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２ 「ウィズコロナ時代の高齢者介護の現場で起きている課題 ～高齢者の権利擁護の

視点から～」について 

鈴木 森夫 氏（公益社団法人認知症の人と家族の会代表理事） 

後藤 紀行 氏（ケアマネジャー／あ・むろケアプラン事務所管理者） 

３ パネルディスカッション 
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藤本 正保 
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青木 佳史（日弁連高齢者・障害者権利支援センターセンター長） 
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公益社団法人 認知症の人と家族の会

代表理事 鈴 木 森 夫

ウィズコロナ時代の高齢者介護の
現場で起きている課題

～ 高齢者の権利擁護の視点から ～

高齢者・障がい者分野における新型コロナウイルスに関する
日本弁護士連合会 オンライン連続学習会 2020.11.25

鈴木 森夫 すずき もりお

• 1952年、愛知県大府市出身。

• 1974年、愛知県立大学社会福祉学科卒。

•愛知県および石川県内の病院、介護施設で、医療ソーシャルワーカー、
特別養護老人ホーム施設長、介護支援専門員（ケアマネジャー）として
勤務。

• 1984年「家族の会」石川県支部の設立に参画｡以後､事務局長、世話
人として活動。

• 2015年「家族の会」本部常任理事、2017年６月代表理事に就任し、
現在に至る。

•日本認知症官民協議会委員、金城大学非常勤講師、精神保健福祉士。

1 / 23

shimoike370
テキストボックス
１

shimoike370
テキストボックス
資料



2020/11/24

2

今日、お伝えしたいこと

 「認知症の人と家族の会」について

 コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

 サービス提供や面会・外出制限の実態

理不尽な介護報酬上乗せ特例措置

公益社団法人 認知症の人と家族の会

1980年１月京都で結成、今年で40周年を迎える民間団体。

認知症の人と家族、専門職、ボランティアなどが力を合わせ、励まし、

助け合うことを通して、「認知症になっても安心して暮らせる社会」を

めざしています。

全国47都道府県に支部があり、会員は約11,000名です。

つどい、会報発行、電話相談を３本柱の活動にすえ、国や自治体に

対して施策への要望や提言を行っています。
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認知症になったとしても、介護する側になったとしても、
人としての尊厳が守られ日々の暮らしが安穏に続けら

れなければならない。

認知症の人と家族の会は、ともに励ましあい助けあって、
人として実りある人生を送るとともに、認知症になっても

安心して暮らせる社会の実現を希求する。

公益社団法人 認知症の人と家族の会

理 念

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

施設の面会禁止や制限
•グループホームが面会がまったくできない。リモート面会を提案
してもやってくれない。数か月面会できず不憫である。

•これまで特養に入所している夫の食事介助に毎日通っていたが、
３か月近く行けていない。御飯をちゃんと食べているか。口の中の
ケアをしてもらっているか心配。

•本人と２ヶ月以上会えていない。眠られない夜が続く。早くコロナ
が終息して、入所中の夫と昼食を一緒に食べたり、最後の貴重
な時を過ごしたい。

•ウェブで面会ができるようになったが、希望者が多いためなかな
か順番が回ってこない。
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コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

施設の面会禁止や制限
•母が特養に入所中。職員に様子を伺うと「元気です」の一言のみ。リ
モート面会ができても視覚障害があって良く見えないし、10分の面会
はすぐ終わってしまう。肌に触れて話がしたい。

•認知症は2カ月程度で進行するものか？主人は施設に入っており、コ
ロナで面会できなくなり、2カ月で私の顔がわからなくなった。面会は
月に1回10分間。本人は私を母だと思っている様子。

• ２月からのインフルエンザ、その後のコロナウイルスで面会ができない。
都会のように感染者が多いのであれば理解できるが、宮崎は少ない。
それでも制限があって気分が晴れない。母のことを思うとせつない。母
も年齢が１００才と時間がない。コロナの流行状況で面会制限を緩和
するようなことはできないのか。

