えてほしい。

クラスターが発生した場合は、早急にクラスター対策専門チームの派遣をお願いしたい。

クラスターが発生した場合には、施設等に専門チームを派遣してもらい対応してほしい。

（7）介護職員の応援体制を検討できないか

ウイルスという物理的な対応が不可能なものに対して、他施設からの応援協力は望めないし、負担をかけることも申し訳な
い。医療との連携が中心になると思われるので、老施協としてできることは限られてくると思う。

介護職員の人的応援

要望しても叶えられないだろうが、もしもの時、応援職員の確保等お願いしたい。

仮に発生した場合は、職員の数が不足する事になると思う、自然災害の時の様に応援をお願いしたい。しかし、応援を受けて
頂ける施設があるかどうかも難しい。応援を出す施設は、かなりのリスクを考え苦渋の決断をすると思うから。

県内特養で、職員更衣室が感染源と思われる集団感染が発生しました。天災による非常災害時にはＤＷＡＴ等の人的な援助が
可能ですが、コロナのような感染性疾患で職員体制が崩壊した場合の援助について検討する必要がある。

近隣会員施設からの応援協力体制

応援職員の派遣があれば有難いです。感染者でも直ぐに入院できるとは限らないのでデイサービスを中止し、デイサービスエ
リアで隔離して看病することを考えています。

（8）感染対応職員の負担への支援が必要

家族への２次感染のリスクから一時的にビジネスホテルへ宿泊する職員への宿泊費の助成をお願いしたい。

介護する者が対応者を限定して対応することとなることが予想される。家族に感染させてしまう危険性から家に帰らず、泊り
での対応を余儀なくされることも予想されるため、宿泊に係る支援費等の職員支援が必要になる。

入居者が入院できず、職員も自宅待機になった場合、限られた職員は泊りがけになり、その負担は大きい。

（9）その他人員体制確保・人員基準緩和の要望

介護、看護職の補充

人員の確保。

人員要件の緩和

無理でしょうが、心配は、人材が確保されるかが問題。

（１０）相談体制を確保して欲しい

持続的相談体制確保

速やかに相談に乗れる体制を作ってほしい。

（１１）風評被害対策をして欲しい

風評被害による健全な経営に大きなダメージを与えると思われる。

職員のクラスターと利用者のクラスターによっても動きが違いますが、入所施設は継続しなければいけないので社会的な偏見
差別はないようにアピールをお願いしたい。

（１２）その他

利用者・職員ともに陽性判定者が発生した際、事業の継続の可否や継続方法について、「事業所判断」が多すぎると思われ
る。集団・濃密な業務であることから、クラスターとなりやすいため、保健所の指示による対応となる事を望む。

在宅サービスにおいては、事業自粛となると思うが、生活全般の困難（入浴等）に関しては、近隣事業所への利用を早急に対
応できるよう行政に働きかけをお願いしたい。

独自の事業継続計画（BCP）を作成、また、老施協からのマニュアル・フローを参考にし、それに基づき、利用者発症時には
居室を一時的に分けるなど対応策を講じながらケアにあたります。

感染拡大予防の支援

消毒業者を確保しくい。
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３．職員の体制に対する要望事項（発熱等による欠勤、代替職員の確保等）

（１）職員が発熱・感染で欠勤した場合の代替要員を確保して欲しい

代替職員の確保（特に看護職）

代替職員の派遣が欲しい。

応援職員の派遣があれば有難いです。

近隣施設又は県内施設の応援態勢の構築に向けての指示等を考えてほしい。

人的資源の支援

失業者に対する介護業界への転職促進策。

感染がない状況でも人員がいっぱいいっぱいです。コロナに感染しても、休むと職場に迷惑がかかると考えて黙って働き続け
ることが一番怖いです。休んでも給料に心配はいらない、代替職員がいるのでゆっくり休んでもいいんだと不安を払拭できる
ように検討してくださるといいと思います。

