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「通いの場」運営ガイド（概略版）の使い⽅
この「通いの場」運営ガイドは，「新しい生活様式」を考慮し「通いの場」再開までに準備・調整を

行なっていただきたいポイントをまとめたものです。
また,市区町村（地域包括支援センター）等と住⺠ボランティアの⽅々が，「通いの場」運営再開に

おいて確認が必要な分野ごとに留意すべき点をまとめてあります。
準備・調整が終わっていない対策があり各項目の詳細を確認する場合は，別冊の「運営ガイド」の解

説を確認してください。
本「運営ガイド(概略版）」及び別冊の「運営ガイド」については，当士会にご相談ください。
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「通いの場」の取組を実施するための留意事項
１．基本的な考え⽅
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配
慮し，「通いの場」を開催するためには，

 「３つの密（密閉，密集，密接）」を避ける
こと，

 運営者・リーダー，参加者ともに感染防止の
基本である「人と人との距離の確保」，「マ
スクの着用」，「手洗い」を実践することが
重要である。

○このため，運営者・リーダーは，まず新型コロ
ナウイルス感染症の主な感染経路である，接触
感染と飛沫感染のそれぞれについて，例えば，
 接触感染については，共有物品や，ドアノブ

など手に触れる場所とその頻度について特定
し，消毒が必要な場所の確認や，触れる箇所
を減らす工夫を行うとともに，

 飛沫感染については，換気の状況や参加者同
士の距離などを考慮し，開催場所（広さ，屋
内・屋外など）や時間，回数，参加人数，プ
ログラム等を設定する

等の対応を行うことが考えられる。
○今般お示しする留意事項も踏まえ，対応を検討

いただくとともに，事前に感染防止のための留
意事項を周知すること等を通じ，運営者・リー
ダー，参加者ともに意識して取り組んでいただ
きたい。

２．「通いの場」の取組における留意事項
＜感染拡大防止に向けた留意事項＞
○運営者・リーダー，参加者ともに，事前に体温

を計測し，発熱や風邪の症状がある場合は，無
理せず参加を控えること。

○運営者・リーダーは，参加者名簿を作成の上，
開始前に参加者の体温や体調を確認し，記録す
る。発熱等が認められる場合には，参加を断る
こと。

○運営者・リーダー，参加者ともに，症状がなく
てもマスクを着用すること。

○複数の人の手が触れる場所や物（手すり，ドア
ノブ，テーブル，椅子など）は，適宜，塩素系
漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム 0.05％）等で
消毒すること。

○運営者・リーダー，参加者ともに，手洗い（ア
ルコール消毒による手指消毒でも可）を徹底す
ること。

○室内で開催する場合は，１時間に２回以上の換
気（２⽅向の窓を，１回，数分程度，全開にす
るなど）を行うこと。

○参加者同士の間隔は，互いに手を伸ばしたら手
が届く範囲以上（できるだけ２ｍ（最低１ｍ））

空けること。
○活動時間を可能な限り短くするよう工夫するこ

と。
＜体操など身体を動かす活動をする場合＞

○マスクを着けて運動をする場合は，マスクをし
ないときに比べて身体への負荷が著しく大きく
なる可能性があるため，かかりつけ医の意見等
も踏まえ，無理のないよう負荷を下げたり，休
憩を取るなど配慮すること。

＜会食や茶話会など飲食を伴う活動をする場合＞
○座席の配置について，対面ではなく，横並びで

座るなどの工夫を行うこと。
○会食等に当たり，大皿は避けて，料理は個別に

配膳するとともに，茶菓は個別包装されたもの
が望ましい。

○手や口が触れるようなもの（食器やコップ，箸
など）は，適切に洗浄消毒するなど特段の対応
を図ること。

３．市区町村における留意事項
○「通いの場」等の取組の再開に当たっては，地

域の感染状況に応じた対応が重要であるため，
「通いの場」の運営者・リーダー等からの相談
等に適切に対応すること。

○なお，高齢者が「通いの場」への参加を控える
ことも想定されることから，
 高齢者の⽅々が居宅においても健康を維持で

きるよう，「新型コロナウイルス感染症の拡
大防止と介護予防の取組の推進について（そ
の２）」（令和２年３月 27 日厚生労働省老
健局振興課ほか連名事務連絡）を参考に，運
動，食生活や口腔ケア，人との交流のポイン
ト等について，引き続き情報提供するととも
に，

 必要に応じ，心身の状況や生活の実態などを
訪問等により把握し，参加の呼びかけや必要
なサービスにつなぐなど適切な支援を行うこ
と。

○また，今後，全国市区町村などの活動事例も参
考に，ICT の活用や住⺠間での個別訪問を組み
合わせるなど，「通いの場」等に集まる取組に
とどまらず，社会参加や地域づくりにつながる
多様な取組の展開についても検討いただきた
い。

公益社団法⼈⽯川県理学療法⼠会
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための
留意事項について（令和２年５⽉29⽇厚⽣労働省⽼健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）



「通いの場」活動再開の感染対策について
〜住⺠や⾃治体などができること〜

公益社団法⼈⽯川県理学療法⼠会

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が爆発的
に拡大しており，日本のどの地域にも，感染症者の
増加による医療・介護崩壊が近づきつつあります。
そのため，この感染症による２次的な健康被害の拡
大や，地域医療・介護崩壊を食い止めるため，密
集・密閉・密接の回避や，感染症の基本であるマス
クの着用や手洗いが励行されています。

この状況下で，市区町村（行政）や住⺠主体など
が従来どおりの⽅法で再開する「通いの場」で何が
生じるでしょうか。多くの高齢者が「通いの場」
で，体操やおしゃべり・食事会などでお互い，同じ
ドアノブを参加者も「通いの場」の運営スタッフも
触れてゆく。飛沫感染・接触感染が非常に生じやす
い環境になります。

無対策の「通いの場」に新型コロナウイルスが人
により運ばれてくると，そこはクラスター化し，参
加者と「通いの場」運営スタッフに感染が拡大し，
健康維持増進のため介護予防事業を行う安全な場所
ではなくなります。

「通いの場」の役割が果たせないということは，
参加者が健康を自己管理できる環境も提供できず，
地域で生活する役割も果たせなくなります。さら
に，参加者に体調不良者や感染者が出た場合，地域
医療体制がパンクし，多くの助けえた命を助けられ
ない……という「医療・介護崩壊」と「通いの場崩
壊」が連動して生じる事態が起こりえます。
このことを防ぐためには，

