
令和２年度　第１回蓮田市地域包括ケア推進代表者会議（書面開催）

顧問からのコメント

議題２
・貸与されている陽性患者輸送車の運用規定の決
定の際にPCR検査センターへの移送のための利
用が可能かの検討も、蓮田市は念頭にはおいても
らっているようです。
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議題２
・防護具は、4月に比較すると東埼玉病院でも何
とか定期的に入ってくるようにはなっています
が、新型コロナウイルス感染症流行以前のように
十分な量は供給されていません。また、価格の上
昇も経営に影響しています。結核を診る病院のた
め、Ｎ95マスクは一定数供給してもらっていま
すが、それでも節約して使っています。

・参考になります。

議題１
・使用の仕方に関して難しいですが、zoom等の
使用の必要性に関しては同感です。

議題２
・サイトカインストームについては、まだ未知の
部分もありますが、情報を集めつつ対応を考える
ことは重要だと思います。

蓮田市医師会

・マスク、消毒用アルコール等の必要な
物品の確保。
・人材維持（離職を抑える、新しい人材
確保）
・新しい人材確保・・・新型コロナウイ
ルスの感染を心配して他業種からの転職
者が減る。
・三密のうち密接時間を減らせるか等が
課題。

・当院ではマスク着用、三密回避、アルコール又は
次亜塩素酸液による消毒、感染症患者の隔離、鼻腔
検体採取時の防護服の着用等の対策をしいてる。

蓮田市歯科医師会

　老人センターに通っていた患者さん
で、センターが閉まり、通所出来なくな
ると、急激に認知症状が進み、一人で何
でもやられていたかたが、入れ歯も一人
で装着出来なくなり、外出も出来なくな
る様を見て、介護予防事業の大切さを改
めて実感しました。
　この様なことを繰り返してはなりませ
ん。感染予防対策に努めながら、大変で
はありますが今後も介護予防事業を進め
ていかなければならないと感じていま
す。
　今後は、出来ることは何でもやってみ
る姿勢で、リモートでのオンライン体操
教室とか、Zoomでのサロンの開催とか
もするべきです。やってみると案外経費
もかからず、手間もかかりません。何よ
りも移動する時間の節約になり、このコ
ロナ禍での唯一の成果は、世の中のリ
モート化の加速でしょう。

　蓮田市歯科医師会へのサージカルマスクと消毒剤
の配布をありがとうございました。会を代表しまし
てお礼を申し上げます。今後も配布していただける
のであれば、今もなお入手困難なＮ95マスクをお願
いいたします。
　歯科医師会は、「新たな感染症と歯科診療の指
針」に基づき、歯科診療を進めていきます。（別紙
資料参照）
　肝炎ウイルス感染対策に以前より歯科医院は取り
組んでいましたので、新型コロナ感染対策にも、素
早く対応が出来ました。ご承知の通りに歯科医院で
の新型コロナ感染クラスター発生の事例は、全国で
皆無であります。このことに我々歯科医療関係者は
誇りを持ちます。
　適切な口腔ケアを行いますと、新型コロナ感染の
重症化を防ぐ可能性が高いと言われています。今後
エビデンスが示されると思いますが、口腔ケアを行
うことにより、炎症性サイトカインが減少すること
が、サイトカインストームを予防するからであろう
と思われます。コロナウイルスが体内に入るには、
受容体であるＡＣＥ2が必要ですが、ＡＣＥ2は歯肉
と舌背に高発現しています。

委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】

蓮田市医師会

特にありません。  蓮田がエリアとなっているＰＣＲ検査センターは遠
いので、蓮田市民に行っていただくのが申し訳ない
と思っています。※車で1時間かかります。
保健所の場所など問題も多いと思いますが、白岡や
久喜などの市町村と相談していただくか、南埼玉郡
医師会に働きかけて近くでやれるようにしていただ
ければと思います。
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顧問からのコメント委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】

蓮田市薬剤師会

　人と人のつながりが途絶えないよう、
継続の努力を続ける。
・屋外での集まり
・少人数での活動
・感染予防の徹底（教育効果も期待でき
る）
例えば、以上のような点を考慮した上で
実施。

　薬局薬剤師は、地域の保健活動を努力すべき目標
としているので、マスクや、消毒剤、それらの代替
商品の提供及び正しい活用法などの啓発活動を日頃
より続けてきましたが、今回想定外の需要に対し、
十分な対応が出来ませんでした。
今後、薬剤師会としての備蓄等、団体チームとして
の対策を考えていきたいと考えています。