（２）職員が発熱・感染で欠勤した場合、代替要員が必要となるが確保できない

代替職員を確保することは困難だと思われる。クラスターが発生すれば介護崩壊の可能性が高くなる。

感染が蔓延してしまったら崩壊ですね

リスクを伴う職務を代わってもらえることは難しく、看護師の代替えは特に人数が限られ、心配です。

慢性的な職員不足で代替職員もいない。

当県協会でも職員協力の話が出ましたが災害の復興段階でなく有事真っ最中に代替職員に協力を仰ぐというのは、難しいと思
います。

全国一律に人手不足である状況なので無理は言えない。

人員不足の中、感染地域との接触が疑われる人まで自宅待機となれば、さらに現場の職員がいなくなる。いかんともしがたい
この状況に不安と恐怖心がつのる。

人材確保が困難と思っています、代替職員が確保されると良いのですが。

平時より介護職員不足である中、クラスター発生等による出勤可能職員の減少の際、1法人1施設の法人では職員の応援体制に
は限界がある。

絶対数の少ない部署、例えば医務室や厨房職員が濃厚接触者で全員自宅待機になった場合、その代替職員が見つからない。

現在の雇用人数では数名欠けても通常支援困難の為、直ぐ応援が必要

過疎地の施設には職員の確保にかなり苦戦している状況の中で代替職員は全く望めないのが現状である。現職員でケアするし
かないと考えている。

実際に感染者が出ると職員に濃厚接触者も出てくるので休みが増えます。他の施設からの応援も感染者がいた施設に派遣する
ことは難しく現実的には厳しいと思います。各地で聞かれる院内感染が発生した病院ではどのように職員配置しているので
しょうか。

欠勤による代替職員といっても協力体制は現実的ではないと思います。それ以上に職員の職場復帰がスムーズに行えるか、そ
の体制をどう作っていくのかが大きな課題と感じています。
感染者が加害者となるような風潮がある中で施設内ではそれがゼロとは言い切れないと感じています。

欠勤となった場合の代替職員の確保に不安がある。

代替職員など望むべくもなく、基本の職員を増やせるようにして欲しい。

（３）既に職員不足となっている

職員の家族が特定警戒都道府県等から帰省するため、２週間の出勤停止をお願いしており、人数が不足気味である。

当施設で濃厚接触者が同居家族に発生し、2週間の自宅待機を命じました。また、同一ユニット勤務の妊婦も大事をとって翌
日から自主的に休んでしまい、さらに腰痛で休んだ者が重なり、1つのユニットが約2週間恒常的に3名減の体制で、他ユニッ
トやケアマネ・相談員等総出で対応しましたが、休日出勤や時間外勤務で疲労困憊です。

（４）人員要件を緩和して欲しい

人員要件の緩和

人員や基準を柔軟にできる体制をより柔軟にできればと思う

配置基準等の緩和は特例措置もあるようなので、業務内容を考え少ない人数で出来ることをやるしか無いのではないでしょう
か。

発熱や休校によってやむなく休む職員が増加する可能性もあることから、非常事態宣言中は法定人員にかかる減算の緩和をお
願いしたい。

技能実習生の法定人員へのカウントの緩和、夜勤勤務禁止期間の緩和をお願いしたい。

職員の配置について、（例）同一施設内であれば勤務は可能としてほしい。特養の看護師がデイサービスの看護師を一時的に
勤務させても、減算にならないようにしてほしい。

職員が不足した場合は、配置基準の柔軟な対応をお願いしたい。特に看護職員がギリギリでシフトを回している施設は、約1
ケ月休むと配置基準が崩れる事が考えられる。

施設入所は継続しなければならないので人員配置は継続を優先にすることを理解いただきたい。
疑いでも職員の休みに関しては基準があいまいであり最大限の防備をせざるを得ないので法人間の除菌も臨機応変に認めてい
ただきたい。

（５）欠員の中で頑張る職員の負担増への支援制度が欲しい

目に見えないものに対する恐怖は計り知れないものがあり、DWATのように心ある施設からの応援を望むのは難しい考えてい
ます。職員の協力を得て（超勤等）クリアしか考えられないので、職員に対する奨励金等の制度を確立して貰いたい。

代替職員の確保が難しい現状にあるため、せめて食事(給食)支援等物的な支援が得られるような取り組み
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（６）感染予防のために寝泊まりする職員への支援が必要

濃厚接触の職員は、同居家族がいる場合自宅に帰れない。他で寝泊まりできる場所の確保が必要

施設で感染者が出た際には、就労している職員の家族への感染を避けるために、帰宅をせずに勤務することも想定されます。
ついては宿泊先の確保や宿泊費用の助成があると助かります。