事前対策として関係者の横断的体制で挑む
ことを確認し，

衛生用品（使い捨て手袋や消毒液など）の
準備を開始し，

「通いの場」運営スタッフへの事前教育を
実施し，

関係各機関と調整を行い，
可能な範囲で「通いの場」でのゾーニング

や体調不良の参加者への対応やゴミ管理な
どの新しいルールを取り決め，

参加者（住⺠）等に「通いの場」の活動す
る際の対応について根気強く広報すること

……が必要です。これから「新しい生活様式」に
沿った，準備を始めることで，参加者（住⺠）等の
感染を予防し，クラスター化と地域医療・介護崩壊
の可能性を下げることができます。

本資料は，「通いの場」での感染症対策を実施す
る市区町村（行政）担当者や運営（住⺠）スタッフ
の視点に立ち，新型コロナウイルス対策会議等にお
いて，各分野の内容について確認していくことで，
クラスター化を防ぐ「通いの場」活動再開に向けた
運営体制の再構築ができることを目指しました。ま
た，いずれの項目も省庁・医療専門団体等の資料を
根拠としています。

目下の感染症対策も厳しい状況下と拝察しますの

で，ご検討の材料としていただければ幸いです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年
法律第31号。以下，「特措法」とします。）に基づ
く緊急事態措置は，都道府県単位で行われますが，
地域支援事業の介護予防活動の実施の可否やあり⽅
は，参加者等及び運営スタッフの生活圏（参加者
等，運営スタッフ及び参加者の同居家族などの日常
的な行動範囲等）におけるまん延状況により判断す
ることが重要です 。

例えば，「通いの場」等の臨時休止は，緊急事態
措置の際でも「一つの選択肢」であり，生活圏にお
いて感染者が発生していない場合や，生活圏内にお
いて感染がまん延している可能性が低い場合などに
ついては，必ずしも実施する必要はありません。ま
た，臨時休止を実施する場合，市区町村（行政）
は，都道府県単位の緊急事態措置等を前提としつつ
も，それぞれの生活圏がどのような感染状況にある
かを把握し，参加者等の健康を保障する観点からど
のような対応が可能か，必要に応じて自治体の⾸⻑
とも相談し，地域ごとにきめ細やかに対応すること
が必要です。

新型コロナウイルス感染症とともに生きていく社
会を作るためには，感染リスクはゼロにならないと
いうことを受け入れつつ，感染レベルを可能な限り
低減させながら地域支援事業の介護予防活動等を継
続していくことが重要です。このような考えから，
令和２年５月14日の新型コロナウイルス感染症対策
専門家会議（以下，「専門家会議」とします）の提
言で示された地域区分を踏まえ，それぞれの地域区
分を参加者等の生活圏に当てはめた場合の行動基準
を後記のとおり作成しました。

感染は一旦収束しても再度感染者が増加する事態
も十分想定されます。運営団体（市区町村及び住
⺠）及び「通いの場」においては，この行動基準を
参考としつつ，地域の感染レベルの状況に応じて柔
軟に対応しながら，地域支援事業の介護予防活動等
を継続しつつ「新しい生活様式」への円滑な移行と
参加者等及び運営スタッフの行動変容の徹底を図っ
ていくことが必要です。
なお，この行動基準は，令和２年５月22日時点に

おける感染の状況を踏まえて作成したものであり，
今後の感染状況の推移や最新の科学的知見を反映し
て適宜見直すことを予定しています。
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「通いの場」の地域ごとの⾏動基準



「レベル３」：生活圏内の状況が，
「特定(警戒)都道府県」に相当する感染状
況である地域（累積患者数，感染経路が
不明な感染者数の割合，直近１週間の倍
加時間などで判断する。特措法第45条に
基づく「徹底した行動変容の要請」で新
規感染者数を劇的に抑え込む地域。）

「レベル２」：生活圏内の状況が，
①「感染拡大注意都道府県」に相当する
感染状況である地域（特定(警戒) 都道
府県の指定基準等を踏まえつつ，その
半分程度などの新規報告者等で判断す
ることが考えられる。感染状況をモニ
タリングしながら，「新しい生活様
式」を徹底するとともに，必要に応
じ，知事が特措法第24条第９項に基づ
く協力要請を実施する地域）及び

②「感染観察都道府県」に相当する感染
状況である地域のうち，感染経路が不
明な感染者が過去に一定程度存在して
いたことなどにより当面の間注意を要
する地域

「レベル１」：生活圏内の状況が，
感染観察都道府県に相当する感染状況であ
る地域のうち，レベル２にあたらないも
の（新規感染者が一定程度確認されるも
のの，感染拡大注意都道府県の基準には
達していない。引き続き感染状況をモニ
タリングしながら，「新しい生活様式」
を徹底する地域）

●設置者（市区町村）及び「通いの場」の役割
（１）設置者（市区町村）等の役割

地域内の「通いの場」における感染拡大を防止
し，感染者が確認された場合に迅速に対応できるよ
う，以下の役割を担います。
①自治体の衛生主管部局と連携し，「通いの場」を

とりまく地域のまん延状況について情報収集し，

感染拡大への警戒を継続するとともに，臨時休止
の必要性等について判断します。

②「通いの場」の対応状況の把握や必要な物品の整
備等，衛生環境の整備や指導を行います。

③「通いの場」の感染事例を集約し，域内に改善策
を周知するとともに，県・国が行う感染状況の
調査に協力し，感染者情報及び感染事例につい
て情報を提供します。

④「通いの場」単位で連携しにくい機関（医師会
等）との広域的な対応のとりまとめや，設置者
として，感染症対策に関する家族や地域への連
絡や情報共有などを行います。

（２）「通いの場」の役割
「通いの場」の運営リーダーを責任者とし，「通

いの場」内に保健管理体制を構築します。併せて，
行政や医師会等との連携を推進し，保健管理体制を
整備します。

「新しい生活様式」を実践するためには，参加者
等への指導のみならず，朝の検温や共用物品の消毒
に加え，食事会の時間や休憩時間，「通いの場」へ
の通所時の参加者等の行動の見守りなど，地域のボ
ランティア等の協力を得ながら「通いの場」の参加
者全員で取り組む必要があります。

また，感染者が確認された場合の連絡体制をあ
らかじめ確認し，冷静に対応できるように準備して
おくことが必要です。

●家庭との連携
「通いの場」の臨時休止中においても高齢者等の

感染事例は一定数生じており，その多くは家庭内で
の感染 と言われています。「通いの場」内での感
染拡大を防ぐためには，何よりも外からウイルスを
持ち込まないことが重要であり，このためには各家
庭の協力が不可欠です。毎日の参加者等の健康観察
はもちろんのこと，例えば，同居家族に発熱，咳な
どの症状がある場合には，蔓延している地域では，
参加者の参加を控えることも重要です。また，休日
において不要不急の外出を控える，仲の良い友人同
士の家庭間の行き来を控える，家族ぐるみの交流に
よる接触を控えるなど，「通いの場」を通じた人間
関係の中で感染が広がらないよう細心の注意も必要
です。こうしたことについて，同居家族の理解と協
力を得て，ご家庭においても「新しい生活様式」の
実践をお願いしたいと思います。また，老人会等と
連携しつつ家族の理解が得られるよう，「通いの
場」からも積極的な情報発信を心がけるとともに，
家庭の協力を呼びかけることが重要です。