「家族の会」・中央社保協 1１・11介護・認知症なんでも電話相談より

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

施設の面会禁止や制限
•特養ホーム入所中の89歳の母に面会できず、リモートもできない。9月
にやっと施設の外でガラス越しに顔を見ることが出来た。様子を聞くた
めに施設に連絡しても「変わりない」と答えるだけで詳しく教えてくれ
ない。地域（愛媛県）は感染者が少ないので一律に感染者の多い都
会に合わせるのではなく、自治体ごとに検討すべきだ。「市では許可さ
れていない」と返答されるだけ。この先いつまで生きているかもわから
ず、早く会いたい。家族の思いを厚労省に伝えてほしい。

• 81歳の妻が有料老人ホームに入所しているが、コロナで面会が出来
ない。リモート面会もあるが視線が合わず、実感がわかない。厚労省か
ら面会の緩和が出されたそうだが一向に進まない。面会時のPCR検
査やガラス越しの面会の早期実現を望んでいる。

「家族の会」・中央社保協 1１・11介護・認知症なんでも電話相談より

4 / 23



2020/11/24

5

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

県外の介護者との接触でサービス利用制限
•介護で帰省したら、２週間デイサービスを休んで欲しいと言われた。
•岐阜の小規模多機能施設利用中。名古屋から来た介護者は会わ
ないようにと言われた。

•近県に住む独居の兄の介護をしている方。県外者が通院に同行
する場合は、本人は２週間通所介護などの介護サービスが受けら
れなくなる。

•夏に三重県に住む母を滋賀県へ連れて帰ったが、三重に帰った際
に母が通う施設から２週間の利用を拒否された。この正月にまた
母を滋賀に連れて来るつもりだが、三重に帰った時はまた施設の
利用を拒否されるのだろうか？（介護・認知症なんでも電話相談）

サービス利用休止、感染予防などによる介護負担の増大
•本人がマスクを嫌がってどうしても着けない。デイからは「マスク
が着用できなければ、お休みしてください」言われ、やむなく在宅
で介護している。

•デイが時間短縮になり、午前中で帰宅する。この先、デイが休業し
ないことを願うばかり。

•母はお願いしても数分しかマスクを着けてくれない。石鹸での手
洗いも、声掛けではしてくれず、感染予防ができず不安。

•デイの利用自粛をお願いされて休ませているが、家では寝てばか
りいて心配。

•コロナの影響か、デイサービスで「脳トレ」ばかりやらされている。

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は
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サービス利用休止、感染予防などによる介護負担の増大
• 「サービスの利用は自粛し、自宅で介護します」とケアマネやデイ
に言ってしまったが、毎日一日中看ているのはたいへん。言わなけ
ればよかったと後悔している。

•ショートステイを増やしたいと相談したら、現在新規は受け付けて
いないと言われた。

•毎日毎日つらくてきつい。老健の母とは面会禁止で会えず、自分
は在宅勤務になったので、平日はずっと父と向き合う日々。父の
行っていたデイは時間短縮になり、送り出しが地獄なので、平日
は利用していない。ショートも受け入れ先が見つからず、自分が休
むためには死ぬしかありません。

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

サービス利用休止、感染予防などによる介護負担の増大
•祖母がショート利用時、熱が出て、３７，５度以上だと帰宅させられ
る（ストレスで熱が時々出る）。帰宅すると熱が下がるので、サービ
スを継続して頂けないか。両親を在宅介護している。夫は毎日大
阪まで通勤しているから、コロナ感染のリスクは大きい。在宅介護
者にPCR検査を受けられる機会を作ってほしい。

•母79歳、要介護１で父と同居。妹が週２回通っている。介護疲れ
で体調が悪い、海外で仕事をしていたがコロナ禍で職場に戻れ
ずリモートで仕事をしている。妹から介護は長男の役割と言われ、
地域も長男が看るのが当たり前で介護サービスを使うことは恥ず
かしいことと言われている。介護疲れでうつ病になりそうで仕事を
やめようと考えている。相談する人が誰もいない。

