
福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日 2020 年４月 23日 

事業所名 
社会就労センターあおぞら 

事業種別 生活介護 

① コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

対策としては検温や家族からの体調等の情報収集などだが課題多し→利用者のマスク拒否・手洗い

が徹底できない・人と人との距離が取れない・飛沫等々・県から出された 5分の一ルールの適用が

しづらい（テレワークなどはできない）  

② コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

４／２３～５／１０ 利用自粛のお願いをして、５０％ほどの利用率になる予測。 

③ コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

配布されているマニュアルに沿って行動するが、現実にそうなったときに対処できるかわからな

い。 

④ コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

１、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いに基づく支援」が適用されなければ収入は大きく

は減るので、確実に給付されるのか不安がある。 

⑤ 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ２、していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

利用者の数に合わせた勤務体制を組み、多ければ休んで貰う。 

⑥ そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

この先どれくらい続くか分からない中、消毒用剤や手袋、マスクなどが確保できるのか不安 

⑦ 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 



マスク   ５０枚（布マスクを活用

して使い捨てマスクの消費を

抑えている） 

  ３５０枚 

手指消毒液 （３００）ml を（４）本 （３００）ml を（８）本 

防護服・ガウン   ０着   ０着 

ゴーグル   ０個   ０個 

ハンドソープ （３００）ml を（２０）本 （３００）ml を（５００）本 

 

  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日 2020 年 4 月 23 日 

事業所名 イロハニトイロ 事業種別 就労継続支援Ｂ型 

⑧ コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

   ・開所前に、次亜塩系漂白剤で施設内や道具の消毒 

・利用者来所時に検温。アルコールでの手指消毒。マスク着用を促す。 

   ・集まって行う「朝の会」は中止し、直接仕事場へ別れていくようにする。 

   ・仕事環境→対面をなくす。他の人と手が届かないくらいの距離を空ける（一人 1台の机） 

   ・窓や玄関を開けて換気（暖かい日はそのまま）。 

   ・作業終了後や途中で設備や手指の消毒。 

   ・昼食も対面にならないようにし、離れて食べる。 

   ・来所者や、同じ部屋にいた人の記録をこまめに取る。 

   ・来訪者の制限（利用者と職員以外の来訪を断る）。 

   ・訪問看護スタッフが事務所になるべく来ないようにしており、やむを得ない場合は来所の 

時間を記録する。 

 

⑨ コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

・現在閉所中（4/20～5/6）。※延長の可能性もあり。 

 希望者のみ在宅支援（電話での支援、仕事作業の提供）。 

 職員は希望者のみ出勤。 

   ・内臓疾患などがあり感染したら重篤な状態になりうる可能性が高い方、ご高齢の方は、来 

所について相談。施設で準備できる対策案を提示し、感染のリスクも説明した上で、本人 

に通所するかどうかの選択をしてもらっている。 

 

⑩ コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

   利用者、職員に関わらず感染者が出た場合すぐに閉所する。 

必要な各機関に速やかに連絡する。 

来所者と同室者の記録を取っているため、濃厚接触者などの情報を整理して報告する。 

 

⑪ コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

１、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

  閉所により、利用者の減少。 

  在宅支援になると「サービスは必要ない」という方が多く収入減につながっている。 

 



⑫ 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ２、していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

 公共交通機関を利用しない職員ばかりであり、体制の変更はしていないが、休むことは自由

にすることを認めている。 

⑬ そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

   これまで利用者と共にしていた仕事作業の手が足りない。生産を停めることができるものは

よいが、畑など必ずしなければならないものについては、代わりに職員がしていかなければな

らず、労力がとられてしまう。 

⑭ 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク   80枚   枚 

布製マスクを製作・販売しているた

め、それを利用していく。 

手指消毒液 （500）ml を（1）本 （500）ml を（3）本 

防護服・ガウン   着   着 

ゴーグル   個   個 

ハンドソープ （200）ml を（0.5）本 （200）ml を（2）本 

 