公益社団法⼈⽯川県理学療法⼠会

身体的距離の
確保

感染リスクの
高い活動

趣味・余暇活動
（自由意思の活動）

レベル３
できるだけ
２m 程度

（最低１m）
行わない

個人や少人数でのリ
スクの低い活動で短
時間での活動に限定

レベル２
できるだけ
２m 程度

（最低１m）

リスクの低い
活動から徐々
に実施

リスクの低い活動か
ら徐々に実施 し，
運営スタッフ等が活
動状況の確認を徹底

レベル１
１ｍを目安に
会場内で最大
限の間隔を取
ること

十分な感染対
策を行った上
で実施

十分な感染対策を
行った上で実施
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「新しい生活様式」を踏まえた
「通いの場」の⾏動基準

「通いの場」の地域ごとの⾏動基準



「通いの場」の活動（再開）に向けての会議

「通いの場」の活動（再開）の内容（案）について

実施市区町村（行政担当者）のチェック（第１回）

活動（再開）（案）修正（第１回）

「通いの場」を主催する住⺠スタッフの確認

活動（再開）（案）修正（第２回）

実施市区町村（行政担当者）の確認（第２回）

「通いの場」を主催する住⺠スタッフへの周知・確認

「通いの場」の活動（再開）／活動後の報告・確認

公益社団法⼈⽯川県理学療法⼠会
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（１）⾏政
各自治体のモニタリング指標など参考

（２）参加者
【主催者が利用の中止を通達する場合】
参加者の感染が判明した場合
参加者が感染者の濃厚接触者に特定された場合

なお，利用中止の措置をとる場合の利用中止の
期間の基準は，感染者と最後に濃厚接触をした
日から起算して２週間とする。

参加者に発熱等の風邪の症状やセルフケア
チェックで体調不良の場合は，自宅で休養する
よう指導する

【参加者が自ら利用を自粛する場合】
感染症陽性者が集団発生した地域（県外も含
む）に２週間以内に行ったことがある
１ヶ月以内に海外渡航歴がある
においや味を感じない
24時間以内に37.5度以上の発熱があった場合
など

必須事項 努力義務 検討項目（例） 検討内容の例

□ □ 対象者の選定（状態像） 参加者の利用基準に該当するもの
通いの場まで自力で通えるか。認知の有無。

□ □ 「通いの場」の活動内容 例：おしゃべり・健康体操・レクリエーション・食事会・送迎
□ □ 「通いの場」の目的・役割 健康寿命の延伸・健康づくり，仲間づくり，生きがいづくり

□ □ 「通いの場」の種類 運動器の機能向上（転倒骨折予防・筋トレ），栄養改善，口腔
機能向上，閉じこもり予防，認知症予防 など

□ □ 対象者への周知及び募集 ⺠生委員や包括スタッフの個別訪問や対面による面談を避け電
話など様々な⽅法による広報活動

□ □ 「通いの場」の実施環境及び
会場

参加者等の人数により身体的距離（ソーシャルディスタンス）
が確保できる会場の確保，他の地域住⺠の利用の有無
感染予防ができる環境の有無

□ □ 「通いの場」に参加する対象
者の構成

参加者等の利用基準を満たし，活動内容により健康寿命の延伸
が図れるもの，生活不活発の危険性の有無など特に問わない

□ □ 参加する対象者の地域 市区町村全域，日常生活圏域，町内，地区の班内
□ □ 「通いの場」の運営責任者 地域包括支援センター，住⺠ボランティア，社協 など
□ □ 「通いの場」集う前の注意点 参加者等のセルフケアチェック（検温や自覚症状の有無）

□ □ 「通いの場」活動中の注意点
参加者等の体調管理・緊急時の対応⽅法
感染防止の３つの基本（身体的距離の確保，マスクの着用，手
洗い），３密の回避（頻回な換気）
活動時間の厳守や頻回な休憩

□ □ 「通いの場」終了後の注意点 帰宅後の参加者等のセルフケアチェック（検温や自覚症状の有
無）の確認

□ □ 「通いの場」の新しい楽しみ
⽅ 少人数で集う，動画やITの活用，再自粛時の過ごし⽅の提案

感染防止の３つの基本を厳守し，「新しい生活様式」に沿って拡大防止の「３つの密」を回避
下記の検討項目（例）や検討内容について，活動再開前に「厳守すべき必須事項」と「望ましこと（努

⼒義務）」に分け，できるだけ具体的に検討する。

「通いの場」活動（再開）前の検討項目及び内容
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１．参加者などへの指導
「通いの場」活動における一番の感染リスク

は，休憩時間や通所時など運営スタッフの目が届
かない所での参加者等の行動です。

「通いの場」活動を始めるに当たり，まずは，
参加者等が本感染症を正しく理解し，感染のリス
クを自ら判断し，これを避ける行動をとることが
できるよう，「新型コロナウイルス感染症の予
防」資料等を活用して感染症対策に関する指導を
行うことが必要です。
【各自に必要な持ち物】

●清潔なハンカチ・ティシュ
●マスク
●マスクを置く際の清潔なビニールや布など

２．基本的な感染症対策の実施
感染症対策のポイントは，

「感染源を絶つこと」
「感染経路を絶つこと」
「抵抗⼒を⾼めること」であることを踏まえ，

以下のような取組を行うこと。
（１）感染源を絶つこと
①発熱等の風邪の症状がある場合等には参加しない
ことの徹底
次の⽅法により，発熱等の風邪の症状がみられる
参加者等については，自宅で休養させることを徹
底すること。運営スタッフについても同様の対応
とすること。（レベル３及びレベル２の地域で
は，同居の家族に風邪症状が見られる場合も同様
とします）

②来所時の健康状態の把握
家族と連携した毎朝及び来所時の検温及び健康状態
を把握（風邪症状の確認）

来所時の健康状態の把握には，「健康観察表」 な
どを活用します。

利用前に家庭で体温や健康状態を確認できなかった
参加者等については，施設会場等で運営スタッフ
が検温及び健康観察等を行います。（風邪症状の
確認 ）

③来所時に発熱等の風邪の症状が見られた場合
発熱等の風邪の症状がみられる場合には，当該参

加者を安全に帰宅させ，症状がなくなるまでは自
宅で休養するよう指導します。
なお，特に高齢の参加者等について，安全に帰宅

できるよう，家族の来所まで「通いの場」にとど
まることが必要となるケースもありますが，その
場合には，他の者との接触を可能な限り避けられ
るよう，別室で待機させるなどの配慮をします。
なお，別室については他の施設利用者が集まる場
所であるため，発熱等の風邪症状のある参加者が
他の地域住⺠と接することのないようにします。

