
岡山県老人保健施設協会 新型コロナウイルス感染症対策本部 アンケート 

 

 3月 3日現在（回答 44施設） 

                      

〇施設での対応について 

１．入所者家族等の面会制限について 

    

   ・面会制限を行なっている ３9施設     ・面会制限を行なっていない ５施設 

 

  ・面会制限の具体的な条件を決めている場合、その内容（体温測定、マスク着用等）を 

   記入ください。 

 

     ・インフルエンザ注意報発令時から玄関でマスク着用、アルコール消毒 

     ・現在、面会謝絶を行なっている。例外として、手洗い、マスク着用、発熱の有無を 

      確認し、問題があれば別室で面会をしてもらっている。 

     ・18歳以下禁止、体調不良者発熱者禁止、面会時はマスク着用必須。 

 ・面会制限は、インフルエンザへの対応のために行なっている。 

     終末期の方への面会は、手洗い、マスクをして OKとしている。 

     遠方からの面会等でどうしてもという方に対しては、別室を準備し、面会者の体調を 

     聞き、周囲で感染者がいないか確認し、面会を行なっている。。 

     ・体調不良者、家族に症状がある方がいる場合は面会不可（通年対応） 

      マスクの着用がない場合も面会不可（1/28から） 

     ・マスク着用等（季節性インフルエンザ流行期の対応として） 

     ・咳や発熱下痢嘔吐のある方、体調不良の方は面会をお断りしている。 

      体温測定とマスク着用をお願いしている。 

     ・健康チェックシートに記入し、自己申告をしていただいている。 

     ・マスク着用、手指消毒をしてできる限り短時間での面会をしていただく。 

      また体調不良の場合は面会を禁止している（※現在は施設にてマスクを提供している）。 

     ・不要不急の面会を制限。どうしても面会を希望される場合、受付で検温し、37.5℃以上なら 

      面会を断る。また、居室で短時間での面会をお願いする。面会時マスクの着用と面会前後の 

      手指消毒をお願いする。 

     ・家族のみ面会可（高校生以下は不可）、体調不良の場合は不可。 

      マスクの着用を必ず行ない、手洗い擦拭消毒を行なうこと。（看取りケア中はこの限りではない） 

     ・体調に不安がある方は検温して、37.5℃以上の場合は面会をお断りしている。 

     ・特例として、看取り期や病状悪化の入所者の家族は、体温測定、マスク、手指消毒、症状の 

      有無を確認し、面会をしていただいている。 

     ・新型コロナウイルス関連肺炎に限らず、インフルエンザ注意報発令中は、中学生以下の子供、 

      熱、咳などの風邪症状のある方の面会はご遠慮いただいている。また、面会される方は 

      手指消毒とマスク着用を必須としてお願いしている。今後、岡山県での陽性者の発表により 

      面会をお断わりする予定。 

     ・冬場の感染対策と同様。面会時に体調確認をさせてもらう。手指消毒、マスク（持参）着用の 

      依頼。 



     ・2/25より新型コロナウイルスの面会制限を開始した。インフルエンザ警報が出た場合のみ、 

      当施設では面会制限を行なっている。対策としては、アルコールで手指消毒、マスクの着用を 

      面会者にお願いしている。荷物の持ち運びはフロアへの立入はお断りし、職員が行なうように 

      している。エレベーター前にインフルエンザが流行する時季には看板を作り、家族の方に周知 

      している。 

     ・マスクの着用と消毒を呼び掛けている。 

     ・インフルエンザ対策とあわせて、マスク着用、手指消毒、面会場所の限定、短時間にて。 

      体調の悪い方、小さい子供は不可。3/1~基本的に面会禁止とする予定。 

     ・原則面会は禁止としている。ただし、緊急時や看取り時などんもやむを得ない場合は、入室前に 

      体温測定、マスク着用、手指消毒を行なった上で面会を行なう。37.5℃以上の発熱や呼吸器症状が 

      ある場合は面会禁止とする。 

     ・入所者の洗濯物などはフロア入り口で職員が預かる。 

     ・地域のインフルエンザの流行状況を医師会からの感染情報をもとに行なっている。面会を希望する 