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

「家族の会」・中央社保協 1１・11介護・認知症なんでも電話相談より

6 / 23



2020/11/24

7

社会に訴えたいこと、今後の不安や生き方について
• グループホーム入所中。面会禁止下で、施設側からテレビの購入依頼
あり。食堂や居間でなく自室で過ごす対応とするのでの必要とのこと。
閉じ込めのようなケアへの訴え。「家族の会」から国や社会に実態を知
らせ、注意喚起を促してほしい。

•仕事が減り経済的なことも考え、デイの利用回数を減らした。本人はい
つも通りにデイサービスに行こうと、目を離したすきに出かけて道に迷い
転倒し受傷。この先どうすればいいのか。

•政府に対し、介護崩壊を起こさないための対応策を申し入れてほしい。
ニュースで不足している人工呼吸器の装着についてのトリアージのこと
が報じられていたが、認知症の人などの扱いが気になる。

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

社会に訴えたいこと、今後の不安や生き方について
•コロナ禍で、医療・福祉の分野がなおざりにされてきたことが誰
の目にも明らかになった。

•今回の新型ウイルス感染防止で「３密」を防ぐというが、「密接」
は介護の要、密集は「家族の会」の要。いずれも「新しい生活様
式」の中で、変化を迫られている。この事態にどう折り合っていけ
ばいいのか。

•これからは今までとは違った生き方をしていかなければならない
という覚悟が求められている。ただ孤立した生き方は、つらさを増
すばかり。「助けて!」と声を上げる勇気と、相手の気持ちを思いや
る心のゆとりは忘れずに持ち続けていきたい。

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は
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「つどい」やカフェなど集まれないこと
•本人や家族の集う場があることの大切さを、コロナ禍のなかで改めて
実感した。

• コロナの拡大で、「つどい」もカフェも中止で心が折れそう。でもみんな
と繋がっているという思いで一日一日を過ごしている。

• なかなか参集での「つどい」ができないので、ウェブ会議システムの活
用を望む。

• 「家族の会」でもライングループを開設してほしい。
•話したいことがいっぱいあるのに、つどいが中止になり残念。
•今までできていた、集まって、話し合って、泣いて、笑っての交流ができ
なくなった。何とも恨めしいコロナ禍。それでも、電話やお便り、メールで
辛うじて繋がっている。知恵と工夫で乗り切りましょう。

コロナ感染拡大の中で認知症の人と家族は

人手不足とコロナ対策で優しい介護ができない
•人手が足りない。優しい心で接していられない。良い介護が出
来ない。消毒作業や換気などが大変で介護が出来ない。心の
中で「この人は生きていても仕方ない、これでもういいんじゃな
いか」と考えてしまう。今はコロナで外食も外出も出来ない。今
まで15年働き続けているが１人で暮らしていると気が滅入る。
どうすればいいのか。

•愛知在住の両親に会いに帰りたいが新型コロナの影響で躊躇
している。職場の上司に相談したが、止めはしないが快く送り出
すことはできないといわれた。どうすればよいか迷っている。

コロナ感染拡大の中で介護職員は

「家族の会」・中央社保協 1１・11介護・認知症なんでも電話相談より
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認知症の人と家族の会 ・ 2020.06.29

新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬の特例措置による

サービス利用者への負担押し付けの撤回を求める緊急要請

•厚生労働省から6月1日付で、各都道府県等の介護保険担当主管部局
あての事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所
の人員基準等の臨時的な取り扱いについて（第12報）」が発出されまし
た。この通知の取り扱いをめぐり、利用者や介護の現場から戸惑いや怒
りの声が多く上がっています。

•私たち「家族の会」の電話相談にも「３時間しか利用していないのに、５
時間の利用料を払わなければならないのは納得できない」との訴えや、
「利用者・家族は事業所の大変さを理解し、利用時間を減らして協力し
ている上に、さらに利用料の負担増まで強いられるのはおかしい」、「この
ような理不尽なことがまかり通れば、利用者・家族の生活は立ち行かなく
なってしまう」、などの怒りの声が届いています。