（２）感染経路を絶つこと
新型コロナウイルス感染症は，一般的には飛沫

感染，接触感染で感染します。
飛沫感染：感染者の飛沫（くしゃみ，咳，つばな

ど）と一緒にウイルスが放出され，他の⽅がそ

のウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染し
ます。換気の状況や参加者同士の距離などを考
慮し，開催場所（広さ，屋内・屋外など）や時
間，回数，参加人数，プログラム等を設定す
る 。

接触感染：共有物品や，ドアノブなど手に触れる
場所とその頻度について特定し，消毒が必要な
場所の確認や，触れる箇所を減らす工夫を行う
とともに，感染者がくしゃみや咳を手で押さえ
た後，その手で周りの物に触れるとウイルスが
つきます。他の⽅がそれを触るとウイルスが手
に付着し，その手で口や鼻を触ると粘膜から感
染します。

閉鎖空間で，近距離で多くの人と会話するなどの
環境では，咳やくしゃみなどの症状がなくても感染
を拡大させるリスクがあるとされています。

感染経路を絶つためには，①手洗い，②咳エチ
ケット，③消毒が大切です。

かかりつけ医などと連携した保健管理体制を整
え，施設会場やトイレなど参加者等が利用する場所
のうち，特に多くの参加者等が手を触れる箇所（ド
アノブ，手すり，スイッチなど）は，適宜，消毒液
（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を
使用して清掃を行うなどして環境衛生を良好に保
つ。

①手洗い
接触感染の仕組みについて参加者等に理解させ，

手指で目，鼻，口をできるだけ触らないよう指導
するとともに，接触感染を避ける⽅法として，手
洗いを徹底します。様々な場所にウイルスが付着
している可能性があるので，外から会場等に入る
時やトイレの後，食事会（飲食）の前後など，こ
まめに手を洗うことが重要です。手洗いは30秒程
度かけて，液体石けんと流水で丁寧に洗い，ま
た，手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとし
て，共用はしないように指導します。
手指用の消毒液は，流水での手洗いができない際

に，補助的に用いられるものですので，基本的に
は流水と液体石けんでの手洗いを指導します。た
だし，流水で手洗いができない場合には，アル
コールを含んだ手指消毒薬を使用することが考え
られます。また，石けんやアルコールに過敏に反
応したり，手荒れの心配があったりするような場
合は，流水でしっかり洗うなどして配慮を行いま
す。
なお，参加者等に一律に消毒液の持参を求めるこ

とは適当ではありません。（それぞれの家族が希
望する場合には，この限りではありません。）



手洗いの６つのタイミング

食事（飲食）の前後外から会場に入る時 咳やくしゃみ，鼻をかんだとき

共有のものを触ったときトイレの後掃除の後
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２．基本的な感染症対策の実施
（２）感染経路を絶つこと
②咳エチケット

咳エチケットとは，感染症を他者に感染させな
いために，咳・くしゃみをする際，マスクや
ティッシュ・ハンカチ，袖，肘の内側などを使っ
て，口や鼻をおさえることです。

③消毒
かかりつけ医などと連携した保健管理体制を整

え，会場やトイレなど参加者等が利用する場所の
うち，特に多くの参加者等が手を触れる箇所（ド
アノブ，手すり，スイッチなど）は，１日１ 回以
上消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリ
ウム等）を使用して清拭します。なお，消毒用エ
タノールが入手困難な状態が続いているため，
「通いの場」における施設の消毒にあたっては，
次亜塩素酸ナトリウムを積極的に利用ください
（ただし，次亜塩素酸ナトリウムは腐食しやすい
物品には使用しません）。

「通いの場」では様々なものを共用しており，
用具や物品の共用を避けることができれば避ける
ようにしますが，消毒できるものについては消毒
を行い，使用後には手洗いをするように指導しま
す。

（３）抵抗⼒を⾼めること
免疫力を高めるため，「十分な睡眠」，「適度

な運動」や「バランスの取れた食事」を心がける
よう指導する。

３．集団感染のリスクへの対応
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（以

下，「専門家会議」という。）が令和２年３月19日
に示した見解によれば，これまで集団感染が確認さ
れた場に共通するのは，
 換気の悪い密閉空間
 多くの人が集まる密集場所
 近距離での会話や発声が⾏われる密接場⾯

という３つの条件が重なった場である。
こうした場ではより多くの人が感染していた

と考えられているため，この３つの条件が同時に重
なる場を徹底的に避けることが重要で，３つの密が
重ならない場合でも，リスクを低減するため，でき
る限り「ゼロ密」を目指すことが望ましいとされま
す。

『３つの条件が同時に重なる場』を避けるため，
a.換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底
b.多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮
c.近距離で会話や大声での発声をできるだけ控える

など，「保健管理や環境衛生を良好に保つような
取組みを進めていくことが重要」であるとされてい
ます。
（１）「密閉」の回避（換気の徹底）

換気は，気候上可能な限り常時，困難な場合はこ
まめに（30分に１回以上，数分間程度，窓を全開す
る），２⽅向の窓を同時に開けて行うようにしま
す。活動中は必ずしも窓を広く開ける必要はありま
せんが，気候，天候や会場の場所などにより，必要
に応じ換気⽅法について感染症専門職等と相談しま
す。
①窓のない部屋

常時入り口を開けておき，換気扇を用いるなどし
て十分に換気に努めます。また，使用時は，人の密
度が高くならないように配慮します。
②体育館のような広く天井の高い部屋
広く天井の高い部屋であっても換気に努める
③エアコンを使用している部屋

エアコン使用時においても換気は必要です

１．保健管理などに関すること
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３．集団感染のリスクへの対応
（２）「密集」の回避（⾝体的距離の確保）

多くの施設においては人の密度を下げることには
限界があり，施設利用上，近距離での会話や発声等
が必要な場面も生じることが考えられることから，
飛沫を飛ばさないよう，咳エチケットの要領でマス
クを装着するなどするよう指導すること。

「新しい生活様式」では，人との間隔は，できる
だけ２メートル（最低１メートル）空けることを推
奨しています。感染が一旦収束した地域にあって
も，「通いの場」は「３つの密」となりやすい場所
であることには変わりなく，可能な限り身体的距離
を確保することが重要です。

これらはあくまでも目安であり，それぞれの施設
の状況や感染リスクの状況に応じて，柔軟に対応す
ることが可能です。対面を避けたり，座席の間隔に
一律にこだわるのではなく，頻繁な換気などを組み
合わせることなどにより，現場の状況に応じて柔軟
に対応するようにしましょう。

