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はじめに――看護・介護・福祉の現場を世の光に！ 

 

新型コロナウイルス感染症との闘いは、2020 年より始まり１年半以

上も続いています。この間の感染者数は、変異株の出現もあり、減るこ

となく増加し、神奈川県にも何度も緊急事態宣言が発出されています。 

県内の病院や高齢者施設においてもクラスターが発生しています。感

染症対策を行っていても、一たび感染者が発生してしまえば、利用者、

職員とそれぞれ感染が広がり、一気に感染者が増加する可能性も高いの

です。 

 この間、医療従事者の方々の奮闘は敬意を表するものでありますが、

ワクチン接種の遅れもあり、自身の感染・家族への感染への不安を抱え

ながら、看護・介護・福祉の現場で仕事に従事し続けている職員の負担

は計り知れません。 

感染の不安から解放され、以前の生活には戻れないとはいえ、安心し

て現場で支援ができる日常がいつ戻るのかわからない中での現実を抱え

ています。 

今回の調査では、看護・介護・福祉の現場で支援に従事している事業

所・職員の視点から、多くのお声、ご意見、要望をいただきました。利

用者が安心して利用でき、職員も安心して働くことができるよう、今後

の対策の一助となるようまとめました。 

地域で、高齢になっても、障がいを持っても、安心して暮らせる居場

所を確保し、SDGｓ（持続可能な開発目標）の「一人も取り残さない」

支援を作っていきたいと思います。 

 

神奈川県議会議員 くさか景子 
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１．職員へのアンケート結果より 
 

今回の調査に際して、神奈川県内の５つの社会福祉法人などが経営する事業

所（高齢者、障がい児者、難病等を対象とした特養、グループホーム、通所、訪

問看護・介護、相談支援、ケアマネ等）と、その職員の皆さまを対象に、2021

年４～５月にアンケートを実施しました。 

アンケートには、18 の事業所、185 名の職員の皆さまからご回答をいただ

きました。ご協力ありがとうございました。 

職員の皆さまへのアンケートについては、〇（当てはまる）、△（多少当ては

まる）、×（当てはまらない）の３つから１つを選んでご回答いただきました。 

 

（１）仕事に関連しての悩みや不安 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、お仕事に関連してのお

悩みやご不安をお持ちになったことはありますでしょうか。 
〇 △ × 

利用者の方への感染やその防止対応 76.2％ 15.7％ 8.1％ 

自分自身への感染やその防止対応 76.2％ 17.3％ 6.5％ 

自分の家族への感染やその防止対応 73.0％ 18.4％ 8.6％ 

仕事を続けることができるかどうかへの不安 25.1％ 34.4％ 40.4％ 

利用者の減で仕事が減ることに伴う雇用への不安 15.8％ 28.4％ 55.7％ 

利用者の減で仕事が減ることに伴う収入や生活への不安 23.1％ 26.9％ 50.0％ 

感染防止対策により業務量が増えることへの不満 28.3％ 25.5％ 46.2％ 

 

利用者、自分自身、自分の家族への感染、７割以上が不安を感じる 

「利用者の方への感染やその防止対応」「自分自身への感染やその防止対応」

については、回答者の 76.2％が「〇」（当てはまる）と答えました。 

また、「自分の家族への感染やその防止対応」についても、73.0％の方が「〇」

と回答。いずれも高い割合となりました。 

 

仕事を続けることができるかどうか、６割が不安を感じる 

感染が拡大する中で、「仕事を続けることができるかどうかへの不安」を感じ

ている方は、「〇」（当てはまる）と「△」（多少当てはまる）とを合わせて、回

答者の 59.5％になっています。 

また、「利用者の減で仕事が減ることに伴う雇用への不安」は、「〇」と「△」

とを合わせて 44.2％、「収入や生活への不安」も 50.0％になっています。 
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感染防止対策による業務量の増加、５割強が不満を持つ 

「感染防止対策により業務量が増えることへの不満」は、「〇」が 28.3％、

「△」が 25.5％、合わせて 53.8％となっています。感染防止対策で仕事が増

えることへの対応が求められます。 

 