  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日 2020 年 4 月 22 日 

事業所名 
IL Garden 

 
事業種別 生活介護、日中一時支援 

⑮ コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

＜取り組み＞ 

・出勤前に職員の検温の実施 

・利用者が登所前に検温の実施（連絡ノートに体温を記載していただく） 

・登所時に手洗い、検温（ケース記録に記載）、アルコール（濃度 77％）消毒、 

・職員のマスク着用、アルコール（濃度 77％）消毒 

・空気清浄機の活用、こまめに窓を開けて換気を行う 

・委託業者に入所してもらわない（玄関先で対応する） 

・発熱者が出た場合は、利用者、職員ともに登所しない 

・送迎時は窓を開ける等で換気を行い、利用者同士の距離を出来るだけ離す 

・送迎後は、施設内、車内をアルコール（濃度 77％）消毒する 

・不要不急な外出は控える 

・看護師から感染予防の研修を受けた（3密の回避や、濃厚接触後の対応について） 

＜課題＞ 

危機感が少し足りていないと感じられる場面があるので、そこを改善して、全職員が危機感を持っ

て支援に臨めるようにすること。 

⑯ コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

今のところ特に設けていない。 

⑰ コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

＜対応計画＞ 

・速やかにご家族に報告を行い、「休所」の準備を進めて「休所」する。 

・予めマニュアル化していた通り、「帰国者・接触者相談センター（滋賀県健康医療福祉部薬務感

染症対策課）」に電話連絡して支持を受ける。また感染発覚後には、保健所の支持に従い、濃厚



接触者となる利用者等の特定に協力する。その他関係機関（市役所、関連福祉事業所）にも電話

連絡を行う。 

＜課題＞ 

実際に感染者が出た場合の対応の訓練が出来ていないので、消防訓練や避難訓練等と同様に行っ

て、直ぐに対応出来るようにすること。 

⑱ コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

１、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

お一人の利用者が 4月 6日から利用を自粛された。利用再開は不明。 

⑲ 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ２、していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

 

⑳ そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

小さな NPO法人なので、このまま「緊急事態宣言」が継続すると、利用自粛が多くなると考

えられるので、休所せざるをえない状況になった場合、事業所の存続自体がいつまで続けられ

るか分からない。（運営資金調達の手立ては行っている） 

21 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク   100枚   150枚 

手指消毒液 （400）ml を（2）本 （400）ml を（10）本 

防護服・ガウン   2着   0着 

ゴーグル   2個   0個 

ハンドソープ （500）ml を（2）本 （500）ml を（4）本 

 

  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日 令和 2年 4 月 23 日 

事業所名 しえんからさき 事業種別 就労継続支援 B型・移行 

22 コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

・手洗い、うがい、マスクの着用、アルコール消毒、人と人との距離、マスクの製作をしています 

23 コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

・在宅訓練希望者は在宅へ 

24 コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

・閉所、関係機関への報告 

25 コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

１、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

・コロナウィルス感染者が出て閉所した場合の収入面と今やっている仕事の後処理 

26 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ２、していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

・出勤制限、出勤時間の変更 

27 そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

・アルコールが足りなくなる可能性があります。 

28 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク     110枚      布マスク製作中 

手指消毒液 （500）ml を（1）本 （500）ml を（1）本 

防護服・ガウン   着   着 

ゴーグル   個   個 

ハンドソープ （450）ml を（2）本 （450）ml を（1）本 

  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日 2020 年 4 月 23 日 

事業所名 働き教育センター大津 事業種別 就労移行、Ｂ型 

29 コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

取り組み：マスクの着用、アルコール消毒の徹底、備品の消毒、換気、体温測定・体調の聞き  

取り（本人や家族に 37.5度以上の熱があった場合や呼吸器症状、味覚嗅覚の異常があ

る方は利用を断る）、密を作らない、業者等の施設内の立ち入り規制 

課題：マスクやアルコールの備蓄が減りつつあるが、それらの確保が出来ない。 

30 コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

特に設けていないが、利用については本人、ご家族の判断を優先している。 

31 コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

対応計画：1.法人本部、各機関（大津市、保健所、帰国者・接触者相談センターなど）、利用者本

人、家族に連絡をする。 

2.施設内の消毒を行う。 

3.各機関の指示に従い、対応を行う。 

32 コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

１、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

利用者の外出自粛による休み。Ｂ型事業所の仕事量の減少、収入減少。 

33 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ２、していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

時間短縮（満員する時間帯をさけるために勤務時間を調整する） 

34 そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

どこまで感染対策をしていいのかわからない。そもそも開所していてよいのか判断できない 

もし、事業所を閉鎖した場合の補償はどうなっているのかわからない。 

 

 



35 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク   150枚   400枚 

手指消毒液 （500）ml を（ 2 ）本 （ 5 ）l を（ 1 ）本 

防護服・ガウン   着   0着 

ゴーグル   個   0個 

ハンドソープ （500）ml を（ 2 ）本 （ 5 ）l 原液を（ 1 ）本 

 