（３）「密接」の場⾯への対応（マスクの着用）
①マスクの着用について

「通いの場」活動においては，近距離での 会話
や発声等が必要な場面も生じうることから，飛沫を
飛ばさないよう，参加者等及び運営スタッフは，基
本的には常時マスクを着用することが望ましいと考
えられます。 ただし，気候の状況等により，熱中
症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断し
た場合は，マスクを外してください。その際は，換
気や参加者等の間に十分な距離を保つなどの配慮を
お願いします。

また，体操など身体を動かす活動をする場合にお
けるマスクの着用は必須ではありません。
②マスクの取扱いについて

マスクを外す際には，ゴムやひもをつまんで外
し，手指にウイルス等が付着しないよう，なるべ
くマスクの表面には触れず，内側を折りたたんで
清潔なビニールや布等に置くなどして清潔に保ち
ます。マスクを廃棄する際も，マスクの表面には
触れずにビニール袋等に入れて，袋の口を縛って
密閉してから廃棄しましょう。

③布製マスクの衛生管理について（布製マスクの洗

い⽅）
布製マスクは１日１回の洗濯により，おおむね

１か月の利用が可能です。
④手作りマスクの作成及び活用

４．重症化の⾼い医療的ケアが⽇常的に必要な参加
者等や基礎疾患等のある参加者への対応等（利用停
止等の扱い）について

参加者等の感染が判明した場合等又は参加者等が
濃厚接触者に特定された場合には，「通いの場」に
おいて，当該参加者等に対し，利用停止の措置を取
ること。なお，後者の場合において，利用停止の措
置をとる場合の利用停止の期間の基準は，感染者と
最後に濃厚接触をした日から起算して２週間とす
る。また，参加者等に発熱等の風邪の症状がみられ
るときは，自宅で休養するよう指導すること。

なお，当該参加者等が「通いの場」などの介護予
防事業を十分に受けることができないことによっ
て，２次的な健康被害が生じることのないよう，必
要な措置を講じること等にも配慮すること。

５．運営スタッフの感染症対策
運営スタッフにおいても，感染症対策に取り組み

ます。また，毎朝の検温や健康管理に取り組むとと
もに，風邪症状が見られる場合は，自宅で休養しま
す。運営スタッフが休みやすい環境を作ることも重
要です。運営スタッフにおける支援体制について
は，可能な限り身体的距離を確保し，会話の際は，
できるだけ真正面を避けるようにします。

運営スタッフの打合せ等を行う際は，最少の人数
で，換気をしつつ広い部屋で行うなどの工夫や，全
体で情報を共有する必要がある場合は，電子掲示版
等を活用することが考えられます。

６．海外から帰国した参加者等への対応について

７．心のケアについて
運営スタッフや地域包括支援センター職員・リハ

ビリテーション専門職等を中心としたきめ細かな健
康観察等から，参加者等の状況を的確に把握し，健
康相談等の実施等による支援を行うなどして，心の
健康問題に適切に取り組むこと。

８．感染者，濃厚接触者等に対する偏⾒や差別
感染者，濃厚接触者とその家族，この感染症の対

策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏
見や差別につながるような行為は，断じて許されな
いものであり，新型コロナウイルス感染症に関する
適切な知識を基に，発達段階に応じた指導を行うこ
となどを通じ，このような偏見や差別が生じないよ
うにすること。

30㎡（15人）
レベル３：７人
レベル２：９人

50㎡（30人）
レベル３：12人
レベル２：17人



１．⼀⻫臨時休止に伴う地域⽀援事業などの遅れに
ついて

一⻫臨時休止に伴い，住⺠が介護予防事業を十分
に受けることができなかったことによって，２次的
な健康被害が生じることのないよう，自宅での生活
不活発病や認知症などの予防対策を適切に課すこと
等の必要な措置を講じるなど配慮する。

とりわけ，総合事業対象者などの利用の必要性が
高い場合は，当該参加者等の「通いの場」などの利
用状況を関係機関と共有するとともに，実態に応じ
た必要な措置を講じるなどの対応を検討いただきた
いこと。

２．「通いの場」などの活動における感染症対策等
に関すること

「通いの場」などの指導においても，別冊「通い
の場」運営ガイドに示す感染症対策を講じるととも
に，感染の可能性が高い一部の活動内容などにおい
ては，活動⽅法の変更の工夫などが考えられます。
各活動における「感染症対策を講じてもなお感染の
リスクが高い活動」として，以下のような活動が挙
げられます。
「★」はこの中でも特に感染のリスクの高いものと
して，実施について慎重に検討します。
各活動等に共通する活動として「参加者等が⻑時

間，近距離で対面形式となるグループワーク等」
及び「近距離で一⻫に大きな声で話す活動」
（★）

料理教室における「参加者同士が近距離で活動す
る調理実習など」

カラオケ教室やお話会における「室内で参加者等
が近距離で行うカラオケやおしゃべりなど」
（★）

お絵描き，工芸における「参加者同士が近距離で
活動する共同制作等の活動」

２．「通いの場」などの活動における感染症対策等
に関すること
体操など身体を動かす活動をする場合「参加者等

が密集する運動や器具機械を共有する活動」
（★）や「近距離で組み合ったり接触したりする
運動」（★）

１．「通いの場」の⾏事活動などに関すること
「通いの場」での多数の参加者による行事活動に

際しては，３密を回避し，地域の感染状況等も踏ま
え，それぞれの「通いの場」における行事活動の特
徴に応じて感染拡大防止の措置や開催⽅式の工夫等
の措置を講じたり，延期したりする等の対応を行い
感染拡大防止の対策を講じること。

特に，施設外の外出活動（小旅行など）について
は，その「通いの場」の意義や参加者等の心情等に
も配慮いただき，当面の措置として取り止める場合
においても，中止ではなく延期扱いとすることを検
討いただくなどの配慮をお願いしたいこと。

２．各活動などに関すること
活動の実施においては，地域の感染状況等も踏ま

え，「新しい生活様式」に沿いながら３つの条件が
重ならないよう，実施内容や⽅法を工夫すること。

また，活動は，参加者等の自主的，自発的な参加
により行われる活動であるが，参加者等の健康・安
全の確保のため，運営スタッフだけに任せるのでは

なく，市区町村担当者やリハビリテーション専門職
等が活動の実施状況を把握すること。

参加者等に手洗いや咳エチケットなどの基本的な
感染症対策を徹底させるとともに会場等の利用に当
たっては，短時間の利用としたり一⻫に利用しない
などに留意するよう指導すること。

また，参加者等に発熱等の風邪の症状が見られる
時は，活動への参加を見合わせ，自宅で休養するよ
う指導すること。
できるだけ個人の教材教具や運動用具などを使用

し，参加者同士の貸し借りはしないこと。
器具や用具を共用で使用する場合は，使用前後の

適切な消毒や手洗いを行わせること。
体操など身体を動かす活動に関し，医療的配慮者

等や家族から感染の不安により活動への参加を控
えたい旨の相談があった場合等は，活動への参加
を強制せずに，参加者や家族の意向を尊重するこ
と。また，体操など身体を動かす活動等は，感染
者が発生していない「通いの場」であっても，参
加者等や運営スタッフの生活圏（日常的な生活活
動の行動範囲等）におけるまん延状況を踏まえて
，活動の中止を判断すること。