（２）自身と家族との対応での悩みや不安 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、ご自身のご家族との対

応で、お悩みやご不安になったことはありますでしょうか。 
〇 △ × 

自分から家族に感染が広がる可能性への不安 64.3％ 21.6％ 14.1％ 

家族から自分に感染する可能性への不安 63.2％ 20.0％ 16.8％ 

介護・看護の仕事を続けることへの家族の理解 27.5％ 18.1％ 54.4％ 

自分や家族が近隣など周囲からどのように見られるかへの不安 13.6％ 14.7％ 71.7％ 

感染防止のために自分や家族の行動が制限されることへの悩み 31.4％ 34.6％ 34.1％ 

 

自分から家族、家族から自分への感染、６割以上が不安を感じる 

「自分から家族に感染が広がる可能性への不安」「家族から自分に感染する可

能性への不安」は、「〇」（当てはまる）だけで回答者の 64.3％、63.2％となっ

ています。「△」（多少当てはまる）も含めると 85.9％、83.2％になり、非常に

高い割合になっています。 

 

自分や家族の行動が制限されることへの悩み、回答が分かれる 

「介護・看護の仕事を続けることへの家族の理解」について、悩みや不安を持

つ方は、「〇」（当てはまる）が 27.5％、「△」（多少当てはまる）が 18.1％と

なり、合わせると 45.6％となりました。 

「自分や家族が近隣など周囲からどのように見られるかの不安」は、「×」（当

てはまらない）が 71.7％となりましたが、「〇」と「△」も合わせて 28.3％と

なりました。「感染防止のために自分や家族の行動が制限されることへの悩み」

は、「〇」「△」「×」が３割ずつとなって、回答が分かれました。 
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（３）周囲からの差別や偏見 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、介護・看護に従事する上

で、周囲から差別・偏見等を受けたことはありますでしょうか。 
〇 △ × 

家族・親族等から仕事を辞めるように言われた 0.6％ 5.7％ 93.7％ 

近隣の人や知人・友人等から避けられるようになった 0.6％ 4.0％ 95.4％ 

近隣の人などから子どもなど家族を外出させないように言われた 1.7％ 3.4％ 94.8％ 

保育所等から子どもの預かり拒否された 1.7％ 1.2％ 97.1％ 

幼稚園や学校等から子どもの登園・登校の自粛を要請された 2.9％ 1.7％ 95.3％ 

 

差別や偏見、９割以上が「当てはまらない」と回答するが… 

周囲からの差別や偏見については、大半の方が「×」（当てはまらない）と回

答しました。 

しかしながら、家族や親族等から仕事を辞めるよう言われたと回答した方が、

「〇」（当てはまる）と「△」（多少当てはまる）とを合わせて 6.3％となったほ

か、保育所等からの子どもの預かり拒否や、幼稚園や学校等からの登園・登校自

粛要請が、「〇」と「△」とを合わせて 2.9％、4.6％となりました。 

数としては少ないものの、介護や看護の仕事にかかわる方への差別や偏見の

解消が課題であると言えます。 

 

（４）勤め先への不満や要望 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する、お勤めの事業所や団

体の対応について、不満に思うことや要望したいことはありますか。 
〇 △ × 

感染防止のための物資（マスク、使い捨て手袋等）が不足している 10.9％ 19.0％ 70.1％ 

感染防止のための意識や注意喚起が不足している 8.0％ 30.5％ 61.5％ 

人員の不足など、感染防止のための負担の増加への認識がない 12.8％ 27.9％ 59.3％ 

感染防止のための負担の増加に対する十分な手当てがない 26.3％ 29.8％ 43.9％ 

感染してしまった従事者へのケアが不十分である 8.4％ 25.9％ 65.7％ 

雇用や賃金を維持するための努力が不足している 11.1％ 26.3％ 62.6％ 

 

マスクや使い捨て手袋の不足、３割が不満を感じる 

「感染防止のための物資（マスク、使い捨て手袋等）が不足している」との設

問には、回答者の 70.1％が「×」（当てはまらない）と回答する一方で、「〇」

（当てはまる）と「△」（多少当てはまる）も合わせて 29.9％となりました。 
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感染防止のための意識や注意喚起、４割が不足を感じる 