しかるに、適切な口腔ケアで、ＡＣＥ2の発現を抑
制可能です。
感染者対策としては、ポビドンヨードのうがいによ
り唾液中のコロナウイルスも減少します。このよう
なうがいでなくとも、歯磨き剤には中性洗剤（コロ
ナウイルス表面のエンベロープを無毒化します）が
含有されており、適切な歯磨きとうがいによってコ
ロナウイルス感染を抑制出来ると思います。適切な
口腔ケアは、コロナウイルス感染予防にも有用であ
ると思われます。

蓮田市歯科医師会

蓮田市訪問看護事
業所連絡会

　介護予防について様々な取り組みがさ
れていたのですね。その取り組みが皆さ
んに周知されているのか？利用者様家族
からも聞いたことがなかったので。
　加えてコロナ禍の中で人と接すること
をこわがっているかたに対して、どのよ
うな方法で外に連れ出すことができるの
か？
やはり家から出て体操するほうが身体的
にも精神的にも健康になると思います。
参加者にはエタノール消毒剤を無料配布
するなどの特典をつけてみてはいかがで
しょう。

　インフル対策に引き続きマスク着用義務化。緊急
事態宣言発令とともに社内クラスターと三密回避の
ため直行直帰開始。
マスクとフェイスシールド、手袋着用義務化、手指
消毒。外出から帰社時は、マスク破棄し、手指消毒
し社内へ。社内滞在時間を記入し、接触人数の把
握。
　職員は2回／日検温し、行動記録を記載、1ｗごと
に提出。
　利用者発熱時はガウン、シャワーキャップ、マス
ク2枚、手袋2枚で対応。新型コロナが疑われる場合
は、接触者センターへＴＥＬしてもらい対応しても
らう。
　ＰＣＲ検査をした場合は、接触したスタッフも判
定が出るまで自宅待機。ＰＣＲ検査しなかった場合
は、解熱後2ｗは訪問休み。休みの間はＴＥＬにて
様子をうかがう。
上記、今現在も継続中。
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顧問からのコメント

議題１
・やはりオンラインの工夫はせざるを得ないこと
に同意します。いろいろな立場から、どのように
使うことができるか意見を出し合うことも大切か
と思います。

議題２
・きちんとした対応をして頂いていると思いま
す。ただ、症状がない患者さんへの抗原検査の結
果（特に陰性の場合）の判断はなかなか難しいと
思います。

委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】

認知症専門病院

・開催時の留意点
○毎日、検温チェック（朝、晩）、その
他体調について毎日チェックできるよう
なシートを作成し、配布。それを持参
し、問題なければ参加。その際も参加可
能な状態についての一定のルール作りが
必須。
○開催場所で入室時には検温の必須。ま
た、手指消毒の実施。ソーシャルディス
タンスの確保とマスク着用にて実施。マ
スク着用のため、休憩時間の確保。換気
がよい部屋での実施。
上記の内容、及びその他ルール作りを
行った上で、条件を満たすことができる
箇所については実施。その他については
実施不可とする。
→○実施不可となった箇所や、個人的に
集団での参加を自粛したいと思っている
方々も多くいらっしゃると思われるた
め、オンライン（ユーチューブや市の
ホームページ上などで新たな自宅ででき
る介護予防体操の開発を行い、見られる
ようにする。）
○日常生活の中での自宅でできる「なが
ら体操」等の開発及び資料の配布を行
い、チェックリストと同時配布すること
で、自宅でもできる介護予防の促進を図
る。新しい生活様式の確立が図られてい
ない中、生活状況が混乱している状況で
実施可能なシステムの構築は困難である
と思われるが、逆に新しい生活様式の軸
として介護予防の観点を入れた生活様式
のシステムを確立できる可能性もあると
考えられ、早期に上記の内容含めて介護
予防への新たな取り組みを実施する必要
があると考えます。

　蓮田よつば病院での新型コロナ感染予防への取り
組み
・職員及びその家族に朝・夕2回の検温チェックを
実施し、出勤時にも検温を実施、確認している。
・院内出入り口について来院される全ての方につい
て検温、手指消毒、マスク着用を徹底。
・職員ロッカーでの蜜を避けるため、入室制限を行
う。
・病棟毎に動線を別にすることでリスク回避を図
る。
・新規入院患者様には抗原検査を実施。（8月中旬
より実施予定）
・デイケアにて全ての利用者様への自宅での検温実
施。また送迎時にも検温を実施し、状態確認してい
る。
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顧問からのコメント