      場合は、事前に予約をしていただき、短時間で入所フロアとは別の場所で行なっていただく。 

      （体温測定・マスク着用） 

     ・当面の間、原則禁止。止むを得ずの場合は以下の手続きで原則 1名のみ許可。 

       中学生以下の子供、ご家族以外の友人、同僚等の面会はお断り。 

       あらかじめ自宅で体温測定。 

       37℃以上の発熱、咳、くしゃみ、鼻水、全身倦怠感等の症状のある場合はいかなる理由でも 

        面会禁止。 

       来所の際には手指消毒、マスク着用。 

       来所持に受付事務所に寄り、面会カードに必要事項を記入。 

       面会終了時も必ず詰所により面会カードに記入。 

     ・完全に面会中止を行なっているわけではありませんが、施設エントランスに、掲示を行ない 

      面会を控えさせてもらうように周知している。また、それでも面会を希望される方に関しては、 

      マスクの着用、手指消毒を徹底してもらい短時間及び少し距離を保って面会を行なってもらう 

      ようにお願いしています。 

     ・インフルエンザ注意報発令時より、受付でマスク着用、アルコール消毒し、基本的には面会を 

      中止した。どうしてもの面会（ターミナルや諸事情）は 10分以内で面会室にて行なっていたが、 

      2/26~は面会者の検温を義務化した。37℃以上は面会謝絶。 

     ・緊急やむを得ない場合を除き、面会制限を行なっている。 

     ・家族へ「出来るだけ面会を控えていただく」内容の文章送付。来館時は体温測定、37.5℃以上で 

      あれば、面会は遠慮いただく。マスクの配布。居室フロアでなくロビーのみで面会。手指消毒。 

     ・面会中止とした。 

・感染症流行時には緊急やむを得ない場合を除き、面会禁止としている。その際の物品受け渡しは 

      玄関で対応。発熱、咳などの風邪症状や嘔吐、下痢症状がある面会者及び面会者家族に同症状が 

      ある場合面会をお断りしている。 

     ・看取り以外の面会は行なっていない。 

     ・面会制限は行なっていなが、施設入口、各フロアに消毒液を設置。手洗い、うがい、マスク着用の 

      ポスター、貼り絵にてお願いしている。 

     ・厚生労働省の通達どおりとしている。 

     ・基本的に面会をお断りしている。 

     ・風邪症状の方は面会をご遠慮いただく。その他の方はマスク、手指をアルコール消毒していただ 

      いた後面会。2/25からは厚労省の要請どおり、原則禁止。 



     ・咳、発熱、鼻水等風邪症状がある方の面会禁止。アルコール手指消毒、マスク着用。 

      受付にて体温測定、面会簿に記入。 

     ・原則として、面会をお断りしている。面会を必要とされる場合は、必ず検温を行ない、発熱の 

      有無を確認した後、手指消毒、マスク着用を行なっていただく。 

     ・基本入所者の家族の方の面会は禁止にしている。ターミナルの方、特例の方は面会を許可して 

      いますが、面会前には体温測定、マスク着用、手指消毒を行なっていただいている。37℃以上の 

      場合は面会禁止。洗濯物の受け渡しはロビーで職員が対応している。 

     ・インフルエンザが近隣で流行したため、11月から面会制限としている。終末期の方への面会は、 

      手指消毒、マスクをして OKとしている。遠方からの方でやむを得ずの場合は、健康チェック後 

      別室で短時間会っていただく。洗濯物はスタッフが渡す。 

     ・マスク着用、手指消毒、各ユニットでの洗濯物の受け渡しのみ。 

     ・原則面会は禁止している。面会を希望された場合は、検温、マスク着用、手指消毒を行ない、 

      短時間の面会で対応する。委託業者等に対して、検温、マスク着用を行なう。 

     ・体温測定（37.5℃以上でお断り）、咳、鼻水等症状がある場合もお断りしている。 

     ・面会が出来る対象を家族のみとする。発熱、呼吸器症状をはじめ体調不良の場合は控えてもらう。 

      マスク着用、手指消毒をした上で、必要最低限（短時間）にしてもらう。 

      面会の前に職員に声をかけてもらう。面会可能時間を短縮。 

       

 

２．施設での感染予防対策について 

 

   ・入所者に対する感染予防対策を記入ください。 

      