「感染防止のための意識や注意喚起が不足している」と回答した方は、「〇」

（当てはまる）と「△」（やや当てはまる）とを合わせ 38.5％となりました。 

また、「人員の不足など、感染防止のための負担の増加への認識がない」と回

答した方は、「〇」と「△」を合わせて 40.7％となり、意識面や人員面での不満

を持つ方が４割前後に達していることが分かりました。 

 

負担の増加に対する手当て、６割近くが不十分と感じる 

勤め先への不満や要望については６つの設問を用意しましたが、その中で最

も「〇」（当てはまる）と「△」（多少当てはまる）を合わせた割合が高かったの

が、「感染防止のための負担の増加に対する十分な手当てがない」という設問で

す。「〇」が 26.3％、「△」が 29.8％、合わせて 56.1％となり、回答者の６割

近くが負担の増加に対する手当てが不十分と感じていることが分かりました。 

 

感染してしまった従事者へのケア、３割強が不十分と感じる 

「感染してしまった従事者へのケアが不十分」だと感じる方は、「〇」（当ては

まる）と「△」（多少当てはまる）を合わせて 34.3％となりました。 

また、「雇用や賃金を維持するための努力が不足している」と感じる方は、「〇」

と「△」を合わせて 37.3％となりました。 

福祉の職員の待遇については、以前から改善の必要性が指摘されていますが、

コロナ禍の状況において改めて課題として認識し、改善に取り組む必要がある

と言えます。 

 

 
 

（５）自由記述欄より 

 

このほか、それぞれの質問項目について、自由記述欄にたくさんのご回答をい

ただきました。抜粋して掲載します。 
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、お仕事に関連してのお悩

みやご不安をお持ちになったことはありますでしょうか。 

 

・「受注作業減少、また、それにともなう利用者減。」 

・「感染したため、または感染防止のため現行の利用サービスを休むことになった利用

者の心身の低下が危惧され、実際に下肢筋力低下や認知症の進行が見られた利用者がい

ます。」 

・「もし、自分が新型コロナウイルスに感染したら、仕事を続けられるか、収入面でも

不安になる。」 

・「認知症などの利用者さんに対して、感染予防の説明をしても受け入れられず、マス

ク着用をしていただけなかったり、大声で会話したりする。」 

・「モニタリングやアセスメントが時間短縮を気にしすぎて不十分に感じる。」 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、ご自身のご家族との対応

で、お悩みやご不安になったことはありますでしょうか。 

 

・「感染防止の為に、自主的に行動を制限している事に対して、ストレスを強く感じて

いる。家族とは離れて暮らしている。自分が感染者になるのが不安で、なかなか会えな

い（両親に持病があり、新型コロナウイルスに感染すると、重篤化するおそれがあり、

危惧している）」 

・「別居だが、認知症の家族がおり、通院や薬の管理で定期的に訪問しているが、マス

クを嫌がり、感染防止の手立てへの理解をさせる事が難しい事（必ずマスク着用、手洗

い、消毒はやってもらってはいます）」 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、介護・看護に従事する上

で、周囲から差別・偏見等を受けたことはありますでしょうか。 

 

・「家族や知人、周りの人からの差別・偏見はなく、周囲との接点は極力少なくしてい

ます。周りの理解も大事だと思います。」 

・「差別・偏見は受けていない。ＳＮＳを利用して、同業者どうしの繋がりができた。

それが唯一の心の支えです。」 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する、お勤めの事業所や団体

の対応について、不満に思うことや要望したいことはありますか。 
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・「会話をする際にマスクをずらしている職員がいる。飛沫感染しそうで不安になる。

直接言いにくい。困惑している。」 

・「テレワークの導入が現在行われていない。テレワーク可能な職種は導入を柔軟に行

ってほしい。」 

・「在宅ワークが可能な職種については感染予防のため在宅ワークを実施してほしい。

濃厚接触での欠席や感染した時の保証を充実させてほしい。」 

・「予防注射の優先順位、ステーションのみの所では遅くなっている。」 

 

