
和歌山県訪問事業所協議会総会

（講義資料）

和歌山県長寿社会課

介護サービス指導室

令和３年度
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1. 感染防止に向けた取組

2. 感染者等が発生した場合の取組

3. 安心して働ける職場環境の構築

4. 令和３年度報酬改定について

「コロナ禍での事業所運営について」

＜本日お話しする主な内容＞
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１．感染防止に向けた取組

① 事業所等における取組

② 職員の取組

③ ケア等実施時の取組
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１－① 事業所等における取組

感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた

取組を職員が連携して推進

積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、ケア記録、勤務

表の記録等を準備

感染症対策の再徹底

外 出

「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確

保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染

対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないよう留意。

※外出自粛が促される状況でも、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために

必要なものについては外出自粛の対象外
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１－② 職員の取組

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」、「介護現

場における感染対策の手引き」等を参照の上、マスクの着用を含む

咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底

出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を

行わないことを徹底

職場外でも換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団

で集まることを避ける

感染が疑われる場合は…

感染症対策の再徹底
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１－② 職員の取組（発熱や咳などの症状がある場合）
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名称 受付時間 連絡先 名称 受付時間 連絡先
和歌山市保健所 TEL 073-488-5112 御坊保健所 TEL 0738-22-3481
海南保健所 TEL 073-482-0600 田辺保健所 TEL 0739-26-7933
岩出保健所 TEL 0736-61-0020 新宮保健所 TEL 0735-21-9630
橋本保健所 TEL 0736-42-5440 　　〃　　串本支所 TEL 0735-72-0525
湯浅保健所 TEL 0737-64-1291 県コールセンター 24時間対応 TEL 073-441-2170

9:00
~

17:45
(平日のみ)

9:00
~

17:45
(平日のみ)



１－③ ケア等の実施時の取組

サービス提供に先立ち、本人の体温を計測し、発熱が認められる場

合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目

安」を踏まえた対応について」を踏まえた適切な相談及び受信を行

うよう促すとともに、サービス提供時には以下の点に留意

基本的な事項

• 保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性

を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続

• 基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、

勤務上の配慮を行う。

• サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、

エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットを徹底。事業所内でもマス

クを着用する等、感染機会を減らすための工夫

• 可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応
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２．感染者が発生した場合の取組

① 情報共有・報告等

② 調査への協力

③ 感染者への対応

④ 濃厚接触者への対応

⑤ （参考）補助金について
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２－① 情報共有・報告等

速やかに管理者等へ報告し、事業所内での情報共有

指定権者、当該利用者の家族等に報告

主治医及び居宅介護支援事業所等に報告

利用者に感染者が発生した場合

利用者に感染が疑われる者が発生した場合

主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センターに電話連絡

速やかに管理者等へ報告し、事業所内で情報共有

指定権者、家族等に報告

主治医及び居宅介護支援事業所に報告
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２－② 調査への協力

保健所の指示に従い、濃厚接触者の特定に協力

事業所内での情報共有

可能な限り利用者のケア記録を提供

利用者に感染者が発生した場合

利用者に感染が疑われる者が発生した場合

以下を参考に感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員を特定

• 感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者

• 適切な感染の防護なしに感染が疑われる者を介護していた者

• 感染が疑われる者の気道分泌液もしくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可

能性が高い者

• 手で触れることのできる距離で、必要な感染予防策なしで、感染が疑われる者と15

分以上の接触があった者
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２－③ 感染者への対応

原則入院（症状等によっては自治体の判断に従う）

感染が判明した場合

感染が疑われる場合

主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡

し、指示を受ける。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場

合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談。
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２－④ 濃厚接触者への対応

自宅待機を行い、保健所の指示に従う

職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所

の指示に従う

職員の場合の対応

利用者の場合の対応

※ 以下の対応は感染者との最終接触から14日間行うことが基本となるが、詳細な期間に

ついては保健所の指示に従うこと

居宅介護支援事業所等が、保健所と相談し、生活に必要なサービス

を確保。その際、保健所とよく相談した上で、訪問介護の必要性を

再度検討
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２－④ 濃厚接触者への対応

（ⅰ）食事の介助等

（ⅱ）排泄の介助等

（ⅲ）清潔・入浴の介助等

（ⅳ）環境整備

個別のケア等の実施にあたっての留意点

• ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とサージカルマスクを着用。咳込みなどが

ある場合は必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用。

• サービス提供開始時と終了時に、（液体）石鹸と流水による手洗いまたは消毒用エ

タノールによる手指消毒を実施。「１ケア１手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基

本とする。

サービス提供にあたっての留意点
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２－⑤ （参考）補助金について