     ・発熱者、体調不良者は個室対応 

     ・手洗い、手指消毒、加湿器の使用（湿度を安定化） 

     ・風邪症者、体調不良者はマスク着用。手洗い、施設外に出るときはマスク着用、 

      外出時は帰ってきた際に体温測定、オゾン発生器でウイルス対策、加湿器使用 

    ・速乾性手指消毒剤を頻回使用してもらい、衛生確保に努めている。 

     ・手洗い、口腔ケア、アルコール消毒、水分をしっかり摂取、体調管理 

      施設内 93か所にクレベリンを設置 

     ・体調管理、ドア手すりの消毒、食事前の手指消毒、ワクチンの接種 

大部屋の方は同じ席で食事をとるようにしている。 

    ・対面食事の禁止 

     ・換気、手洗い、マスク等、スタンダードプリコーション、感染教室（職員も同様） 

     ・体調チェック、食事前の手指消毒、換気、環境清掃（手の触れるところの消毒） 

     ・日々の体温チェック（朝昼夕）の実施、食前等の手指消毒の徹底 

      定期的な居室等の換気、体調不良の利用者は居室対応とする。 

     ・感染予防マニュアルに沿って対応（職員も同様） 

     ・体温測定。感染を疑う症状が出た場合、検査、まん延防止のため、室内管理、PPEの対応、 

      食堂や入浴を中止し、清拭対応。排泄物の取扱いの徹底。本人のサージカルマスクの着用。 

     ・日々のバイタルチェック、早めの体調不良の発見に努めている。熱発者は個室対応が出来れば 

      個室対応し、できなければ熱発者同士の同室とする。 

     ・面会禁止。制限移動、交流制限、廊下等に出る際はマスク装着、1処置 1手袋、手指消毒、 

      ディスポエプロン交換、検温健康観察。 



     ・家族との接触お断り（洗濯物は受付でスタッフが受け取る） 

     ・手洗い、うがいの徹底。次亜水での環境整備。温度、湿度の定期的確認。面会制限。 

     ・冬場の感染対策と同様。手洗いの徹底。 

     ・手指消毒、うがい、風邪症状がある方は別席で対応。 

     ・マスクができる人はマスクの着用。手洗い、うがい、消毒の励行。 

     ・2/24全老健から発出された対応に準拠。（職員も同様） 

     ・バイタル測定、食事前のアルコールによる手指消毒。清掃業者とスタッフで手すり、ドアノブ 

      のふき取り。スタンダードプリコーション。 

     ・フロア間（当施設では各階）の利用者の行き来は禁止。手指消毒の徹底。 

     ・面会制限のお知らせを掲示（玄関出入り口）。手指消毒の徹底。かぜ症状時マスク着用し、他の 

      入所者と離れて過ごす。外出・外泊の禁止。 

     ・食事前の手指消毒 

     ・手洗い、アルコール消毒、手指消毒。風邪症状あれば、状況に応じ個室対応等。 

     ・高齢者介護施設における感染対策マニュアル インフルエンザ項に準じて対応。 

     ・37.5℃以上が 2日以上に及ぶ場合、Dr相談後受診の方向へ。 

     ・行事中止等、外部との接触を無くしている。      

・食事前の手拭き、手指消毒を施行。風邪症状等ある利用者に関しては、集団での活動を控えて 

      いただき、食事も居室等で行なってもらっている。 

     ・手指消毒、外出受診時には必ずマスク着用。 

     ・面会制限、食事前、トイレ後必ず消毒。 

     ・テーブルを次亜塩素酸で拭く。手洗い、手指消毒。 

     ・毎日の検温と体調管理。居室の換気、湿度管理（居室にぬれタオルをかけておく）。手洗い、 

      手指消毒。環境整備（ドアノブ手すりの消毒）。 

     ・日々の健康管理の徹底。 

     ・食事前の手指消毒、換気、加湿器の使用。毎朝の体温測定、発熱者、体調不良者は居室対応、 

      カーテン隔離、咳がある方はマスク着用していただく。手すりドアノブ消毒。施設外に出るときは 

      マスク着用し、帰って来た時は手洗い、バイタルチェック。 

     ・手洗い、口腔ケア、アルコール消毒、毎日の健康チェック。環境の消毒、清掃の徹底。 

      換気、加湿器の使用。症状のある方の隔離。早期治療による早期回復。 

     ・家族等との面会禁止。イベント（外部ボランティア）中止。館内温湿度の徹底管理。 

     ・現状、通常のバイタルチェックによる健康管理の対応 

     ・手洗い、うがい、換気時間の回数を増やして対応。アルコール消毒、飲水回数を増やす。 

     ・体調観察、体調不良時は医師に報告し、指示を仰ぐ。手指消毒、ドア手すりの消毒。 

      個室対応（発熱者等）、外出外泊は控えてもらう。 

       