認知症の人と家族の会・特例措置の撤回を求める緊急要請

• ６月25日の社会保障審議会介護給付費分科会において、「家族の会」
の鎌田松代理事は、「コロナ禍で大変な中、利用者の安全や健康を守
るためにがんばって事業継続していただいている事業所には感謝の気
持ちでいっぱいです。しかし、だからといって、利用者にその感謝の代償
として、実際には利用していないサービスの分まで負担しろというのは、
あまりにも理不尽です。また、それによって限度額を超えてしまえば、その
分は全額自己負担となってしまい、到底、道理に合わないやり方であり、
同意した利用者だけが負担増となり、同意しない人との不公平が生じま
す」と強く問い正したところです。

•私たちは、コロナ禍の中で、デイサービスやショートステイなどの介護
サービスの有り難さを実感しており、事業者が感染症による減収によっ
て閉鎖に追い込まれるような、「介護崩壊」が起こらないことを誰よりも
願っています。
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認知症の人と家族の会・特例措置の撤回を求める緊急要請

•今回、介護事業所が運営上大きな困難に直面せざるを得なかったのは、
ひとえに新型コロナウイルス感染症の蔓延によるものであり、事業所の
責任でも、利用者・家族の責任でもありません。不可抗力による事態を、
利用者に負担を押し付けて解消しようとするような今回の措置は、利用
者と事業者の信頼関係を壊すだけでなく、介護保険制度への国民の信
頼を揺るがし、国の責任を放棄するものと言わざるをえません。このよう
な先例を絶対に作ってはなりません。

•直ちに、今回の特例措置（臨時的取り扱い）を撤回し、介護事業所の減
収や感染対策にかかる経費等についてこそ、補正予算の予備費を使い、
公費で補填するよう、強く求めるものです。

介護家族からは、不満や疑問の声が噴出

• 認知症の母親を在宅で介護されているＭさん（京都府）は、週４回利用し
ているデイサービスから届いた「一部負担のお願い」を見て、いくつか疑問
を持ちました。

• １つは、感染症の影響は介護事業所だけではない。利用者・家族も感染防
止に努力している。嫌と言いづらい利用者から取るということか。

• ２つ目は、臨時的としながら期間が決められていない。これからこんなやり
方を繰り返されるのでは。

• ３つ目は、ギリギリで生活している利用者も少なくない。経済的負担が増え
れば、利用を控える人も出て、重度化、介護負担増につながる。

• ４つ目は、説明し同意を求める介護職員やケアマネジャーも苦悩している。
と問題点をあげています。造酒さんは、事業所が感染の危険が高い中で懸
命に利用者・家族の生活を支えてくれていることには、感謝の気持ちでいっ
ぱいですが、こうした努力を誰もが納得する形で正当に評価してほしいと
求めています。
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介護家族からは、不満や疑問の声が噴出

•横浜市では、特例措置による上乗せで、区分支給限度額を超え、
１万円近い自費負担が発生することに気付いたケアマネジャーが、
利用している２か所の通所事業所に連絡したところ、「特例請求の
対象としない」とした事業所と「全員に同意をしてもらう方針なの
で、同意できないなら、利用を控えてもらうしかない」という明らか
に間違った対応の事業所もあったとのことです。

•富山県支部では、７月の「つどい」で、「ケアマネジャーから、『これ
は厚労省から言われてやっているのだ』と一方的に言われた」とか、
「送迎の運転手さんから読んで押印してくださいと言われ、説明し
てほしいと言うと『施設長に聞いてくれ』とのことだった」等々、不満
や疑問の声が噴出し、「同意を断れば、サービスが受けられなくな
るか不安だ。弱い者いじめだ」との声が相次ぎました。

「第12報」による特例の適用状況

通所介護事業所（地域密着型含む）における「新型コロナウイルス感染症に係る
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第12報）」
による特例（通常の報酬区分の２区分上位での算定を可能とする特例）