  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日   年   月   日 

事業所名 Quocare（全て） 事業種別 
就労継続支援 B型、就労移行支

援、日中一時支援、計画相談 

36 コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

（事業所全て）事業所の外に手洗い場を設置し、手洗い後に入所を徹底。通所者、職員以外は所

内への出入りを制限し、玄関での対応とした。マスク着用義務化や検温の実施、3密に配慮し、事

業所内の模様替えを行っている。消毒や換気も国の推奨通り実施。感染の多い地域や人の集まる場

所への立ち寄りは控えるよう、もしやむを得ず立ち寄った際は報告を受けるようにしている。緊急

事態宣言中は法人より 1/2勤務の決定がある。事業所内の職員を 1/2に、勤務時間の半分を在宅

で、という目標を持ち、シフトを工夫している。 

37 コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

（多機能）緊急事態宣言発令前は、就労支援の利用者は任意での時差出勤を実施。家族やその職

場等の感染があった場合等の分類をし、自宅待機になる要件を作成し、配布している。同時に、感

染の多い地域に本人、もしくは家族が立ち寄った場合、立ち寄り先について任意で報告のお願いを

している。また、緊急事態宣言を見越し、予め通所者を ABCの三つのグループに分類。日頃の作

業内容から、在宅勤務のしやすい人を A、しにくい人を Cとし、社会情勢に合わせて在宅勤務指示

のできる体制を作っていた。緊急事態宣言後は、Cまでの全ての利用者を在宅勤務指示とする、と

要件を作っていたため、全員が在宅勤務中。国からの通知に合わせ手続きと、報告書の作成を行っ

ている。この時から、多機能 Quocareの公式ラインを作成し、利用者（家族）へ配り、登録をし

てもらった。連絡を細かいタイミングで、素早く伝えることが目的。 

（日中一時）緊急事態宣言前までは、感染に気を付け通常実施（1日平均 12名程度、曜日ごと

の固定メンバー）。宣言後、通常の「カルチャーセンター」という形態は休止、曜日ごとの登録者

の枠を取り払い、家庭事情等で利用が必要な人に絞り、1日 5名まで限定でサロン的な受け入れを

している。 

（相談支援）基本テレワークに変更。対面での支援は、独居者など限られたケースでのみ実施し

ている。相談支援ソフトがクラウドであるため、自宅での勤務もプリントアウト以外ほとんど差支

えはない。 

38 コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

検討中。保健所の指示に従い、法人と協議の上決定する。 

39 コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

１、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 



日中一時支援の大幅な縮小により、日中一時の収入が激減する。多機能、日中一時、相談支援の三

つで事業所経営のバランスをとっているため、長引くと更に厳しくなると予想。また、衛生用品の

購入や事業所の環境整備など、急な出費がかさんでいる。 

40 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ２、していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

1/2勤務の決定がある。事業所内の職員を 1/2に、勤務時間の半分を在宅で、という目標を持

ち、シフトを変更。相談支援は在宅勤務を基本としている。今後、パート勤務者の勤務時間

（収入）保障のため、法人内他部署への応援も検討している（放課後等デイ、訪問介護等）。 

41 そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

感染対策と経営判断のバランス。また、不要不急の支援であるか否かの判断。 

子どものいる職員が自宅にいなければならない状況となり、出勤者の確保が難しくなってくる

部門がある。 

必要な衛生用品が必要なタイミングで手に入らない。 

急な在宅勤務やテレワークとなり、そのシステムや機材が整っていない。また、整えようとす

る時に、先行きが見えないため、まとまった出費が厳しい。 

気持ち（精神面）でのフォローアップ。この間のストレスでいわゆるコロナ鬱などは、職員、

利用者共に起こりうると感じている。 

42 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク   300枚   50枚 

手指消毒液 （  ）ml を（  ）本 （  ）ml を（  ）本 

防護服・ガウン   着   着 

ゴーグル   個   個 

ハンドソープ （  ）ml を（  ）本 （  ）ml を（  ）本 

消毒液、ハンドソープはほとんどない状況ですが、手に入る目処はありません。 

 