（７）PCR検査の充実

不安解消のため、発生した職場の職員全員のＰＣＲ検査が必要

感染（濃厚接触も含め）した職員が休みとなり、通常の運営が難しくなった場合は当施設で作成しております事業継続計画
（BCP）に則って対応していくこととしています。

職員が発熱すると自宅待機させるが、微熱や軽い症状ではＰＣＲ検査が受けられないため陰性か陽性かはっきりせず、その結
果長期に休業させることになってしまい、現場の職員が不足する事態となっている。介護現場の職員は早期にＰＣＲ検査を受
けられるようにならないのか。

（８）その他

発熱等や学校等の休止による欠勤への補償。

市内に感染者が出て、その同じ地区から出勤している職員を２週間ばかり休ませたが、休暇中の賃金も払うよう政府は要望し
ているようだが、払った場合の補償の対応を詳しく教えて欲しい。

現在、スタッフもしくは同居家族の体調不良時も解熱後3-5日は欠勤してもらっているので、ユニットでそれが続くと、介護
の質を落として対応している。代替え職員がいればいいが、来てすぐは何もできないと思う。施設でどうにかするしかないた
め、自宅待機しているスタッフが自宅からテレビ電話等で初めて入るスタッフへの指示だし等ができる、機器が欲しい。

感染収束までは、制度の可及的柔軟な対応を可能にしていただきたい。極力、事前承認等を求められず、事後承認を可能にし
ておいていただきたい。

入所施設の職員を確保する意味からも、通所サービスについて全国的に行政からの休業要請が必要でないでしょうか

小学校、保育園などの休園などもあるが、職員の中には子どもが心配で休ませたいと言う職員もいる。
休業補償や年次有給消化にならない有給が取得できるのであれば、休んだ方が得と思っているのか？そういう職員が出てきて
いると他の施設の管理者等から相談がくる。

職員の発熱に対してどこまで対応（用心の為の欠勤）すればよいか分からない。

現状、体調不良者はいないが、今後発生したら、最低限のサービス調整を行う事となると思われるが、どの程度の調整が必要
か未知数である。
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4.経営資金等の保障に対する要望事項

（１）新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経営が悪化した場合の支援をお願いしたい

もし、苦境に陥った場合、経営資金の保障をしていただくと有り難い。

収益が悪化した場合の助成を願いたい

経営困難に陥らないよう支援（前年比でコロナの為、減収になった分）

必要時の無利子、無担保融資に加え、手厚い助成を受けられるようお願いします。

（２）特に休業・事業停止した場合の補償をして欲しい

休業要請と休業補償はセットでお願いいたします。

クラスターの発生等で事業停止した際の休業補償

クラスター等が発生したり、国や自治体よりの休業要請があった場合には、保証をしてほしい。

通所介護（デイサービス）が休業になった場合、平常でも収支の余力のない中での収入減はきつく、休業保障を望む。

仮にショートステイやデイサービスが閉鎖するとなると経営的にもかなりのダメージとなるのは明白である。その場合国の補
償を考えていただきたいと強く要望したい。

ショートステイ、デイサービスでは事業中止となるため、収入が激減またはゼロになる。営業補償かつなぎ融資が必要とな
る。

ショートステイ、デイサービスの休止を余儀なくされた時に資金援助をして貰える制度を確立して貰いたい。

休業要請等に対する補償。

デイやショートが閉鎖となった場合は、かなりのダメージがある。また、自宅待機のスタッフにも補償をしなければならな
い。

介護保険事業を実施していない単独ケアハウスです。なんかの形で保障して下さるとありがたく安心です。

新型コロナウイルスの影響で、事業所を休止せざるを得なくなった場合の事業費の支払いの助成及び借入金返済の猶予等ご配
慮いただければ有難いです。

（３）特にデイサービス等の利用控えなどによる経営悪化に対する支援をして欲しい

デイサービスやショートステイも利用者を制限しているので、当然のことながら介護報酬の減収は避けられないが、それらの
補償、補填を政府と折衝して欲しい。

在宅は、利用控え、収入減等による収入減が心配で補填措置があるとありがたいです。

デイ・ショート利用が少なくなっている。資金難の法人にはいくらかの補助金があれば助かると思う。

通所系サービスの休止、利用者の利用控え等が長期にわたる場合の経営支援

（４）防護用品の高騰に伴う費用負担増ヘの支援をして欲しい

感染予防対策に掛かる費用等を特別に支給を考えてほしい。

感染防護具等の不足により価格が高騰しており、施設としての費用負担が大きくなっている。
「感染拡大防止協力金」のような形でも良いので、介護報酬とは別枠でこれらに対する費用的な手当をして欲しい。