議題１
・パソコンやテレビを見る習慣がない方々にどの
ように、オンラインでの参加を促すか、あるい
は、別の方法を使うのかの工夫は必要と思われま
す。

議題２
・蓮田市には医療機関が少ないため、必ずしも市
内だけでの完結は難しいです。濃厚接触者は、自
宅待機をせざるをえないと思われますが、その際
にどのように注意して家族内感染を防ぐかの具体
的な指示が本来は必要です。

蓮田市介護支援専
門員連絡会

委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】

議題１
・私も答えは持っていませんが、どのように介護
を受ける人とコミュニケーションを取るかは極め
て重要な問題です。オンラインの会議は慣れると
楽ですが、会議のオフィシャルな場では話せない
ような、会議前後や休み時間に立ち話されるよう
なちょっとした情報（会議の余白の様なもの）
が、その後の円滑な会議運営や新たな発展につな
がるものなのだと最近痛感しています。まして
や、高齢者の集まりは、その余白部分そのものが
重要なので、方法論が難しいです。

議題２
・医師会委員へのコメントでも書きましたが、防
護具はそれなりに流通し始めていますが、コスト
は高いままで経営を圧迫しています。いまでも、
医療用マスクなどは制限しつつ使用しています。

・以前のように、どこかで集まって体操
等活動をするのは現状難しい。you tube
で簡単な体操を流してみる。
・平日の昼間、決まった時間に防災無線
でラジオ体操を放送し、運動する時間を
呼びかけてみる。
・パソコンやテレビを見たりする習慣が
ほとんどなく、ラジオを聞くかたが割と
いるので、地域のラジオ番組（ミニＦ
Ｍ）を立ち上げて、ラジオ体操を流した
り、声がけしたりしてみる。

・マスクや消毒液を配布する等している。
・高齢世帯、独居世帯には、安否確認や体調確認も
兼ねて、こまめに電話したり、短時間訪問にて対
応。
・市内の医療機関で感染症が発生した際、予約通院
が出来なくなり、その際の代わりの医療機関への受
診方法など情報提供の実施。
・今後、同居家族が感染した場合、濃厚接触者に
なった際、入院等にならず、サービスも全く利用出
来なかった場合の対応策が、現状ではないと考えら
れるため、不安がある。

介護施設・介護事
業所

　この新型コロナの現状を踏まえると、
介護予防の事業は、今まで地域の中に入
り、みんなでコミュニケーションを取り
ながら行って来たことや対象者が高齢者
という事を考えると、全て今の感染予防
対策と相反するものであり、今の現状
（新型コロナ）が続くようでは、継続す
るのが大変厳しい状況であると思う。
介護予防の体操やお話をしてコミュニ
ケーションを取り、同時にご高齢の方
（参加の方々）の異変を気づくために
は、やはり電話や一方的なインターネッ
ト配信では厳しく、顔が見える環境での
実施が不可欠であると思う。
　緊急事態宣言の間、子供たちの学校も
休みになり、オンライン授業などの話題
もあったように、高齢者の見守りなども
含め、予算的に厳しいかと思いますが、
デジタル端末の導入などを各家庭毎に繋
がる顔の見える化を検討していく事も必
要なのではないかと思います。（昔、電
話がまだ全世帯になかった頃、各家庭に
あった有線のようなイメージです。）

　施設としての取組は、厚生労働省や各都道府県、
老施協などの通知を参考に行っており、各医療福祉
関係の対応は、どこもあまり変わらないと思うが、
施設としては、外部者（ご家族等）の施設内禁止措
置（ターミナルや緊急の場合は除く）、スタッフ・
入館者の検温や体調の管理、マスクの着用、新規入
居者利用者の2週間体調観察、定期的な施設内消毒
等を行っている。あとは、通常のインフルエンザや
ノロウイルスなどと同様の感染症対策を地道に行っ
ていくしかないと思うので、消毒の前に「手洗いの
徹底」や免疫力が低下しない様に「規則正しい生活
（食事や睡眠）」の徹底をお願いしている。
　一時的なマスクの品薄から、アルコールの品薄や
体温計・体温計の電池（LR44）が品薄に変わり、
現時点では、ディスポグローブが品薄となってい
る。
価格帯も、今までマスクは、6円/枚だったものが、
営業電話で96円/枚という営業をしている業者もお
り、今では落ち着いて来ているが、それでも当初の
価格には戻っていない。また、プラスチック系の
ディスポグローブも当初より2倍以上に値上がりし
ており、注文をしてもその数量通り納品されていな
い。
　使用数量（注文数量）が今までの実績として取引
業者にて登録されているので、私たちの施設は、現
時点で値段は高騰しているが、アルコール消毒剤や
ディスポグローブは、少しずつでも納品して貰えて
いるので、まだ助かっているが、小規模な事業所で
は更に大変な状況であるのではと推測できる。
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顧問からのコメント