  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）   記入日   ２０２０年 ４月 ２２日 

事業所名 クロスロード 事業種別 就労継続支援 B型 

43 コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

4月 16日より、研修生（すみません。当事業所は利用者様を研修生とお呼びしています。）の通

所を見合わせました。現在は、在宅でのワークを希望される方に在宅ワークをしていただいており

ます。） 

通所があった時と、現在、通勤する職員に対して、継続的に行っている取り組みは、ゾーニングを

しっかり行い、清潔なものと汚染されているものを区別しています。 

事業所内に除染所を設けておりますので、そこで、はじめに以下のことを実施します。 

１ 全身と手荷物の消毒（強酸性次亜塩素酸水 1000ppm） 

２ 消毒済みの手荷物をナイロン袋に入れ管理区域へ 

３ 嗅覚テスト（現在使用しているものは、カー用品の芳香剤です。） 

４ 検温（３７度ある場合、安静な状態で３回繰り返し、３回すべて３７度以上ある時は、医師の

診察へ連れて行きます。その後は１４日間、自宅待機していただきます。） 

５ 手洗い（界面活性剤入り固形石鹸） 洗面所の掲示物 

       



上記と、厚生省で初期に公開された「正しい手洗いの仕方」ポスター。 

６ 手指消毒（ペーパータオルで水分をしっかり拭き取り、エタノール（78%）で滅菌消毒。） 

 

「研修生が通所していたとき」 

各部屋に入室制限を設けました。 

１人〜最大３名までです。 

３名になる部屋とタイミングは、約 12畳の部屋で食事の時のみで、2メートル以上の間隔を開け

て食事をし、食事中の会話はできるだけ控え、食事後の会話はマスクの徹底をしました。 

他の活動時間は基本的に一人環境を維持しました。 

なお、この部屋はエアゾルに対応するため、空間除染を行うためにオゾン発生器で常時オゾン燻蒸

しています。（人体に影響のない量） 

また、常時換気とエアゾルを乾燥させるために、除湿機で湿度を下げています。 

（しかし、気道の乾燥はウイルス感染しやすい環境になるので、こまめな水分補給で喉の湿度を維

持するよう指導しました。） 

その他、食事は施設内の庭や近くの公園で摂りました。（野外は飛沫が乾燥するので） 

送迎にはできるだけ一人以上乗せず、後半は送迎車にも小型のオゾン発生器をつけました。 

その他、止むを得ず人ごみに行かなければならない時と事業所以外で使うための医療用ゴーグルと

アルコールの支給を行い、使用のタイミングを指導しました。 

マスクは在庫があるため、ひとり１日１枚支給をしていました。 

他は、管理区域に汚染物を持ち込まないよう、すぐに使えるように次亜塩素酸ナトリウム溶液

（500ppm）のバケツを配置し、各ドアノブには次亜塩素酸ナトリウム溶液に浸したタオルを巻き

つけてあります。（カビには濡れタオルが非対応なので考えものですが） 

その他、訓練作業部屋でオゾン発生器をおいていない部屋は、１日数回強酸性次亜塩素酸水

（100ppm）を手動で噴霧し、毎日床拭きをしていました。 

 

 

「現在、職員に対して」 

通勤も一人環境が作れる職員のみ、勤務可能。 

除染は従来通りの手順で行い、現在は研修生が休みのため、職員だけなので少々露骨ではあります

が、すべて一人業務で行い、会話禁止、二重動線禁止。会話が必要な時は窓越しもしくは外で離れ

て行うこと。 



慌てると感染する機会を作ってしまうので（消毒忘れなど）、落ち着いて、静かに穏やかに、でき

るだけ無言で、黙々と作業に取り組むこと。 

共有のペンや紙は禁止。 

共有スペースはトイレと除染所のみ。（小型のオゾン発生器を設置） 

手洗いは３箇所ありますので、各場所シングルユース。 

管理区域に汚染物を持ち込まないよう、次亜塩素酸ナトリウム溶液（500ppm）のバケツを配置

し、各ドアノブには次亜塩素酸ナトリウム溶液に浸したタオルを巻きつけてあります。（カビには

濡れタオルが非対応なので考えものですが） 

 

44 コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

現在、施設見学は見合わせていただいております。 

玄関までお越しいただけるのは問題ありません。 

期間は未定です。 

 

45 コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

ただちに閉鎖の上、施設内全区域の除染を実施します。 

（動物がいるため、動物を移動させてから、特殊清掃専門業者に除染依頼します。） 

職員は全員２週間の自宅待機を行います。（症状がない限り、PCRを受けられないようなの

で、自分たちでなんとか鑑別するほかないので。） 

周囲の目を気にせず、必要があれば、外部に応援を求める SOSを発信します。 

 

46 コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

１、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

見学に対応することができておりません。 

 