衛生用具の高騰、使用量の増大により経費支出が増大と利用者のショートステイや通所介護の利用控えが増えてきており、収
支状況の悪化が見られる。

デイ・ショートともに使い控えで、報酬は減り、衛生用品の高騰で出費は増えています。在宅援助の難しさとリスクを感じま
す。

コロナ対策で支出が増えている。対策資金等の保障あればうれしい

衛生材料等の関連物品類の補助をいただきたい

（５）職員の負担増に対する支援をして欲しい

対応職員への介護報酬による特別手当の支給。

感染利用者を介護する際の危険手当の支給が欲しい。

デイサービス職員のヘルプ対応等はいいのですが報酬が少なすぎると思います。

算定している加算が取れなくなった場合や職員の給与についても保障の検討が必要だと思います。

法人都合で出勤を停止した場合は60％を休業補償します。残部分の支援があると有難いです。

加算の保障
コロナウイルスによる休み等も実績に入れさせていただきたい

職員を休ませなければならない場合の給与の保障、雇用調整助成金の充実

（６）融資手続きの簡素化・迅速化・返済猶予等をして欲しい

経営資金の融資については、手続きの簡素化と審査の緩和をお願いしたい。

経営資金が不足した場合には、速やかな融資等の支援をお願いしたい。

非常時の借入金やつなぎ資金等をより低金利または返済期間の延長など柔軟な対応をお願いしたい。

融資を受ける場合、福祉施設の趣旨を理解して頂きスムーズに融資を受けられる様に

借入金返済の猶予が必要

（７）その他

融資ではなく、補助金が欲しい。

感染症対応の為、利用稼働率が低下した場合、借り入れではなく、補助金助成金で支援してほしい。

休業要請が来た場合の、収入減で運転資金に苦慮した場合に借り入れしても、既存の返済と合わせて返済が厳しくなると考え
る。（新型コロナウイルスが仮に終息しても、急激な介護報酬収入の増収は期待できない。
＝元々天がある制度（稼働率の限界）なので、非常に苦しい。）感染予防対策の費用補助など。

コロナによる入院者の報酬の確保、退院後の受け入れの加算等

病院や老健等が外部からの訪問を禁止しているため、実調に行けません。欠員が出てもすぐに補充ができず減収につながって
くる危険性があります。このようなコロナ関連で明確な事由がある場合の保証があればと思います。

現状、経営までに大きな影響は無いが、発生した場合の不安感はとても大きい。

デイサービスで事業所は休業していないが利用者が感染予防で休んでいる場合にも電話連絡で報酬請求できるようにならない
か。

8/9



５．その他

（１）衛生用品の確保を　〜　１と同趣旨

戦車に竹やりで戦いを挑んでいるような状況。感染防護用品の早期の納入を要望します

これから介護崩壊もありえる、医療優先（衛生用品等）でなく介護も対等に扱ってほしい。

（２）感染が発生した事例における対応状況などの情報の提供を　〜　２（２）と同趣旨

クラスターがでたときの対応が想定できないところがある。全国のクラスターが発生した事案を公開してほしい。備えができ
る部分の参考にしたい。

自分のところもいつクラスターが発生してもおかしくない状況下にあり、シミュレーションを行っていますが、現段階の全国
（特にあちらこちらでクラスターが発生している東京都など）の詳細な情報が共有できれば、備えの体制に転化できると思わ
れる。

各施設での対応の状況を教えていただきたい。

多くの情報を提供して貰えて、会員施設に対しても適宜発信出来ているのは大変ありがたいが、出来れば実際に厳しい状況を
された報告を知ることによって対応策を考えたいと思っているのですが。