議題２
・患者さんがどこかに隠れているのではないかと
不安になる気持ちは良く理解できます。ただ、慎
重になる必要はありますが、不安になっても問題
は解決しません。基本的には、それぞれの施設や
在宅での、可能な範囲での標準予防策の徹底が必
要だと思います。
　施設の名前を出すことは、（医療機関に関して
は）保健所指導の下にルールの中で行っていま
す。というか、院内感染は保健所に発表されてし
まいます。その施設での濃厚接触者は、隔離など
の管理をされて、検査を必要に応じて行い、外部
の接触者がいる場合には施設からの情報を元に保
健所を介して追跡されることになっています。理
解して頂きたいのは、医療機関や介護施設は意図
的に隠蔽しようとしているのではなくて、気がつ
いていないのでクラスターになっていることが大
半だと思います。当院がそうであったように、陽
性患者を診ている医療機関（非公開の場合が多
い）での院内感染は、陽性患者を診察していない
部署から発生する（職員が会食で持ち込むか、通
常の外来の患者が持ち込む）ことが大多数だと考
えます。何れにしても、感染が発生している（発
生している事がわかっている）医療・福祉施設で
は患者さんの受入は間違いなく中止していますの
で、発表の有無はそれほど重要ではないかもしれ
ません。

蓮田市閏戸・平
野地域包括支援

センター

・介護予防把握については、介護予防普
及啓発事業の再開の目途が立っていない
ため、基本チェックリストの該当者の振
り分け先もない。そのため、該当者をど
んどん総合事業や介護認定につないでい
くしかない。
・地域介護予防活動支援は自主活動のた
め、やるかやらないかはそれぞれのグ
ループの判断に任せる。再開しているグ
ループの良い情報を、再開希望のグルー
プへ情報提供を行う。また、体操をＤＶ
Ｄに焼いて、配付、ＤＶＤを見て少人数
で体操ができるよう支援する。
・介護予防普及啓発事業については、一
般の体操教室や認知症のセミナーのよう
に包括直営で行わずに、準備の段階から
一般の事業者に任せて行う。

・今まで通り、マスク着用、手指の消毒、換気や三
密は避けて、しっかりと感染症対策を行った上で、
介護予防事業には参加していく。

訪問介護事業所

・今まで時間をかけてここまで積み上げ
てきたものが途絶えてしまうのは非常に
残念なので、何とか継続出来る方法を模
索していきたいです。
・通いの場を失い、不穏になっている方
もいらっしゃると聞きます。ヘルパーの
立場で申し上げると、自宅でも出来る体
操をヘルパーと一緒に行う。課題をクリ
アしていく事も大事かと思われます
・通いの場はやはり感染防止対策を徹底
した上で、1回の人数に制限を設けて継続
していける方向で検討出来ないでしょう
か？
また、手間はかかるでしょうが、電話
　で生活状況を確認したり、困り事の相
談に乗り、身体的、精神面でフォローの
必用な方から優先的に外出の機会を得ら
れる仕組み作りも大切だと思います。

・蓮田市の取り組み資料を拝見しました。事業所に
もマスクやアルコール、次亜塩素酸水の配布があり
ました。誠にありがとうございました。
＜事業所の感染対策として＞
・3月上旬よりヘルパーにサージカルマスクとアル
コールを配布しています。又、朝は検温し、37.5℃
以上の方は勤務しないよう、指導しています。
・４月上旬、利用者、ご家族様にえいじゅの取り組
みとお願いの手紙を配布し、ヘルパーに対し独自の
感染予防マニュアルを作成し、配布しました。
4/18と6/13に利用者様全員にサージカルマスクを
配布させていただきました。
・国や県・市からの情報は逐一ヘルパーに申し送る
と共に、熱中症対策や脱水に留意すること、感染者
が出た場合の対応を指導しています。
・上記、今、出来る対策を精一杯実施しているつも
りですが、正直、不安で仕方がないのが本音です。
すぐそこまで来ていると思うと怖くてたまらないで
す。蓮田市には、コロナ感染者が出た際は、特に病
院や施設に限るでも良いので、正確な情報を事業所
にも流して頂くことを強く希望します。ご検討、よ
ろしくお願いします。