•特例適用状況 「行った」（50.6％） 「行っていない」は48.3％

•適用事業所利用者のうち、 特例を適用者の割合は、平均79.3％

•適用事業所＝ 約２万2,000事業所（介護給付費実態統計による推計）

•適用利用者数＝ 約63万1,000人
【参考】新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る取組に関する通所介護事業所への調査

調査対象サービス通所介護、地域密着型通所介護、抽出方法無作為抽出、調査対象 【事業所】 8,000事業所（全事業所のうち約20％）、
【利用者・家族】対象事業所における利用者・家族（特定営業日（１日）の全利用者等）、調査時点令和２年７月31日有効回答数 1,788 

社保審－介護給付費分科会第190回（R2. 10. 30）資料１より
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「第12報」による特例適用の課題

•特例を適用するにあたって課題となったことをみると、
「担当ケアマネジャーとの調整に難航した」（46.4％）
「家族との調整に難航した」（43.5％）

•特例を適用しなかった理由をみると、
「事業所または運営法人として特例を適用すべきではないと
考えたため」（71.6％）、「その他」等（22.3％）（８月より適用
予定、算定する人・しない人がおり不公平、請求方法が分からない、利用者

がサービス利用を控える可能性があった）

社保審－介護給付費分科会第190回（R2. 10. 30）資料１より

各方面から撤回に賛同する声拡がる

•特例措置については、全国的な事業者団体のひとつ全日本民主医療
機関連合会からも中止の要請がされています。（6月24日）また、厚労
省の審議会（介護給付費分科会）でも、「家族の会」のほか、全国知事
会や四病院団体協議会からも、「利用者負担がない形で、事業者支援
をすべき」との意見が出されました。これに対し、厚労省は「批判の声が
あることは承知しているが、理解を得られるように努めたい」と答えるに
留まっています。

•一方、国会では閉会中審査として行われた衆参の厚生労働委員会で、
野党議員が特例措置の撤回を迫り、野党共同会派からは、利用者の
負担増分を公費でまかなうよう求める要望書が提出されています。

• こうした動きを受けて新聞各紙もこの問題を取り上げ、利用者の声や現
場の苦悩を報じ、地方紙は、社説で「社会で支える理念どこへ」（京都
新聞）、「不公平広げ信頼揺るがす」（信濃毎日新聞）と私たちの主張
を支持しています。

12 / 23



2020/11/24

13

自治体が利用者の立場で独自の改善策

•利用者からの抗議や事業者からの疑問の声は、自治体にも届いており、
長野県飯田市では、独自の補助制度を創設。これは、コロナ対策のた
めに国から交付された「地域創生臨時交付金」を財源に、事業者が特
例報酬を算定する代わりに、同額の補助金を請求できるしくみです。

• そのほか、東京都品川区や長野県上田市など、利用者の立場に立った
独自の改善策を講じています。

•福岡民医連の健和会（北九州市）は、特例措置による利用者負担の撤
回を求める団体署名を市内の事業所に呼びかけ、賛同した6５事業所
が連名で北九州市議会に国に対し意見書を提出すること、国の改善が
みられない場合、北九州市が利用者負担分を補てんすることを陳情す
る準備をすすめています。

•国は自治体任せにせず、一刻も早く理不尽な特例措置を撤回し、全国
一律に誰もが納得できる事業所支援策を講ずるべきです。

地方議会でも意見書を採択
• 「家族の会」富山県支部の要請運動が実り、 ９月28日の富山県議会で「介護
サービス利用料割り増し負担の臨時的取扱いに関する意見書」が全会一致で
採択されました。

• 介護報酬の特例算定は、立場の弱い介護サービス利用者に正当な理由なく利
用料の割り増し負担を求める点や架空・不正請求の温床となる点、新たな不平
等と社会の分断をもたらす点など様々な問題点がある。

• 特に、特例算定で加算された分の１割（所得によっては２割又は３割）が利用者
の自己負担とされており、加算分のサービスを実際には受けていないにもかか
わらず、利用者負担が生じていることに違和感を持たざるを得ない。介護サービ
ス利用者と家族にとって通所や短期入所等のサービスの利用は必要不可欠で
あり、コロナ禍の中でも介護事業所が存続できるよう、全額が公費によって公平
かつ安定的に補償が行われる必要があると考える。

