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今日の内容

１．業務継続計画（ＢＣＰ）について

２．災害支援についての基本的な理解
振り返り （災害支援における

ケアマネジャー等の役割と活動）

３．グループワークにて意見交換



今日の目的

１．介護支援専門員としてＢＣＰの基本的な

考え方を理解する。

２．災害支援の現状と課題について理解する。

３．平常時からの取り組みについて考える。



１．業務継続計画（ＢＣＰ）について



件数 ％

はい 717 24.5

作成中 392 13.4

いいえ 1815 62.1

全体 2924 100.0

24.5

13.462.1

列1

はい

作成中

いいえ

ＢＣＰ策定の有無

ＢＣＰを策定（文書化）しているか尋ねたところ、「はい」が24.5％、
「作成中」が13.4％、「いいえ」が62.1％であった。

約６割の施設がＢＣＰを作成していなかった。
また、事業所種別で見ると、「高齢者」が29.7％と多かったが、

「保育所」が17.2％と少なかった。

出典：令和元年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業社会福祉施設等における
BCPの有効性に関する調査研究事業 令和2年3月MS＆ADインターリスク総研 株式会社



件数 ％

事業活動の中断が重大なレベルまで達した
ことがほとんどない

417 30.8

事業活動の中断が発生しても対処している 112 8.3

優先事項ではない 58 4.3

事業活動上の利点が確認されていない 23 1.7

策定したいが専門知識が不足 400 29.5

策定したいが複雑すぎる 136 10.0

策定したいが経営層に興味がない 3 0.2

その他 207 15.3

全体 1356 100.0

【その他：主な回答】

ＢＣＰを知らなかった。
現在策定中、検討中、今後取り組む予定
災害対応マニュアルや非常災害対策計画で対応を
している
策定する時間がない
必要性を感じない 等

ＢＣＰを策定していない理由

ＢＣＰを策定していない施設に対して、その理由を尋ねたところ、
「事業活動の 中断が重要なレベルまで達したことがほとんどない」30.8％、
「策定したいが専門的知識不足」29.5％という回答が多かった。
その他の回答としては、ＢＣＰを知らなかった、策定する時間がない、

必要性を感じないの意見がみられた。

出典：令和元年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業社会福祉施設等における
BCPの有効性に関する調査研究事業 令和2年3月MS＆ADインターリスク総研 株式会社