委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】
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顧問からのコメント委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】

蓮田市社会福祉
協議会

・基本的考え方・・・新型コロナウイル
ス感染症対策は全ての事業の基本
1）新型コロナウイルスに関する知識は、
ＴＶから入手する「極めて断片的な知識
の集積」である。
2）新型コロナ感染予防のためには、新型
コロナを正しく理解し、適格な感染予防
行動を、日常生活の中で実践できること
である。
3）介護予防事業では、多くのリーダー、
啓発員、支援者が、当該地域の方々を個
別指導する取り組みなので、新型コロナ
感染予防について、同様な役割を担うこ
とが可能と判断する。
1　介護予防事業のベースと位置づけ、新
型ウイルス感染症対策講座を開催し、そ
の徹底を図る。
2　受講対象者
　1）地域介護予防活動のリーダー層
　2）介護予防普及啓発員
　3）介護予防・日常生活支援者
3　講座（案）
　1）新型コロナウイルス感染症の基礎
　2）蓮田市（埼玉県）の新型コロナウイ
ルス感染症への取り組みについて
　3）各人が厳守すべき感染予防具体策
　4）新型コロナウイルスと熱中症、新型
コロナウイルスとインフルエンザが同時
多発する時期の対応、心構えなど

Ⅰ　所属グループにおける新型コロナウイルス感染
症への対応について
1　高虫高寿会（老人会）
　1）特段の対応は行っていない。
　2）蓮田市の公共施設などへの対応を参考にして
いる。
2　ボランティア点訳グループ『ともしび』
　1）定例会は、蓮田市社協の指導のもと、参加人
数10人以下を守り、入室時の手指の消毒、体温測
定、会議中のマスク着用、終了後の机などの消毒を
実施。
　2）小学生対象『点訳教室』への取り組み
①黒浜小、黒浜南小から、9月に『点訳教室』開催
要望
②『点訳教室』の新型コロナ対応
ア　体育館での開催
　ａ　マイクを使って講義をする・・・マスクごし
の声が良く聞こえるようにする
　ｂ　教材の変更・・・理解できない人に個別指導
をするのではなく（3蜜を防ぐ）、『疑問点』を明
確にし、教材を使って全員に解説する
　ｃ　2クラス一括開催・・・生徒との接近機会の
削減
イ　点字版（点字を打つ道具）などの事前、事後消
毒の実施
ウ　『ともしび』派遣者の健康管理
　ａ　学校に入る前の手指の消毒、体温測定
　ｂ　予定しているかたが体調を崩した場合は予備
のかたが参加⇒予備のかたをあらかじめ指名してお
く
（2クラスを体育館で一括開催による講師数減少の
効果）
Ⅱ　地域への支援策などについての要望
1　老人会、サロン、ボランティアグループなどを
対象に新型コロナウイルス感染症対策講座の開催、
要望により、出前教育の実施
　1）新型コロナウイルス感染症の基礎
　2）蓮田市（埼玉県）の新型コロナウイルス感染
症への取り組みについて
　3）各人が厳守すべき感染予防具体策
　4）新型コロナウイルスと熱中症、新型コロナウ
イルスとインフルエンザが同時多発する時期の対
応、心構えなど

議題１.２
・新型コロナウイルスに関する正しい知識をもつ
ことは、介護を受ける側にとっても介護をする側
にとっても大切だと思います。ただ、その新型コ
ロナウイルスの情報が錯綜していることが問題で
すが、その中からより確実なものを見つけること
が大切です。やはり、個人の意見より学会や行政
からの公式発表はそれでも信頼性は高いことが多
いです。
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顧問からのコメント

幸手保健所

・まずは、現場のニーズについて、アン
ケートや電話により具体的に把握を行っ
てはいかがでしょうか。
・その後、どのような事業を行うかにつ
いては、厚生労働省がホームページで、
各自治体が作成している体操動画やリー
フレットなど、取組事例を紹介していま
すので（令和２年５月２９日付け厚生労
働省老健局介護保険計画課等事務連絡
「新型コロナウイルス感染症拡大防止に
配慮して実施する介護予防・見守り等の
取組例について」参照。）、これらを参
考にされてはいかがでしょうか。
・個人的な感想としては、自宅に引きこ
もって動かなくなっている高齢者のた
め、少人数の体操教室を多くの回数開催
する取組が印象に残りました。