体操など身体を動かす活動は，当面の間，地域の
感染状況にもよるが，可能な範囲で屋外での実施
も検討すること。ただし気温が高い日などは，熱
中症に注意すること。また，体育館など屋内で実
施することが可能である場合は，特に呼気が激し
くなるような運動は避けること。

体操など身体を動かす活動において，マスクを着
けて運動をする場合は，マスクをしないときに比
べて身体への負荷が著しく大きくなる可能性があ
るため，かかりつけ医の意見等も踏まえ，無理の
ないよう負荷を下げたり，休憩を取るなど配慮す
ること。そのため，マスクの着用については必須
ではありませんが，体操など身体を動かす活動に
おける感染リスクを避けるためには，参加者等の
間隔を十分確保すること。

（全体を通じての留意事項）
 運動不足の参加者等もいると考えられるため，参

加者等の怪我防止には十分に留意すること。ま
た，参加者等に発熱等の風邪の症状が見られる時
は，各種活動への参加を見合わせ，自宅で休養す
るよう指導する。

 参加者等の健康・安全の確保のため，運営スタッ
フだけに任せるのではなく，市町の担当者やリハ
ビリテーション専門職等が活動状況を確認する。

 活動時間や休止日については，別冊「通いの場」
運営ガイドに準拠するとともに，実施内容等に十
分留意し，特に分散開催を実施する「通いの場」
では，短い時間の活動にとどめるなど，分散開催
の趣旨を逸脱しないよう限定的な活動とする。

 運動不足の参加者等もいると考えられるため，参
加者等の怪我防止には十分に留意すること。ま
た，参加者等に発熱等の風邪の症状が見られる時
は，各種活動への参加を見合わせ，自宅で休養す
るよう指導する。

 参加者等の健康・安全の確保のため，運営スタッ
フだけに任せるのではなく，市町の担当者やリハ
ビリテーション専門職等が活動状況を確認する。

 活動時間や休止日については，本「通いの場」運
営ガイドに準拠するとともに，実施内容等に十分
留意すること。特に分散開催を実施する「通いの
場」では，「通いの場」運営ガイドよりも短い時
間の活動にとどめるなど，分散開催の趣旨を逸脱
しないよう限定的な活動とすること。
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２．地域⽀援事業などに関すること



３．食事会などに関すること
会食や茶話会など飲食を伴う活動をする場合は，

衛生管理を順守し調理作業や配食等を行うよう改め
て徹底すること。

食事や配食を行う参加者及び運営スタッフは，下
痢，発熱，腹痛，嘔吐等の症状の有無，衛生的な服
装をしているか，手指は確実に洗浄したか等，配食
の活動が可能であるかを毎回点検し，適切でない場
合は担当を代えるなどの対応をとること。
座席の配置について，対面ではなく，横並びで座

るなどの工夫を行うこと。
会食では，飛沫を飛ばさないよう，例えば，机を

向かい合わせにしない，または会話を控えるなど
の対応が考えられること。

会食等に当たり，大皿は避けて，料理は個別に配
膳するとともに，茶菓は個別包装されたものが望
ましい。

手や口が触れるようなもの（食器やコップ，箸な
ど）は，適切に洗浄消毒するなど特段の対応を図
ること。
食事会は，参加者等の健康のため低栄養を予防す

る重要な機能である一⽅，感染のリスクが高い活動
でもあります。レベル３の地域にあっても，臨時休
止期間中に工夫を凝らし栄養サポートに取り組んで
いる自治体の例などを参考に，配食事業所や専門職
，地域ボランティア等の人的資源を最大限活用する
ことなどにより，いかに参加者等の適切な栄養摂取
や食生活を支援できるかということについて，感染
リスクにも配慮しつつ積極的に検討することが望ま
れます。

４．清掃活動
清掃活動は，会場内の環境衛生を保つ上で重要で

ある一⽅で，共同作業を行うことが多く，また共用
の用具等を用いるため，換気のよい状況で，マスク
をした上で行うようにします。掃除が終わった後は
，できる限り液体石けんを使用して流水で手洗いを
行うようにします。

５．休憩時間
休憩時間中の参加者等の行動には，運営スタッフ

の目が必ずしも届かないことから，参加者本人に感
染症対策の考え⽅を十分理解させるとともに，地域
の感染状況及び「通いの場」の状況に応じて，休憩
時間中の行動についての必要なルールを設定するこ
となども含めて，指導の工夫が必要です。

トイレ休憩については混雑しないよう導線を示し
て実施します。また，廊下で滞留しないよう，私語
を慎むなどの指導の工夫が必要です。

６．来所・退所時
来所・退所時には，前記の「休憩時間」と同様，

運営スタッフの目が届きづらいことに加えて，特に
公共交通機関や送迎車への乗車中は，状況によって
は「３つの密」が生じうることを踏まえ，以下のよ
うな工夫や指導が必要です。
来所・退所時については，施設や玄関口等での密

集が起こらないよう来所・退所の時間帯を分散さ
せる。

集団で来所や帰宅を行う場合には密接とならない
よう指導します。

公共交通機関をやむを得ず利用する場合には，マ
スクを着用する，乗降・帰宅後は速やかに手を洗
う，顔をできるだけ触らない，触った場合は顔を
洗うなどして，接触感染対策などの基本的対策を
行うほか，できるだけ他の乗降者が少ない時間帯
に利用できるようにするなどの配慮を検討します
送迎車を利用するに当たっては以下のことが考え

られます
利用者の状況に配慮しつつ，定期的に窓を開け換

気を行うこと
乗車前に，家庭において検温し，発熱が認められ

る者は乗車を見合わせること
可能な範囲で運行⽅法の工夫等により，過密乗車

を避けること
利用者の座席を離し，それが難しい場合は，会話

を控えることやマスクの着用について徹底するこ
と

利用者に手洗いや咳エチケット等を徹底すること
多くの利用者が触れるドアノブ等を消毒すること

７．運営スタッフの活動に関すること
運営スタッフにおいては，参加者と同様に，感染

症対策に取り組むほか，濃厚接触者であるなど当該
運営スタッフが通いの場のサポートをすることによ
り感染症が蔓延する恐れがある場合にもサポート活
動をさせないようにすることなど適切な取扱いを行
うこと。