 

 

２．事業者へのアンケート結果より 
 

アンケートにご協力いただいた 18 の事業所から、自由記述形式にてお寄せ

いただいたご回答について、抜粋して掲載します。 

 

（１）事業所でどのような問題が発生したか 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、貴団体・事業所におきま

しては、どのような問題が発生しましたか。また、その問題にどのように

ご対応されましたでしょうか。 

 

・「第１回目の緊急事態宣言時には通所事業についてはやむを得ず閉所という対応を行

ったが、グループホームは営業を続けなければならなかった。その後、グループホーム

職員と通所職員の利用者支援に対する温度差が発生した。また、３密を避けるため、時

差出勤や出勤人数の調整等働き方を工夫してきたが就業規則と沿わなかったため変形

労働やフレックスを導入し規定等の改定も行った。」 

・「コロナウイルスの感染拡大防止の観点からサービスの利用を自粛される方がおり、

収支が減少した。又、利用者にコロナ感染者が出た為、対応していた職員が濃厚接触者

となり身動きが取れず、現場が回らなくなる事態があった。」 
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（２）感染対策のための経費 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、貴団体・事業所におきま

しては、感染対策のための経費がどの程度発生いたしましたでしょうか。

また、その追加経費を補うための財源はどのようにされましたでしょうか。 

 

・「感染症対策に係る消耗品（マスク、ビニール手袋、消毒液等の消耗品）。在宅勤務の

為の備品（貸与ノート PC、モバイル WiFi）。オンライン会議（Zoom）ライセンス取

得費。上記のような費用が発生したが、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

はじめテレワーク補助金などの各種助成金・補助金で補った。」 

・「感染防止対策における物品購入など約 300 万円の費用が発生しています。神奈川

県の緊急包括支援事業の『感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業』『在

宅サービス事業所における環境整備への助成事業』の申請をしています。」 

・「県や国から沢山、手袋、アイシールド、消毒薬が送ってこられ、とても助かりまし

た。会社全体として300 万位助成してもらえたので、プラスとなりました。その分で

隔離室を作り、今後の不安解消につなげることができました。」 

 

  

 

（３）事業所で働く職員への対応 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、貴団体・事業所で働く職

員の方々には、どのような問題が発生しましたでしょうか。また、その問

題にどのようにご対応されましたでしょうか。 

 

・「各職員のコロナウイルスへの恐怖の温度差。正しい知識を得る為の研修。一人ひと

りに話をきき、ではどうすればいいかを対個人や皆で話し合い、その都度決めた。何故、

そう思うのか、話を聞くことが重要だと実感した。」 
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・「在宅勤務体制により対面会議などができなくなり情報共有、コミュニケーションの

不足が発生、タブレットを導入し請求システムによる情報の入力、クラウドサービスに

よる情報共有、グループウェアの導入によって対応しています。」 

・「緊急事態宣言発令に伴い、小学校が休校となり、小さい子供を残して仕事には出ら

れない職員が数名その間休みとなった。シフト調整面で苦労する部分はあったが、宣言

解除後は通常出勤に戻っている。」 

 

 

（４）利用者やその家族への対応 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、貴団体・事業所のご利用

者様やそのご家族には、どのような問題が発生しましたでしょうか。また、

その問題にどのようにご対応されましたでしょうか。 

 

・「ケアマネ事業所のご利用者様では、サービスの利用控えされる方が数名おり、生活

上のリハビリとして必要であったデイサービスに行かなくなることで心身状態の低下

が見られる方がいました。また、障がい者サービスでは、移動支援が中止になることで

外出機会がほぼなくなる方もおり、社会生活上の制限が発生することで生活の変化に対

応ができない方などもいました。」 

・「不要不急の外出は控える様に度々お知らせした事でご本人やご家族のご自宅での生

活にストレスが溜まりやすい状況にあり、毎月お一人おひとりにモニタリングし、現状

での不安や不満が無いか聞き取りを行ない、事業所として解決に向けて一緒に考えてい

る。ご家族の負担が大きい様であれば、事業所の通いや泊まりを追加する等の調整も行

なっている。」 

・「特に問題は発生していないと思われます。ケアマネは毎月必ずしていた訪問をしな

くてよい状況であり、実際に顔を見てとらえられる異変をとらえられないことがあった

かもしれません。しかし、電話でまめに連絡していたので、利用者さんからも訪問しな

くてよいと了解は得られていました。」 
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（５）収支状況への影響 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、貴団体・事業所におかれ