・幸手保健所では、彩の国「新しい生活様式」安心
宣言（別紙参照）に沿って、感染防止対策に取り組
んでいます。

委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】
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議題１
・地域の活力がなくなることは大変な問題だと言
うことに同感です。議題2の「withコロナ」とど
のように両立させて、活性を保つかが難しいです
が、今後意見が出し合われるべきかと思います
が、その意見を出し合う会議も開きにくいことが
問題です。

顧問からのコメント委員所属 議事１【介護予防事業について】 議事２【新型コロナウイルス感染症対策について】

13 自治連合会

　自治連合会では、平成28年度より、心
と身体の健康づくりを通して健康寿命を
延ばすことを目的とした「はすぴぃ元気
体操」を主要事業の一つとして普及に取
り組んでいます。
　コロナの影響で、すべての開催場所で
活動を休止し、6月から再開した場所もあ
りましたが埼玉、蓮田市においても感染
者が多数出たため、また再休止となって
しまいました。しかし、介護予防の歩み
を止めるということは、個人の介護予防
だけでなく、地域の活力がなくなってし
まう危険もあるので、コロナの対策を講
じたうえで介護予防の歩みを止めず、続
けていくことが必要であると感じていま
す。
　また、昨今の温暖化で猛暑の夏では、
体力のない高齢者が熱中症になってしま
うということもあるのではないかと心配
しています。
全てのサークル活動の共通の目的のひと
つが介護予防にあり、外に出ること、人
や仲間と接して、しゃべること（脳の活
性化）、身体を動かすこと（筋肉強化）
笑顔、笑うこと（精神衛生、顔の老化防
止）すべて若さの維持と介護予防に最も
効果がある良薬であると考えます。

　これからの生活の合言葉は「withコロナ」です。
まだまだコロナが終息するには、相当の期間がかか
ります。コロナはいつも住民の傍にあり、コロナと
共に（withコロナ）生活しているということを念頭
に置くことが肝要です。withコロナに沿った新しい
生活様式を受け入れ、withコロナに沿った新しい地
域、自治会活動を住民も受け入れていかなければな
らないと思い、啓発に努めています。
　自治会内では、自治会館など集会の拠点となるよ
うな場所では、感染のリスクが高まりますので、緊
急事態宣言以降の自治会館を閉館しておりました
が、緊急事態宣言解除後は７月から段階的に利用の
再開をいたしております。再開に向け、感染予防に
努めるべく、新しい自治会館利用方式を説明会で周
知しております。
　具体的な取り組みとしては、三密を避けるため
に、自治会館の広さに応じて利用人数を制限した
り、水分補給のための持参したペットボトル利用以
外の飲食は禁止したり、会場・備品の消毒の徹底を
しています。コロナ対策を災害（コロナ禍）と認識
し、自主防災会予算（防災資機材費）から防災・減
殺措置として安全対策品を用意いたしました。（置
き型クレベリン空間除菌２台、送風機、非接触型体
温計、パルスオキシメーター、除菌用品、手指消毒
用品、フェイスシールド）
また、コロナに沿った利用再開要領とフロー、自治
会館の利用チェックシート、利用団体の出席者名簿
のほか、利用の際に個人が記入する健康チェック
シートを作成しました。
　「withコロナ」の新しい生活様式の中でも地域住
民がつながりを持てるように取り組んでいきたいと
思っています
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14

蓮田市民生委
員・児童委員協

議会

　書類を見て、様々な対策をやっている姿勢が見ら
れます。特に医療機関へのガウンや特殊マスク等、
心配ないよう配慮できたらと思います。
　小・中学校の生徒や、特に保護者がピリピリして
おりますので、安心できるようお願いします。市・
民間の施設も多いし、クラスターの発生がないよ
う、大変だとは思いますが、これ以上増えないよう
にしたいと希望しております。
　素人ですので、対策として発令されたことを守る
しかありません。民生委員は高齢者との関わりが避
けられません。従って、マスクが1日1枚という訳に
はいきません。それから手の消毒、うがいはかかせ
ません。これまで全て委員全員が自費で負ってきま
した。特別手当もなく、委員それぞれが文句もなく
活動しているので、私は感謝しております。もちろ
ん、電話利用の確認も大変です。早く終息すること
を願っています。