• よって、国会及び政府におかれては、地域の介護事業所が経営を存続できるよ
う、またアフターコロナの時代に地域包括ケアシステムを継続できるよう、丁寧な
取組を進められるよう強く要望する。
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日本弁護士連合会
新型コロナウイルス感染症にかかる介護報酬の特例措置における

利用者負担の撤回と公費による財政的支援の拡充を求める会長声明

•国は、新型コロナウイルスの感染防止に取り組む介護事業所の財
政支援として、実際のサービス提供時間よりも長時間のサービスを
提供したものとみなし、介護報酬を支給する特例措置を設けたが、
この特例措置の適用に当たっては、利用者にも負担を求めるとし
ている。なお、この特例措置は、新型コロナウイルスの収束が実現
しない状況の下、現在も継続されている。

•新型コロナウイルスの感染拡大により、介護事業所は新たに感染
防止策を講じることを余儀なくされており、その負担軽減のための
財政的支援は必要である。しかしながら、特例措置の適用条件と
して、利用者に負担を求めることは不適切である。

日本弁護士連合会 10.30 会長声明
•利用者の立場からすると、受けていないサービスについて自己負
担を求められることになり、介護保険の基本理念である「利用者
本位」「利用者による選択（自己決定）」の趣旨にも反し不合理
である。この点、制度としては、特例措置に同意をするか否かは
利用者の任意であり、同意しなければ利用者は追加的な負担な
く、それまでと同様のサービスの提供を受けられるとされている。
しかし、現に利用し、今後の利用も予定している介護事業所から
同意を求められた場合に、同意を拒否することが事実上難しい
ことは、容易に想定される。介護事業所と利用者の対等の関係
が保障されているとは言い難い現状において、利用者に安易に
同意を求めることは結果的に同意を強いることにつながりかね
ず、高齢者の権利擁護にもとると言わざるを得ない（１９９９年（平成
１１年）７月２３日付け「介護保険実施に向けての緊急提言の実現に関する申入れ」）。
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日本弁護士連合会 10.30 会長声明
• さらに、介護事業所の立場からも、提供していないサービスについて利
用者に負担を求めることを躊躇することは十分に考えられ、現にそのよ
うな例は少なくないと報道されている。また、特例措置への同意は利用
者の任意であるとしても、結果として利用者間の公平に反することにな
ることから、介護事業所がそのような状況になることを避けるため、特
例措置の適用を断念せざるを得なくなる。介護事業所が特例措置の
適用を躊躇ないし断念することになれば、新型コロナウイルスの感染
防止に取り組む当該事業所に対する財政的支援という特例措置の目
的を達することはできない。このように、提供されるサービスとは直接関
係のない特別の負担について、利用者の同意を求めることは、「措置
から契約」に移行した福祉サービス提供に関する公的責任の更なる
後退につながりかねない（２００１年（平成１３年）１１月９日付け「高齢者・障害者の権
利の確立とその保障を求める決議｣）。

日本弁護士連合会 10.30 会長声明

•そもそも新型コロナウイルスの感染防止は当該介護事業所やそ
の利用者だけの問題ではなく、国民全体に関わる国の公衆衛生
の問題であって、一部の当事者に負担を求めて対応すべき問題
ではない。

•当連合会は、高齢者の権利擁護のために速やかに前記特例措
置の適用条件として利用者の負担を求めることを改め、介護事
業所に対して公費により新型コロナウイルス感染症対策に必要
な財政的支援を拡充することを強く求めるものである。

２０２０年（令和２年）１０月３０日

日本弁護士連合会会長 荒 中
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認知症になっても、

新型コロナウイルスに感染しても

安心して暮らせる社会を

ご清聴ありがとうございました
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コロナ取り残され
各⾃治体の対策