 

・職員に対する感染予防対策を記入ください。 

   

     ・出勤時の体温測定、手洗い、アルコール手指消毒、マスク着用 

     ・出退勤時の手洗い、うがい、マスクの着用、 

人が大勢集まる場所への行動自粛の声掛け 

     ・マスク着用 

感染者が出たときは緊急連絡し、接触者や自身の症状に注意を促す。 

出勤時体温 37.0度以上は帰宅、発熱時は出勤しない。 



職員の交流をできるだけ避ける、海外渡航者への注意喚起 

風邪症状出現時は休ませるよう勤務調整、携帯用手指消毒液配布 

     ・30秒以上かけての手洗いをこまめに行なうように指導 

     ・マスクの着用と職員全員毎朝体温測定と手指消毒用アルコールの所持を行なっている。 

     ・出勤前の体温測定 

      症状がある場合は軽度でも現場管理者に報告し、出勤許可をもらわないと出勤不可 

      職員通用口でのマスク着用手指消毒、研修参加を控える。 

     ・マスク着用、手指消毒の徹底、対面食事の禁止 

     ・手指消毒（手洗いの励行）、マスク手袋の適切な使用、毎日の体調チェック、標準予防策実施 

     ・体調不良時は病院での受診後に勤務すること、スタンダードプリコーションの実施を徹底指導 

     ・手洗い、アルコール消毒。PPEの実施。健康管理、発熱時等の休暇取得。 

     ・スタンダードプリコーションの徹底。アルコール消毒設置場所増加。 

     ・マスク装着、手洗い励行、手指消毒、体温測定（出勤前・就業前）。 

      人が集まる場所への参加を控えてもらう。海外への渡航禁止。コロナウイルスに対する 

      新情報の周知。高齢者施設で勤務している自覚を持つように。 

     ・手洗い、うがい、マスク着用の徹底。不要不急の旅行、外出等の自重をお願い（今後自粛要請を 

      出す予定。体調管理と上司への報告。 

     ・冬場の感染対策と同様。出勤前の体温測定（発熱時は出勤停止）。手洗いの徹底。 

     ・手洗い、手指消毒、うがい、マスクの着用、検温。 

     ・手洗い、うがい、マスク、消毒。発熱等があった場合は、現場に入ってもらうことは出来るだけ 

      避ける。人ごみを避けるように呼びかけを実施。 

     ・出勤前に体温測定を行なう。37.5℃以上の発熱や呼吸器症状がある場合は出勤停止とする。 

     ・スタンダードプリコーション。体調管理（不調・有熱者は休む）。 

     ・出勤時、体温測定（37.5℃以上は上司に報告）。手洗い、うがいの徹底。 

     ・出勤時に体温測定、手指消毒、マスク着用の徹底。全職員への新型コロナウイルス感染症への 

      対応方針の通知。熱等、体調不良者の就業禁止。 

     ・出勤前の体温測定、マスクの着用、手指消毒の実施。人ごみへの外出はなるべく避けるよう 

      周知を行なっている。 

     ・手洗い、手指消毒励行。マスク着用。出勤前自宅での検温（2/26~）、出勤時施設での検温（常時）、 

      不調あれば出来るだけ早く自宅療養、受診（勤務中でも）。 

     ・マスク着用、手洗い、アルコール消毒。 