ましては、収支状況に変化がありましたでしょうか。また、収支状況に変

化があった場合、どのようにご対応されましたでしょうか。 

 

・「余暇支援である『移動支援事業』の利用者が、コロナ禍で利用を控えキャンセルが

相次いだ事により、約600万円の収入減となった。また、大半が精神障がいの方が利

用している生活介護事業も、利用者減で340 万程の収入減、就労支援の一環として営

業してきた喫茶業務も昨年いっぱいで閉店し、約70 万円の収入減となっている。この

ように、コロナの影響で収入減となっている事業所もあるが、2019 年度に新規開設し

たグループホームの入居率が 100％となったことや、週末の開所日を増やし利用者が

増えたりと、日々の職員の努力が収入増に繋がり、昨年度に関してはマイナス面もあっ

たがプラス面もあり何とか乗り切ることができた。」 

・「大幅な収益減にはなっていないのですが、感染が発生する前からの新規開設事業の

損益分岐に至っていない事業があり、前年度比較では本来の事業収益の減収の要件に当

てはまらず雇用調整助成金の対象とならない時期がありましたが、要件緩和により１ヶ

月分の休業補償の助成金を得ています。事業所内で感染者の拡大が発生し、休業等の対

応になる場合に大きな減収に対応ができない可能性があり、福祉医療機構の融資を検討

し申請しました。」 

 

 

（６）行政当局等からの支援 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、行政当局等からの支援策

についてお尋ねします。行政当局等からの支援策について、役に立ったと

思われるもの、足りなかったと思われるものがあれば、お教え下さい。 

 

・「マスク、グローブ、ガウンは大変役に立ちました。フェイスシールドはあのような

簡易的なものではなく、もう少し、しっかりとした物がよかった。」 
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・「マスク等の備品については配布頂き助かりました。防護衣の素材が悪く（ビニール

製）、すぐにやぶけてしまう事が度々あり、改善頂けるとありがたい。」 

・「雇用調整助成金、緊急包括支援事業、小学校休業等対応助成金などを活用させても

らいました。市内事業所の感染状況などの情報がほとんどない状況で保健所からの単発

の情報のみであり、介護保険の事業所間での情報共有など行政の協力が必要かと思いま

した。連絡協議会で必要な対応をしています。」 

 
（７）行政（特に県）に対する意見や要望 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に関して、行政（特に神奈川県）に

対して、ご意見やご要望があればご記入下さい。 

 

・「職員に対して定期的なＰＣＲ検査実施。障がい者のための医療体制づくり。コロナ

になった場合のあずけ先の確保（利用者が）。テレワーク推進。」 

・「事業所内で感染者等が発生した場合、特に不安なのは人員体制の確保で職員に感染

者が広がった時に具体的な人員派遣などの迅速な対応が可能であればお願いしたいと

思います。」 

・「同じ社内にある訪問看護は医療職として優先接種を受けられたワクチンですが、通

所スタッフは対象外でした。これは大きな問題だと思います。幸い、結果的にうちの会

社は近くの医師のご理解があり、県にかけあい、全員５月末～６月初に接種できること

になりましたが、他の事業所に聞くと通所はやれていません。何とかして頂きたいです。」 

・「ケアマネも高齢者に接するので、ワクチン接種は優先にお願いしたい。」 
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３．調査結果を受けて 