８．リハビリテーション専門職の⽀援活動に関する
こと
出務を受けるリハビリテーション専門職関係機関

（団体）の各施設の課題
具体的な支援活動の内容の検討
具体的な派遣支援⽅法について

10公益社団法⼈⽯川県理学療法⼠会

３．「通いの場」の実施に関すること



新型コロナウイルス感染症は，当分の間，常に再
流行のリスクが存在します。このため，緊急事態宣
言の対象地域から除外された地域であっても，引き
続き流行への警戒を継続し，地域における感染者が
増加した場合に備えて流行の監視体制を強化すると
ともに，その場合の「通いの場」における対応につ
いて想定・準備を進めておくことが重要です。

１．市区町村（⾏政）の衛生主管部局との連携に
よる地域の感染状況の把握

都道府県は，「通いの場」設置団体などに対し，
地域の感染状況や「通いの場」関係者の感染者情報
について速やかに情報共有を行うこととされていま
す。これを踏まえ，「通いの場」設置団体などは，
市区町村（行政）等と連携して，地域の感染状況を
把握することが重要です。

２．「通いの場」において感染者等が発生した場
合の対応について
（１）参加者等や運営スタッフの感染者が発生した
場合
①「通いの場」等への連絡

参加者等や運営スタッフの感染が判明した場合に
は，医療機関から本人（や家族）に診断結果が伝え
られ，医療機関から保健所にも届出がなされます。
「通いの場」には，通常，本人（や保護者）から，
感染が判明した旨の連絡がされることになります。

感染者本人への行動履歴等のヒアリングは，保健
所が行うことになり，「通いの場」において，感染
者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調
査を行う場合には，「通いの場」や地域包括支援セ
ンター（行政）も協力してください。
②感染者や濃厚接触者等の参加停止

参加者等の感染が判明した場合又は参加者等が感
染者の濃厚接触者に特定された場合には，当該参加
者等に対し，参加停止の措置を取ります。感染者や
濃厚接触者が運営スタッフである場合には，活動支
援をさせない扱いとします。
③施設内の消毒

参加者等や運営スタッフの感染が判明した場合に
は，保健所と連携し，当該感染者が活動した範囲の
物品を消毒します。
（２）「通いの場」内で体調不良者が発生した場合
の対応

「通いの場」内で，発熱等の風邪症状が発生した
場合には，当該参加者等を安全に帰宅させ，症状が
なくなるまでは自宅で休養するよう指導します。

なお，特に高齢の参加者等について，安全に帰宅
できるまでの間，「通いの場」にとどまることが必
要となるケースもありますが，その場合には，他の
者との接触を可能な限り避けられるよう，別室で待
機させるなどの配慮をします。
３．臨時休止の判断について

（１）「通いの場」で感染者が発生した場合の臨時
休止について

参加者等や運営スタッフの感染が確認された場
合，市区町村（行政）は，濃厚接触者が保健所によ
り特定されるまでの間，「通いの場」の全部または
一部の臨時休止を実施します。その後，運営団体責
任者は，感染した参加者等や，保健所の調査により
濃厚接触者に該当すると判断された参加者等につい
て，参加停止の措置を取ります。感染者や濃厚接触
者が運営スタッフである場合は，自宅待機などによ
り支援活動をさせない扱いとします。これにとどま
らず，「通いの場」の設置者（市区町村・団体）
が，地域支援事業における「通いの場」の全部また
は一部の臨時休止を行うのは，保健所の調査やかか
りつけ医の助言等により，感染者の「通いの場」内
での活動の状況や地域の感染拡大の状況を踏まえ，
「通いの場」内で感染が広がっている可能性が高い
と判断された場合です。「通いの場」内の感染拡大
の可能性が高い範囲に応じて，活動グループ単位，
利用日単位又は「通いの場」全体の臨時休止とする
ことが適当です。
①「通いの場」における活動の態様

感染者が，「通いの場」内でどのような活動を行
っていたか，活動の態様によって感染を広めている
おそれは異なってきます。
②接触者の多寡

不特定多数との接触があった場合などは感染を広
めているおそれが高まります。
③地域における感染拡大の状況

地域において，感染者が出ていない場合や，地域
における感染経路がすべて判明していて，関係者と
は接点が少ない場合などには，「通いの場」の臨時
休止を実施する必要性は低いと言えます。
④感染経路の明否

「通いの場」内で感染者が複数出た場合，「通い
の場」内で感染した可能性もあり，臨時休止を実施
する必要性は高まります。一⽅，感染経路が判明し
ており，「通いの場」外で感染したことが明らかで
あって，他の参加者等に感染を広めているおそれが
低い場合には，「通いの場」の臨時休止を実施する
必要性は低いと考えられます。
（２）感染者が発生していない「通いの場」の臨時
休止について

地域の感染状況が悪化し，感染経路不明の感染者
が多数発生しているような地域では，自治体の⾸⻑
がアラートを発し，地域内の社会経済活動を一律に
自粛することがあります。このような局面では，感
染者が出ていない「通いの場」であっても，臨時休
止を行う場合があります。その際設置者は，臨時休
止の要否について，参加者等や運営スタッフの生活
圏（日常的な行動範囲等）におけるまん延状況によ
り判断することが重要です。
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１．衛生用品の準備
通いの場」運営用の準備
液体石けん➡流水での手洗い
アルコール消毒液➡手指・物の消毒
除菌シート➡清掃（環境整備）
次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）➡ドアノブ等

の清掃
消毒液を入れる容器➡作った消毒液用（消毒薬の

持ち運び）
体温計➡体調チェック（健康管理）
ペーパータオル➡清掃，手拭き
「通いの場」運営スタッフ用の準備
使い捨て手袋➡感染予防
マスク➡感染予防
足踏み式ごみ箱／蓋付き➡衛生用品の廃棄
ゴミ袋➡衛生用品の廃棄
フェイスシールドやゴーグル

（無ければ，眼鏡などで代用も考慮）
➡目の粘膜保護

⻑袖ガウン・ビニールエプロン➡感染予防

２．安全管理
「通いの場」運営スタッフへの説明
感染予防策・衛生用品の説明
手袋・マスクの装着⽅法
手袋・マスクの脱衣⽅法
飛沫・接触など

感染経路別リスク・予防策の説明
「通いの場」運営スタッフの体調管理体制
運営スタッフの体調管理⽅法・対応ルール
通いの場」活動後のルール

３．参加者などへの配慮
配慮が必要な⽅への準備
参加者（住⺠）等に配慮した啓発用の掲示➡多様

で細やかな配慮
参加者（住⺠）等への情報提供➡確実に届く情報

提供
様々な配慮ができるような資源（人，介助用品，

衛生用品など）の確保➡生活への支援
要配慮者として高齢者世帯，独居者への対応➡連

絡先の情報

４．関係機関への事前準備
「通いの場」施設管理者との調整
活動再開手順の確認（場所・活動時間の制限や短

縮・参加者等の人数制限）
役割分担
感染者発生時のゾーニングの設定（施設ごと）
利用ルールの確認
使用する施設（部屋）の確保➡密室・密集・密閉

を防ぐ
活動終了後の施設（部屋）の消毒➡平時施設利用

への安全な現状復帰
「通いの場」施設管理者との調整
活動再開利用の可否の事前確認➡現状の把握
衛生用品と対応スタッフ（ボランティアなど）の

調達⽅法➡支援の準備
新たな「通いの場」の確保➡「通いの場」として

の施設（会場）の確保

５．「通いの場」の準備
参加者などへの配慮
連絡担当者の確認
利用可能な「通いの場」の確保
利用時は衛生用品の持参を周知➡感染症予防
参加者間が離れて（社会的距離）利用することを