     ・出勤時の体温測定、記入（37.5℃以上ある場合、出勤停止）。マスク着用、うがい、手洗いの 

      徹底。職員及びその家族の１月から外国への渡航歴のアンケート実施。できるだけ人が集まる 

      場所を避けるよう周知。 

     ・出勤前、出勤時の体温測定、手指消毒、マスク着用。 

     ・出勤、退社時の手洗い、手指消毒。マスク、手袋着用。施設内での業務上の標準予防の実施。 

      外出の際は人ごみを避ける。咳エチケット、手洗いなど感染予防に努めるよう呼び掛けている。 

     ・手洗いの励行、出勤前の検温、呼吸器症状等のチェック。 

     ・手洗い、うがい、手指消毒、健康チェック。 

     ・出勤時自宅で検温をして、37.5℃以上であれば上司に報告して指示を受ける。37.5℃以下で 

      咳や何かの症状がなければ出勤可とする。 

     ・出勤前に自宅での体温測定、出勤後の体温測定を実施。 

     ・職員全員マスク着用。職員出入口で手指アルコール消毒。2/25からは厚労省の要請とおり、 

      自宅での検温、職員出入口での検温を記録し、管理者が確認できるようにしている。職員各自の 



      感染対策注意喚起、休養と栄養を十分取り、免疫力を保つように指導している。 

     ・マスク着用、手洗いの徹底。出勤時の体温測定、ケア前後の手指消毒の徹底。 

     ・出勤前に自宅で各自体温を計測し、発熱が認められる（37.5℃以上の熱）者は休んでもらう。 

      過去に発熱が認められた場合、解熱後 24時間経過し、呼吸症状が改善しない者は休んでもらう。 

      マスク着用、うがい、手洗い、咳エチケット、アルコール消毒等の徹底。 

     ・出勤日家での体温測定。37℃以上出勤停止、病院を受診する。手洗い、マスク、手指消毒の 

      徹底。不要不急の外出は控える。スタンダードプリコーションの徹底。出勤時手指消毒。 

      個別に消毒アルコールを携帯している。 

     ・手洗い、アルコール消毒、うがい、マスク着用（つけ方の指導）。健康チェック、症状がある 

      人は上司に報告。利用者と関わらない業務の工夫。休みの取りやすい環境。プライベートの 

注意喚起 

     ・マスク着用、手洗いの徹底、体調不良の場合は直ちに病院受診を行ない、診断結果に基づいて 

      休みをとらせる。 

     ・基本は標準予防策の徹底と出勤前自宅と職場で検温。発熱がある場合は出勤停止、医療機関を 

      受診。出張の制限。 

     ・就業前検温、体調確認。マスクの不足により、マスクは未着用→手洗い、アルコール消毒、飲水 

      回数を増やして対応。 

     ・自宅で検温し、37.5℃以上の場合は自宅待機。出勤者はマスク着用し、こまめに手指消毒。 

      研修会、出張、遠出は控えてもらう。 

 

 

３．マスクの供給状況について 

 

  ・充足している ３施設  ・最低限の確保はできている ２８施設 ・不足している。１３施設 

 

   ・入所者、職員等に使用に関する制限等を設けている場合、その内容を記入ください。 

 