47 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ２、していない 



＜どのような変更ですか？＞ 

通勤方法 

 

48 そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

空調や換気設備費などに少し資金の補助があれば助かると思いました。 

   

49 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク   使い捨て３００枚   使い捨ては５００枚くらい 

手指消毒液 数えていません。 ２０Lくらい 

防護服・ガウン ０着   他の物で代用します 

（レインコートや割烹着で代用しま

す。） 

ゴーグル 個 各自１個 

ハンドソープ （  ）ml を（  ）本 数えていませんが、 

不足していません。 

 

 

その他 

実際に感染が発生してしまった時は、人手が足りなくなると思います。 

疲弊する身体で自分の事業所だけで様々なことに対応することは極めて困難です。 

今、マスコミで海外の二次的被害の報道を見ていても、そう感じます。 

医療と防衛庁の連携も必須に感じます。 

医術は医師でなければならないでしょうが、防衛に関しては特別な訓練を受けている軍関

係の方が得意分野だと思います。 

そのあたりを連携できるシステムの早期構築の実現を切望します。 

 

 

クロスロード 藏田和美  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日  2 年  4 月 23 日 

事業所名 フォレスト石山」 事業種別 就労継続支援 A型 

50 コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

出入り口での検温、手の消毒、マスク着用、施設内の空間除菌 

51 コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

４月 20日より在宅訓練 

52 コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

保健所、行政への報告と全員の自宅待機 

53 コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

(ア)  ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

売り上げの大幅低下 

54 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

１、している  ② していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

55 そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

   

56 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク   枚   枚 

手指消毒液 （  ）ml を（  ）本 （  ）ml を（  ）本 

防護服・ガウン   ０着   ０着 

ゴーグル   ０個   ０個 

ハンドソープ （  ）ml を（  ）本 （  ）ml を（  ）本 

※⑦半年ぐらいは影響なし  



福祉サービス提供時におけるコロナウィルス感染対策に関するアンケート 

 みなさんの事業所の様子をお聞かせください。書いていただいた意見はそのまま加工することなく、自立

支援協議会の HPでパスワードをかけた状態でアップして事業者のみなさんが閲覧できるようにします。

（加工はしませんので、個人情報は書かないでください）      記入日 2020 年 4 月 23 日 

事業所名 セレンディップ 事業種別 自立訓練（生活訓練） 

① コロナウィルス感染予防対策で取り組んでいることと、課題 

手洗いうがいの徹底／来所時の検温・健康チェック／在所時のマスクの着用／常時換気／1m以上

の間隔を空けた座席配置／大声のお喋りの禁止／通所以外の外出自粛（不特定多数の人が集まる場

所など寄り道の禁止） 

② コロナウィルス感染対策で利用制限やその期間を設定している場合、教えてください。 

1m以上の間隔を空けた座席配置での人数制限 

5／6まで。延長の可能性あり。 

③ コロナウィルス感染者が出た場合の事業所として対応計画と課題 

事業所内の消毒。2週間の閉所。職員・利用者への自宅待機。 

課題＞閉所機関の利用者への支援 

④ コロナウィルス感染における経営への影響等はありますか？（ □ で囲ってください。） 

1⃣、ある   ２、すこしある  ３、あまりない  ４、ない 

＜どのような影響ですか？＞ 

 通所者減による収入減。居宅でのサービス提供が可能になったが、電話に出られない方も多く、

毎日の TELや健康管理は利用者本人にも負担になってしまうので、連絡は 3日に 1回程度に控え

ている。 

⑤ 職員の勤務体制を変更していますか？（出勤制限、通勤方法の変更、在宅勤務、休業等）                 

（ □ で囲ってください。） 

1⃣、している  ２、していない 

＜どのような変更ですか？＞ 

可能な範囲での通勤方法の変更（電車→車） 

少しでも体調不良や、不安のある職員の休業。 

⑥ そのほか、コロナウィルス感染対策に関する困りごとはありますか？ 

利用者の通所手段／在宅期間にも支給決定期間が過ぎていくので、就職活動や事業所移行への

支援が出来ない事。 



⑦ 以下の物品がこの先１か月でどれくらい必要か、在庫状況は？（現段階の予測で構いません） 

 必要量（月あたり） 現在の在庫 

マスク   枚  30枚 

手指消毒液 （  ）ml を（  ）本 （  ）ml を（  ）本 

防護服・ガウン   0着   0着 

ゴーグル   0個   0個 

ハンドソープ （200）ml を（2）本 （800）ml を（2）本 

 

 

 