ケアマネジャー/あ・むろケアプラン事務所管理者
後藤 紀⾏

実施している⾃
治体
療育の必要な⼦供、常時⾒守
りが必要な⾼齢者と障がい者
が対象

東京都江⼾川区・・・シェルターを整
備

⼤阪府堺市・・・シェルター及び訪問
系サービスの⽀援

神奈川県・・・シェルターを整備（７
か所）

埼⽟県・・・シェルターを整備（５か
所）
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東京都の対策
は？

・予算が成⽴

・各区市町村に補助⾦を配布（⽤
途はシェルター、訪問サービスの
整備費等）

・整備状況は？

取り残されの⼈を出さない為には
①訪問系サービスへのバックアップ
→防護物品や協⼒⾦の⽀給、保健所等への相談体制

②宿泊施設（シェルター）の確保

・対策の共通点、先⾏した⾃治体から⾒えてくる
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「介護の空⽩」
• ９⽉２５⽇NHKクローズアップ現代より
新型コロナの影響から必要なサービスの制限や利⽤控えが⽣じること。

（取り残され問題も含まれる）

①濃厚接触者等が直⾯する介護の空⽩
・NHK総合、５⽉２９⽇「ラウンドちゅうごく」
〜コロナ介護危機｀休業連鎖からの再出発〜

②感染防⽌を強化する過程で⽣じる介護の空⽩
・緊急事態宣⾔後に起きたデイ、ショートの⾃主休業
・密を防ぐ為、利⽤者数を絞る
・感染を恐れた利⽤者側の利⽤控え

19 / 23



2020/11/20

4

①・・・重⼤な事故の恐れ
②・・・フレイルからの重度化、、家族の介護負担の増加、

稼働率を下げた事業者の経営圧迫、職員の離職

・今年の介護サービス事業者の廃業数（全国）
→１００事業所にのぼり、４６か所が訪問介護であり例年以上の
数という。
“NHK９⽉２５⽇ニュースより”

このままではサービスの枯渇による「空⽩」も懸念に

介護現場で・・・
１訪問介護で

・利⽤者が発熱、ヘルパーの援助が⾝体介護を減らし⽣活援助のみに。（買い物し⽞関先で受け渡し）
・発熱に対して主治医の指⽰はPPE徹底しケア時は必ずフェイスシールドや防護ガウン等を使⽤するようにと。しかしヘル
パーステーションに持ち合わせがない！
・ご⾃⾝への感染を恐れた⾼齢のヘルパーさんの離職が増えている。

２デイサービスで
・３７度以上の熱で早退となり、家族は仕事を休んで対応しなければならず利⽤を諦める。結果ADLや認知証が進むこと
に･･･
・歌の⼤好きなご利⽤者さん。歌の活動が⼀切なくなり⾏きたくなくなった。
・上乗せ特例、限度額を超えてしまうため点数調整で結局休むことに。
・同居家族が発熱しPCR検査を受けたが、結果が分かる１週間を休まなければならず、介護者の妻のうつが悪化した。
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３ショートステイで
・発熱での早退の問題
・緊急事態宣⾔後ショートが受け⼊れを無期限停⽌に。
・⻑期間ショートが利⽤出来ず、家族が介護のために仕事を辞めた。
・⼊所時にPCR検査を求められた。

４感染への恐れから
・デイサービスや訪問リハビリなどをご⾃分で断る、回数を減らすご家庭があ
りADLが悪化した。

・デイを⾃主的に休まれていた利⽤者が歩けなくなり復帰できず･･･
・有料ホーム等が外部からの出⼊を⽌めリハ派遣が中⽌、利⽤者の転倒が増える。

５PCR検査

・保健所から外来で検査をと⾔われたが、重い介護の⽅で通院が困難、結局断念した。
・検査結果が判明するまでの間、デイ、ヘルパー、ショートのサービスが停⽌になる
・認知証の⽅が検査容器に唾液を出すことが出来ない