申請様式等詳細は、きのくに介護deネットをご覧ください。

①

利用者又は職員に感染者が発生した介
護サービス事業所・施設等（職員に複
数の濃厚接触者が発生し職員が不足し
た場合を含む）

②
濃厚接触者に対応した短期入所系サー
ビス事業所、介護施設等、訪問系サー
ビス事業所

③

都道府県、保健所を設置する市又は特
別区から休業要請を受けた通所系サー
ビス事業所、短期入所系サービス事業
所

④
感染等の疑いがある者に対して一定の
要件のもと自費で検査を実施した介護
施設等（①、②の場合を除く）

○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・一定の要件のもと実施される自費検査費用（介護施
設等のみ）

○連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介
料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・
宿泊費

160千円
/事業所

令和３年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

※通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成対象となる事業所・施設等

320千円
/事業所

訪問介護
事業所
基準単価

対象経費

【職場環境復旧・環境整備に係る費用】【緊急時の介護人材確保に係る費用】

○職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介
料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊
費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件のもと
実施された自費検査費用（介護施設等のみ）
 
○通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材
の確保
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介
料、損害賠償保険の加入費用

○介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用

○感染性廃棄物の処理費用

○在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用

○通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保（使用料）、ヘルパー同行指導への
謝金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車の
リース費用、安否確認等のためのタブレットのリース
費用（通信費用は除く）

新型コロナウイルス
感染者が発生又は濃
厚接触者に対応した
介護サービス事業
所・施設等
（休業要請を受けた
事業所・施設等を含
む）

介護サービス事業所・施設等と連携する事業所・施設等
（利用者の受け入れ、応援職員の派遣）
  ※以下の事業所・施設等と連携
  ・（ア）の①又は③に該当する事業所、施設等
  ・自主的に休業した介護サービス事業所
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３．安心して働ける職場環境の構築

① 体と心の健康確認

② 抗原簡易キット使用方法

③ 介護職員等特定処遇改善加算の概要
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３－① 体と心の健康確認

週に１度、職員に対して実施をお願いします

検査結果が陽性の場合は保健所に報告、保健所の指示に基づきPCR

検査受検について対象者に案内

抗原簡易キットによる検査

メンタルヘルスケア

新型コロナウイルス

感染症の影響

職員には

大きな心理的ストレス

職員のメンタルヘルスを良好に保つために・・・

職員間で積極的にコミュニケーションを！

管理者の
意識が大切
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３－② 抗原簡易キット使用方法

１

２ ３

宮城県長寿社会政策課ホームページ より 17



３－② 抗原簡易キット使用方法

４ ５

６ ７

宮城県長寿社会政策課ホームページ より 18



３－② 抗原簡易キット使用方法

８ ９

10 11
宮城県長寿社会政策課ホームページ より 19



３－② 抗原簡易キット使用方法

12 13

14 15
宮城県長寿社会政策課ホームページ より 20



３－③ 介護職員等特定処遇改善加算の概要

(1) 加算額

(2) 要件

※令和3年度は算定要件とされない

特定加算額 ＝
１月あたりの

介護報酬

総単位数

×
加算率（訪問介護）

加算区分Ⅰ 6.3％

加算区分Ⅱ 4.2％

×
１単位の

単価
×

賃金改善

実施期間

要件 内容 特定加算Ⅰ 特定加算Ⅱ

現行加算要件 処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを算定 要 要

職場環境等要件

下の６区分のうち3つの区分を選択し、それぞれで

１以上の取組（詳細は次頁）を行うこと

要 要

見える化要件(※） 特定加算に基づく取組をHP等で公表 要 要

介護福祉士の配置要件 特定事業所加算（Ⅰ）or（Ⅱ）を算定 要 不要

入職促進に向けた取組

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

両立支援・多様な働き方の推進

腰痛を含む心身の健康管理

生産性向上のための業務改善の取組

やりがい・働きがいの醸成
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３－③ 職場環境等要件詳細
区分 内容

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者

に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への

転換の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰

痛対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業

務の提供）等による役割分担の明確化

５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容

の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

入職促進に向けた取組

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

両立支援・多様な働き方の推進

腰痛を含む心身の健康管理

生産性向上のための業務改善の取組

やりがい・働きがいの醸成
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４．令和３年度報酬改定について
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４．令和３年度報酬改定について
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４．令和３年度報酬改定について
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４．令和３年度報酬改定について
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