伝える➡感染症予防
活動再開に対し，参加することを恐れないことを

周知➡生命の保護
通常の感染予防対策（通常の携帯品）の周知

➡「通いの場」運営の負担軽減
濃厚接触者の陰性者への配慮
「通いの場」に関する責任の所在
「通いの場」利用手順（指示，設備）の確認
「通いの場」への誘導の確保

６．「通いの場」の集う前︓
「通いの場」運営ルールの決定
「通いの場」の室内のレイアウト検討
参加者等名簿の準備（後で連絡がとれるよう）
手洗い，咳エチケットなど感染防止の基本を会場

で掲示
会場の掃除・消毒に関するルールの設定➡濃厚接

触者の後追い
会場入り口（受付）から会場（部屋）までの対応

➡衛生ルールの確立
体調不良者が出た場合の対処⽅法などの検討➡衛

生環境の配慮
体調不良者への対応
感染症を疑う有症状者への対応➡感染波及の予防
隔離できる部屋の準備など➡統一した指針の確立
緊急時の相談担当者の設置➡安心の提供
帰国者・接触者相談センター（コールセンター）

の案内➡情報の提供

７．「通いの場」の活動中
会場の環境整備と維持
活動中の参加者等のソーシャル

ディスタンスが順守され，活動のしやすさの検討
参加者等の状態像に合わせた「通いの場」の会場

スペースの検討
手洗い場やトイレなど共同スペースの衛生環境
食事やお茶などを提供する場合，衛生に配慮した

管理と配布⽅法の検討
会場で使用する設備（椅子やテーブルなど）
ゴミの後始末
体調不良者などの対応

８．「通いの場」の終了後
「通いの場」の会場の環境整備の消毒

➡現状復帰
参加者等の体調確認
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５．「通いの場」活動再開準備手順



新しい生活様式に対応した「通いの場」活動再開チェックリスト
□ 参加者等及び運営スタッフの毎回の検温，風邪症状の有無等の確認を行う準備ができていますか？
□ 手洗いや咳エチケットの指導を行いましたか？
□ ３つの条件（換気の悪い密閉空間，人の密集，近距離での会話や発声）が同時に重なる場を避けるた

め，①換気の徹底②近距離での会話や発声等の際にマスクの使用等を行うことを運営スタッフの間で確
認しましたか？

□ 休止に伴う２次的な健康被害などに関する対応策について検討しましたか？
□ 一度に多くの参加者等が集まる「通いの場」などの実施⽅法を工夫しましたか？
□ 狭い会場での「通いの場」の実施にあたり，実施内容やを工夫した上で，感染防止のための対応を行い

ましたか？
□ 飲食を伴う食事会の実施にあたり，感染防止のための工夫を行いましたか？
□ 他の利用者も使用する施設で会場等の活用について検討しましたか？
□ かかりつけ医等と連携した健康管理体制を整え，清掃などにより環境衛生を良好に保っていますか？
□ 抵抗力を高めることが重要であることの指導を行いましたか？
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利用者に寄り添った活動再開の心構え
近隣に合わせることなく「我が町」としての⽅針を利用者と一緒に考えましょう。
話し合いや相談に対応し，最終判断は，参加者等の運営スタッフ（団体）で決定しましょう。
参加者自身の健康管理と「新しい生活様式」に対する認識を定着させ，適切な習慣化を図りましょう。
活動再開の判断基準を明確に！選択の余地がある！参加者等の選択肢を理解してもらうことで住⺠に

とって，前向きに感染症予防に取り組む糧となります。
基本は自宅での体力づくりであり，再開に際して利用者同士が何らかの理由で繋がっていたい⽅々が集

える場所として灯は絶やさないようにしましょう。
再開には焦らない（焦らせない）
再開＝元の状態の固定観念にとらわれる傾向があるため注意が必要。よって，段階的に再開していくス

タイルを提示しながら，個別の事案について具体策を検討していきましょう。
⻑期化を見据えて再開の企画を考えるが状況は日々変化してくるため，「１ヶ月ごとを目途に一歩一歩

進め行くと，その次のステップが自然と見えてくるようになる」ことを，運営スタッフの責任者（地域
リーダー）などに伝え，再開に向けた個別の検討を行いましょう。

活動は，再開しやすい内容のものから検討を開始するほうがスムーズに再開ができる。
他の地域での「通いの場」の状況を互いに知りたがるため，地域包括支援センター（行政など）は全体

を把握して情報提供をすることが活動再開をすすめる一歩になりやすい。
地域活動を停滞させないように，大事な会合は何とか開催できるように開催⽅法を検討しましょう。
住⺠側との具体的な検討を行う際には，支援者側（行政・地域包括支援センター・社協など）の意思統
一をしておきましょう。

◆集う前
集う場所（会場）を決める。また，来所⽅法の確認（送迎の有無，送迎中の環境整備など）
集う場所（会場）の環境整備：椅子の配置，消毒，換気⽅法など３密を回避する
参加者等の制限（名簿作成）また，可能な限り参加者等が対面にならないよう席順を決めておく
参加当日のセルフケアチェック（検温や自覚症状の有無を事前に確認）
リスクマネジメント（緊急時連絡先等の把握，避難誘導⽅法の確認，活動保険の加入など）
開催日時の決定（活動時間の短縮：１時間〜２時間程度）
飲食の有無（可能であれば飲食を避ける。但し水分補給の水やお茶は可能）

◆活動時
参加者等の確認（来所持，問診や検温でセルフケアチェックの再確認）
感染防止の基本（身体的距離の確保，手洗い，マスクの着用）の厳守
体操の実施：３密を回避（適時換気）
活動中の体調管理
休憩中のトイレ使用後の手洗いやドアノブなどの消毒など
飲食を行う際には自前で準備（マイ箸やマイコップ，ペーパー皿などを活用）

◆終了後
集う場所（会場）の環境整備（使用した器具や部屋の清掃・ごみの持ち帰り・消毒など）
自宅でのマスクの捨て⽅の指導
セルフケアチェック
自宅での体操の実施

「通いの場」案︓体操などの健康教室（シルバーリハビリ体操など）