６病院や施設が面会謝絶で本人に会えない

・⼊院中⾯会が出来ず本⼈の意向（帰宅を望まれるかどうか）を確認できないままそのまま病院でご逝去なさって
しまった。

・本⼈⾯談や退院前カンファレンスが開催されず、本⼈にも会えないまま退院の準備をすることに。
・家族がしばらく会えず全く様⼦が分からない。⼼配が募る。

７その他
・デイサービスで感染者が出るも保健所の判断で、⾵評防⽌や個⼈情報保護のため情報開⽰は家族のみ。
把握していないケアマネに、併⽤している他事業所から厳重抗議が⼊る。

• 夏頃から例年よりも区分変更が増えたと実感。特に認知証や精神疾患をお持ちの⽅が悪化か（認定審査会
審査員）

※あくまで私の周辺（東京都⽂京区）の出来事で、期間は３⽉〜現在までとなります
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新型コロナウイルス感染症にかかる介護報酬の特例措置にお 

ける利用者負担の撤回と公費による財政的支援の拡充を求め 

る会長声明 

 

国は，新型コロナウイルスの感染防止に取り組む介護事業所の財政支援として，

実際のサービス提供時間よりも長時間のサービスを提供したものとみなし，介護報

酬を支給する特例措置を設けたが，この特例措置の適用に当たっては，利用者にも

負担を求めるとしている。なお，この特例措置は，新型コロナウイルスの収束が実

現しない状況の下，現在も継続されている。 

新型コロナウイルスの感染拡大により，介護事業所は新たに感染防止策を講じる

ことを余儀なくされており，その負担軽減のための財政的支援は必要である。しか

しながら，特例措置の適用条件として，利用者に負担を求めることは不適切である。 

利用者の立場からすると，受けていないサービスについて自己負担を求められる

ことになり，介護保険の基本理念である「利用者本位」「利用者による選択（自己

決定）」の趣旨にも反し不合理である。この点，制度としては，特例措置に同意を

するか否かは利用者の任意であり，同意しなければ利用者は追加的な負担なく，そ

れまでと同様のサービスの提供を受けられるとされている。しかし，現に利用し，

今後の利用も予定している介護事業所から同意を求められた場合に，同意を拒否す

ることが事実上難しいことは，容易に想定される。介護事業所と利用者の対等の関

係が保障されているとは言い難い現状において，利用者に安易に同意を求めること

は結果的に同意を強いることにつながりかねず，高齢者の権利擁護にもとると言わ

ざるを得ない（１９９９年（平成１１年）７月２３日付け「介護保険実施に向けて

の緊急提言の実現に関する申入れ」）。 

さらに，介護事業所の立場からも，提供していないサービスについて利用者に負

担を求めることを躊躇することは十分に考えられ，現にそのような例は少なくない

と報道されている。また，特例措置への同意は利用者の任意であるとしても，結果

として利用者間の公平に反することになることから，介護事業所がそのような状況

になることを避けるため，特例措置の適用を断念せざるを得なくなる。介護事業所

が特例措置の適用を躊躇ないし断念することになれば，新型コロナウイルスの感染

防止に取り組む当該事業所に対する財政的支援という特例措置の目的を達すること

はできない。このように，提供されるサービスとは直接関係のない特別の負担につ

いて，利用者の同意を求めることは，「措置から契約」に移行した福祉サービス提

供に関する公的責任の更なる後退につながりかねない（２００１年（平成１３年）

１１月９日付け「高齢者・障害者の権利の確立とその保障を求める決議｣）。 
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そもそも新型コロナウイルスの感染防止は当該介護事業所やその利用者だけの問

題ではなく，国民全体に関わる国の公衆衛生の問題であって，一部の当事者に負担

を求めて対応すべき問題ではない。 

当連合会は，高齢者の権利擁護のために速やかに前記特例措置の適用条件として

利用者の負担を求めることを改め，介護事業所に対して公費により新型コロナウイ

ルス感染症対策に必要な財政的支援を拡充することを強く求めるものである。 

 

２０２０年（令和２年）１０月３０日 

 

日本弁護士連合会       

会長 荒     中    
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