（１）支援をする側である事業所や職員の視点に立って 

医療のみならず、看護・介護・福祉の現場では、今回の新型コロナウイルスに

限らず、様々な感染症対策に忙殺されながら支援活動を続けてきました。 

しかし、今回の感染症対策は、日々の活動をその根本から問い直し、一部休止

や縮小を余儀なくされ、支援を必要とする人たちや家族に多大な影響を与えて

きています。 

新型コロナウイルスの感染が国内で確認されてから、はや１年半が経過しま

したが、新たな変異株の流行により、さらなる緊張を強いられている実情が続い

ており、出口が見えない不安な日々を送っております。 

この間、支援をする側である事業所や職員の苦悩や不安、その対応について実

態はどうであったのか、といった視点での報告や提言が少なかったように思わ

れます。 

高齢者や障がい児者とその家族に対して支援を続けてきた職員の皆さんの

「本音」をお聞きすることにより、必要な支援や政策構築のために活用されれば

幸いです。 

（２）職員への明確な所得保障と十分な手当が必要 

職員の皆さんの不安や不満は、やはり「自身や家族の感染リスク」にあったこ

とは間違いありません。 

かなりの職員の方々が「感染してしまうかもしれない」「家族や利用者に感染

させてしまうかもしれない」といった不安の中で仕事をし、仕事以外の日常生活

でも不安を抱えていた実態が浮き彫りになりました。その負担感、使命感は大変

なものであったろうと推察されます。 

同時に、仕事を継続し、収入を確保できるのか、といった不安も多くの方が抱

いていた事実も明確になりました。 

かねてより、災害発生時等の支援について、自分の家族等を犠牲にしてでも、

利用者や地域の災害弱者に対する支援を行った場合の賃金保障に関しては、不

安の声が上がっていました。今回のコロナ対策についても、業務継続や、増大す

る負担等に対する保障や手当が不十分であったという思いを多くの職員が抱い

ていたようです。 

様々なリスクを背負い、プライベートな生活も我慢を強いられながら、その保

障に不安を抱えていては、感染拡大の最中で業務を遂行しようという職員のモ

ティベーションに多大な影響を与えます。職員が誇りと自信を持って業務に当

たるためには、明確な所得保障と十分な手当が必要であると言えるでしょう。 
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（３）感染症対策の設備や備品、総じて不十分との回答が多数 

介護や看護の仕事をしていることでの周囲からの差別や偏見に対しては、多

くの職員は、その経験はなかったようですが、やはり一部の職員や家族は経験し

ていたようです。 

高齢者や障がい児者など、支援を受けないと日常生活を送れない方々の命と

暮らしを守る仕事をしている方々に対する社会からの尊重・敬意は、必要不可欠

です。 

あってはならない偏見や差別に対しての、社会的啓発や教育の必要性は再考

を要します。 

感染症対策にかかる設備や備品に関しては、回答のばらつきが見られます。入

所施設なのか通所施設なのか、訪問看護・介護なのか、相談支援なのか、といっ

た事業形態によってもその必要備品や内容は違いますし、運営団体によっても

差異が生じています。 

しかし、総じて不十分であったと回答した職員は多数いたという結果とみて

良いかと思います。行政等からの迅速で適正な情報提供、事業所間の情報共有等

の徹底が望まれます。 

（４）「With コロナ」テレワークの推進や働き方の見直しが必要 

認知症や知的障がいの方々が、「マスクをつける」「三密を避ける」等の感染症

対策を理解できず、現場ではかなり苦労したという意見が出ています。理解や判

断の困難な方々への支援は、当人のみならず周囲の利用者のリスクも増大する

ので、対応には非常に手間がかかります。 

そうした方々を含めた介護等の負担に対する十分な保障は得られてきません

でした。今後は、理解や判断の難しい方々への対策の構築と、その業務に対する

保障等の支援が求められます。 

３密を避けるためにもテレワークの推進・徹底を望む声が上がっています。テ

レワーク補助金を活用して整備を推進した事業所もあるようですが、まだまだ

未整備の事業所も多いようで、職員から不満の声が上がったものと思われます。 

さらに、３密を避けるため、施設の利用人員を削減し、開所日や開所時間を変

更し、それに合わせて勤務形態を変形労働制やフレックスタイム制に変更した

りと、働き方を根本から見直した事業所もあったようです。 

コロナウイルスが根絶されることはなく、これからは「With コロナ」が当た

り前の世界になると言われています。テレワークの推進や働き方、支援のあり方

そのものを見直していく必要性は、今後も続くと思われます。職員や利用者を守

るためにも、そうした改革を推進するための支援が必要と思われます。 
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（５）介護等の計画を見直し、感染症対策下でも有効な支援策を 