陽性者が発生し、対応した施設や事業所がどのように対応したのか等の情報についてできる範囲で結構ですので情報があると
いざという場合の体制を構築する上で助かります。

迅速な情報発信をお願いします

何より正確な情報を求めます

（３）職員への特別な手当を　〜３（５）と同趣旨

軽症入所者を担当する介護職員には、特別の手当の支給を

介護施設職員への特別手当金支給等。

軽症入所者を担当する介護職員には、ＰＣＲ検査を優先して実施されることを要望する。家庭へ帰り、二次感染予防のために
も。

事業継続のため職員配置基準の緩和や、感染者を出した職場では感染に対する不安を抱えながら対応している介護職員に対す
る危険手当（コロナ手当）の創設をお願いしたい。
（配置基準の緩和は一部実施されているが）

医療従事者に感謝するニュースや慰労金を出してくださると県もあると知ると、福祉の現場でも大変な不安を抱えながら介護
職員も頑張っていることを発信したり、慰労金を検討してほしいです。

（４）経営に対する支援を　〜　４と同趣旨

減収保障の件。

稼働率が上がらず、衛生材料の増大、職員に過酷な業務を強いるようになるのであれば経営破綻になるので経営資金の保障を
お願いしたい。

社会保険料の事業所負担の軽減や固定費（光熱水費）の軽減などランニングコストの思い切った政策を要望して欲しい。

面会要望に対応するため、タブレット、WiHi環境の整備費用の助成金をお願いしたい。

休みたくてもできない業種なので、日々ビクビクしながら運営しているため精神的にも負担が掛かる。職員の健康管理や感染
予防の消耗品の購入費用も経費が掛かっている。

衛生用品の経済的援助が欲しいです。

高齢者福祉施設に特化した助成金や物資の支援があると、「この仕事を選んでよかった」と言う風に働く意欲が増加すると思
います。有事の際には「国もバックアップしてくれる仕事」であることを社会や職員が認知できると有難いです。

（５）技術的助言・指導を

利用者や職員の感染が確認された場合において、施設内の感染防止及び介護サービス休止に係る技術的助言・指導、事業再開
までの雇用継続に係る技術的助言・指導

（６）わかりやすい通知の発出を

厚労省の文書は分かりにくい。以前とどこが違うかも分かりにくい。老施協には常に分かりやすい解説をお願いいたします。

次々に出される国の通知等の要点が確認できるものを全国老施協ホームページで発出して欲しい。

（７）職員へのメッセージを

全国の施設にエールを送ってください。

感染者が発生した施設に対する誹謗中傷により、職員が疲弊してしまう。全国老施協としても、このことに対しては強いメッ
セージを出すべきではないか。

（８）特効薬の早期開発

特効薬の開発を早急にお願いしてください。

（9）その他

陽性者が発生した場合の地域柄による風評被害、経営への影響が甚大だと想定出来る為、日々不安が多い。

現在大変な状況が続いているので、移動や外出自粛についての発信を強制力のあるものにお願いしたい。
ダラダラとした自粛では、医療機関や福祉施設は本当にクラスターが無くならないと思う。
国がもう少し、強く発信してほしい。

国民がもう少し真剣に大変になるということを認識してほしい。いまだにマスクを着用していない人も見られます。鹿児島の
場合でも看護専門学校の生徒が３月末に福岡に泊りがけで遊びに行くと言う事自体を非常識だと考えます。

通所介護等、自主休業すべきではないかという風潮があり、介護事業の必要性について各自治体から事業継続要請を行ってほ
しい。

在宅系の事業で感染症対策をしても不安がある、利用者の生活を考えると事業を閉鎖することも出来ず。
介護難民を生み出すようなことはできないと思っています。

先を読んだ正確な想定は難しいと思いますので、臨機応変に、かつ連帯感をもって取り組んでいけるよう支援していただきた
い。

医療機関に対する高齢者福祉の理解と協力のために医療と高齢者福祉のより強固な連携を望む。

様々な掲示板、コミュニティサイトに掲載されています。全国の介護職員の声を大至急、検討してほしい。

大変かと思いますが、引き続き宜しくお願いします。

只々、新型コロナウイルス感染症の終息を願うばかりです。

感染地域で、頑張っている皆様、くれぐれもご自愛ください。
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