      ・職員はマスク１枚/日 ただし暴露の可能性が高い場合は交換する。 

      ・マスクは感染予防にならない旨を伝え、原則、体調不良者のみの使用としている。 

      ・今後、3月中旬から入荷数に制限が出る可能性が高い旨の連絡が業者よりあり。 

       季節がら、乾燥に対応するためやアレルギー対策で行なっているマスク着用を 

       できる限り少なくしてもらう。※2/25より面会時のマスク持参を案内する予定。 

      ・インフルエンザ警報発表時は、全職員にマスク着用を義務付けていたが、入手困難となり、 

       必要なケア時のみとなった。 

      ・マスク不足の前は面会の方には施設が提供していたが、不足してからはそれぞれに準備いて 

       いただき、マスクのない方は面会を控えてもらっている。 

      ・入所者は受診時や外出時のみ施設より１枚提供。 

       職員は 1勤務につき 1枚提供（個人で持参できる職員は持参ししようしてもらっている） 

       ※問屋から医療機関優先のため施設への供給は目途が立たないとの回答を得ている。 

        このため、現状では 3月中旬までに在庫がなくなる見込みである。 

      ・今後のマスク供給の目途が立たないこともあり、現時点では必要最低限の使用としている。 

       現時点では、冬場の感染症も落ち着いており、感染者及び感染者対応の職員が使用する予定。 

      ・入所者は咳などの症状がある方、受診等外出時に着用。職員は基本的には、各自で準備して 

       もらっている。 



      ・在庫数の状況を周知し、必要に応じた使用（本人家族に不調者等）。 

      ・咳が出ている入所者にはマスク着用を促している。職員に関しては、エコにマスクを利用 

       するように促しているが、感染面より不衛生となってしまうのは困るため、定期的なマスクの 

       交換も促している。 

      ・以前は来所面会者にマスク着用を呼びかけ、自由に使用してもらえるよう施設入口に置いて 

       いたが、現在は持参を呼びかけ、持っていない人に受付で渡すようにした。職員は適正使用を 

       周知し、基本施設内装着としている。 

      ・職員 1日 1枚（入浴介助者には 2枚） 

      ・今後の供給に不安がある。 

      ・外来者と対面する部署、処置時のみ使用。 

      ・入所者に関しては外出、受診時にはマスク供給にて対応。職員については供給していないので 

       自己管理。 

      ・咳エチケットとして使用する。 

      ・品薄であるため、節約にて使用。 

      ・出来るだけ個人で購入したものを使用してもらっている。 

      ・入所者は、風邪症状がある場合、病院受診で外出する場合にマスク着用。 

       職員は、勤務中マスク着用、1日 1枚は施設で提供。自分でマスクを持っている職員は 

       そちらを使用。 

      ・スタッフは全員マスク着用。個人で買っている人もいる。入所者は症状のある人に着用して 

       いただく。面会時は必ずマスク着用。 

      ・通所利用者、面会者への配布の制限。日々の在庫確認。 

      ・諸症状（咳・鼻水等）がある場合のみ着用するようにしている。 

      ・職員は、１勤務（１日）につき１枚使用するようにしている。 

 

 

４．消毒液の供給状況について 

 

   ・充足している ２施設 ・最低限の確保はできている ３４施設  ・不足している。 ８施設 

 

 

   ・入所者、職員等に使用に関する制限等を設けている場合、その内容を記入ください。 

 

      ・流水による手洗いを優先し、速乾性手指消毒剤の使用を控えるように指導（職員） 

       入所者へは積極的に使用。 

      ・施設で設置している分に関しては制限していない。 

      ・消毒液の使用については、節約を心掛けているが在庫が僅かとなっている。入荷の 

       目途が立たないと問屋より連絡があったため、使用期限を延長して使用するか、 

       検討している。 

      ・水道水よる手洗いを徹底し、節約に努めている。 

      ・別の消毒液を確保し、変更した。 

      ・エタノール消毒を最低限にし、出来るだけ手洗いを行なう。 

      ・制限していない。積極的に使用。 

 

 



  ５．その他、ご意見、ご質問等があれば、記入ください。 

 

     ・マスクの次の入荷は見通しが立たないので、このまま 3月を乗り越えるのは難しい。 

     ・面会者の意識が低い。マスクを渡しても着用を嫌がる方が数名いる。コロナウイルスの 

      状況が落ち着くまでは、面会を控えるように老健協から通達してもらいたい。 

     ・マスクがあと２ヶ月弱くらいの在庫しかない。 

     ・今後のマスク、消毒薬の納品には事前に情報を入手する必要がある。 

      冬期はマスク着用で面会していただいている家族も持参されない場合には面会制限を行なう 

      ことを検討する。 

     ・マスクと消毒液の供給について、今後の見通しが知りたい。 

     ・マスク不足で困っている。 

     ・職員が不足している現状で、全老健からの「新型コロナウイルス感染症対応について」に 

      書いてあるように検温し、出勤停止となった場合、業務がたちまち立ち行かなくなる。 

      外部の業者が 37.6℃だった。この時はどのように対応すればよいのか。 

     ・マスク等が手に入らなくなった場合の対応。 

     ・マスクのストックが確実に減っている。しかしながら、マスクが入荷できない状況になって 

      いるため、不安が強い。感染対策にも限界があると思う。 

     ・マスク等の供給が停止状態で、長期的には困難。 

     ・マスク、消毒液の供給の目途がはっきりしておらず、不安がある。 

     ・マスクが購入できず、残りが少なくなっている。老健協の方で確保していただければ（無理な 

      お願いとは重々感じていますが） 

     ・マスク、消毒液が手に入らないのにコロナウイルスが長引けば、施設の感染対策が脆弱化する 

      ことが懸念材料。 

     ・3週間をめどに職員一丸となり感染予防に努めていきたい。最新の情報を毎日チェックし、 

      その都度対応していきたい。 

     ・通所、短期についても利用者と家族の健康チェックした後、利用していただいている。 

      業者も事務所で健康チェックし、マスク着用し、入ってもらうなど細かく目配り、気配り 

      している。 

     ・マスクの不足を懸念していますが、行政、老健協等から緊急物資として不足した場合の対処を 

      早急に検討していただきたい。 

     ・マスク、アルコール消毒の入荷状況が心配ですので、今後の感染対策には更なる不安があります。 