次に、事業所へのアンケートから見えてきたのは、アンケート実施時までのお

よそ１年の間で、少なくとも今回のアンケート回答時では、大幅な収支悪化は見

られず、事業を継続できているという点です。 

そもそも事業所が立ちゆかなくなっては、その事業を利用している高齢者や

障がい児者とその家族が、支援を受けらない状態になってしまうわけなので、事

業継続が可能な状態であることは、幸いなことです。 

しかし、通所施設の閉所や移動支援の激減など、障がい児者の社会参加や家族

の負担軽減等のサービスが抑えられたということは、ご本人の生活の質が低下

し、高齢者では機能低下や認知症悪化など、ただでさえ我慢を強いられる感染対

策生活で、QOL（生活の質）低下が明らかになりました。 

こうした観点からは、介護・支援等の計画を見直し、感染症対策下でも有効な

支援策を模索し、それを支える支援策が求められます。 

    

（６）進まぬワクチン接種、臨機応変で迅速な支援策を 

さらに、ワクチン接種に関しては、医療従事者優先のワクチン接種が、看護・

介護、通所施設等を併設している事業所で、格差を発生させているとの指摘が出

ています。 

このアンケート実施時の後、さらにこの問題は大きくなり、８月時点でも福祉

事業所での職員や利用者のワクチン接種が進んでいない実態があります。 

入所施設でクラスターが発生した場合には、その施設内で隔離・療養しなけれ

ばならない実態や、そのための応援職員体制の不備、障がい児者の場合は陽性に

なった場合に入院・入所できる施設がない（正確には、神奈川県はいくつかの施

設を用意したが、実際は使われていない。あるいは、精神障がい者対象の病床は

ほぼ満床）といった問題が発生しています。 

さらに続く、新型コロナウイルス感染拡大を受け、現場の声をしっかり聞いて、

臨機応変で迅速な支援策を推進することが必要だと思います。 
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４．政策提言 

 

福祉施設が十分な感染症対策を行っていくには、費用の面でも人材の面

でも限界があります。福祉施設では、感染者が出た場合の、隔離居室の手

当ても行っています。 

県では、コロナ対策として、施設職員の PCR 検査、応援職員の派遣は

行ってきました。しかし、それは、高齢者施設が優先で、障がい者施設や

地域で在宅者を支援している看護・介護現場では後回しになったり、ワク

チン接種もかなり遅れてしまっています。 

コロナ禍でリモートワークへの移行が加速する中、社会の機能を維持す

るために欠かせない仕事に従事する労働者、エッセンシャルワーカーへの

支援を充実させることが、私たちが安心して暮らせる社会を作っていきま

す。 

今後も、実効性のある政策を提言していきたいと考えます。 
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あとがき 
 

２ページでもご説明しましたが、今回の調査に際しては、神奈川県内の５つの

社会福祉法人などが経営する事業所と、その職員の皆さまを対象に、2021 年

４～５月にアンケートを実施し、18 の事業所と 185 名の職員の皆さまからご

回答をいただきました。 

多くの事業所と職員の皆さまに、コロナ禍という大変な状況であるにもかか

わらず、アンケートへのご協力をいただいたことに改めて感謝申し上げます。 

本報告書は、くさか景子およびくさか景子事務所の和田清、中川登志男の３名

が執筆いたしました。執筆の分担は以下の通りです。 

 

はじめに：くさか 

１．職員へのアンケート結果より：中川 

２．事業者へのアンケート結果より：中川 

３．調査結果を受けて：和田 

４．政策提言：くさか 

あとがき：中川 

 

なお、本報告書は報告の「詳細版」となります。「概要版」も作成しておりま

すので、あわせてご覧いただければ幸いです（「概要版」をご希望の方は、くさ

か景子事務所までお問い合わせ下さい）。 
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