ＢＣＰ作成を ３年の間に
行わないといけません



ＢＣＰ（業務継続計画）とは何か？

ＢＣＰ ： Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ

（業務継続計画）

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、

サプライチェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など

不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または

中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、

手順等を示した計画のことを業務継続計画（ＢＣＰ）と呼ぶ



なぜ、介護事業者にＢＣＰが必要か？

昨今、地震や水害などの大規模災害の発生、さらには感染症

の流行がみられる中、それらのことが起こった際に適切な対応を

行い、その後、利用者に必要なサービスを継続的に提供できる

体制を構築することが必須。

大規模災害の発生や感染症の流行に備え、業務継続のために

平時からの準備・検討をしておくべきことや、発生時の対応など

をまとめたＢＣＰ（業務継続計画）の作成が重要。











感染症対策の強化【全サービス】 （３年の経過措置）

◆介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する

取り組みの徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける

【省令改正】

・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、

研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施

・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、

研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等



業務継続に向けた取組の強化【全サービス】 （３年の経過措置）

◆ 感染症や災害が発生した場合であっても、

必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を

構築する観点から、全ての介護サービス事業者を

対象に、業務継続に向けた計画等の策定、

研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等

を義務づける。 【省令改正】



災害への地域と連携した対応の強化
【通所系サービス、短期入所系サービス、特定、施設系サービス】

◆ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠

であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係

機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施）が求め

られる介護サービス事業者（通所系、短期入所系、特定、

施設系）を対象に、小多機等の例を参考に、 訓練の

実施に当たって、地域住民の参加が得られるように

連携に努めなければならないこととする。 【省令改正】



ＢＣＰにおいて重要な取り組みは

・各担当者を決めておく（誰が、何をするか）

・連絡先を整理しておくこと

・必要な物資を整理しておくこと

・上記を組織で共有すること

・定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を

行うこと 等



ＢＣＰ策定のポイント

・ＢＣＰは全社（組織）で取り組むものである。

・ＢＣＰは防災より経営戦略の性格が強い。

防災＝人命・財産の被害を防ぐ仕組み

ＢＣＰ＝事業のリスクを踏まえて、より広い範囲が対象

→職員が出社できなければ・・・

→連携先の業務等停止が長引けば・・・

人命、財産に加えて利害関係者の不利益を最小限に抑える視点が必要。

ＢＣＰはリスクマネジメントの一部でもある！



リスクマネジメントと危機管理

リスクマネジメント

想定されるあらゆるリスクを回避し、

「起きないように」する。

危機管理

すでに発生した事態（危機）に対して、被害を

最小限に抑え、可能な限り早期に回復する。





例えば・・・

電気が止まった時に自家発電を使う、職員が不足した時や

業務ができなくなった時の職員の応援などの代替策を

講じることが重要である！

どうしよう・・・



ＢＣＰ策定のメリット

・利用者や職員に安心感を与える。
・地位貢献と社会的責任の観点で信頼性の向上
・風通しの良い企業風土で、定着率アップ、良い人材の確保

・職員を交えての活発な意見交換と、自社の課題を
共に解決する過程が重要

・自社の生き残りを主体的に捉えて戦略的に検討する中で、
職員の帰属意識が高まる。

・平時からの取組で業務改善につながる



①自社の事業を理解します。
（1）事業への影響度を評価する
（2）中核事業が受ける被害を評価する
（3）財務状況を診断する

②ＢＣＰの準備、事前対策を検討します。
（1）事業継続のための代替策の特定と選択をする
（2）事前対策を検討・実施する

③ＢＣＰ（事業継続計画）を策定します。
（1）ＢＣＰ発動基準を明確にする
（2）ＢＣＰ発動時の体制を明確にする
（3）事業継続に関する情報尾整理と文書化する

④ＢＣＰ文化を組織に定着させます。
（1）従業員へのＢＣＰ教育を実施する
（2）ＢＣＰ訓練を実施する
（3）ＢＣＰ文化を醸成する

⑤ＢＣＰの診断、維持・更新を行います。
（1）ＢＣＰの診断・チェックを行う
（2）ＢＣＰの維持・更新を行う



２．災害支援についての基本的な理解
振り返り （災害支援における

ケアマネジャー等の役割と活動）





災害による死亡

・急性期

・現場

・外傷、溺水、クラッシュ症候群

・慢性期

・避難所・病院・仮設住宅

・持病の悪化

・廃用症候群（生活不活発病）

直接死 間接死



災害用語の整理

警戒レベル
災害救助法

避難指示
（緊急）

大雨特別警報

福祉避難所

災害対策
基本法



協会の災害支援体制（イメージ図）
厚生労働省

日本介護支援
専門員協会 ＪＲＡＴ

都道府県
災害リハ協会

都道府県支部

地域の介護支援
専門員協会

介護事業所

都道府県庁

市区町村

地域包括
支援センター

ＪＭＡＴ ＤＭＡＴ

災害

「災害対応マニュアル 第4版」

３層構造



ＤＭＡＴ ＝ 災害派遣医療チーム
（Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍ）

医師、看護師、業務調整員で構成。厚生労働省のＤＭＡＴ本部の指示のもと、

大規模災害等の現場に速やかに駆けつけ、急性期の医療活動の展開する。

ＪＭＡＴ ＝ 日本医師会災害医療チーム
（Ｊａｐａｎ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ Ｔｅａｍ）

医師１名、看護師２名、事務職１名が基本構成。ＤＭＡＴの医療活動を引き継いで、

被災地の病院・診療所支援、避難所等での医療に従事する。

ＪＲＡＴ ＝ 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会
（Ｊａｐａｎ Ｒｅｈａｂｉｒｉｔａｔｉｏｎ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍ）

医師、看護師、リハビリ職、ケアマネジャー等で構成。日本ＣＭ協会も加入。

ＪＭＡＴと連携し、避難所・仮設住宅等で医療支援を行う。





いまでは、多発する大規模災害によって・・・

・ 日間の停電、断水がとなる
2018年２月の福井市大豪雪では、 日間、すべての物流が止まった。

７月の西日本大豪雨でも、 日間、停電・断水があった。

９月の北海道大地震でも、 日間、停電・断水、給油制限があった。

・災害に関する情報の入手方法
ワンセグ機能付き携帯末端機器のテレビ アプリ・（ＮＨＫニュース防災）

カーナビ搭載車両からのテレビ

鳥野財団・福祉リスク
マネジメント研究所より



災害に強い事業所

①災害用備蓄

雨具、防寒具、懐中電灯、スコップ、軍手、

非常食（缶詰、カップ麺、お菓子）、飲料水など

（おおむね 時間 籠城ができる量を備蓄しておく）

⇒必ず救援部隊（人）と物資（モノ）が届く
「災害対応マニュアル第4版」より



災害に強い事業所

②災害時の行動ルール

・責任者（あるいは副責任者）の明確化

・夜間、休日の参集ルールを決めておく

・まず最初に、自分と家族の安全の確認！

・次に利用者の安否確認

・単独行動をしない（二次災害予防のため）

「災害対応マニュアル第4版」より



（例） 緊急時の対応 職員の参集基準

災害時は通信網の麻痺などにより、施設から職員への連絡が
困難になるため、 災害時に通勤可能か、 また災害時の通勤
所要時間等も考慮しつつ、職員が自動参集するように予め
ルールを決め、周知しておく。

一方、「参集しなくてもよい状況」を明確に定め、職員を危険
にさらしたり、参集すべきか板挟みで苦しませたりすることの
ないように配慮することも重要。

厚労省 自然災害発生時の業務継続ガイドライン



（例） 緊急時の対応 職員の参集基準

基本的に参集しない

・事前に利用者、事業所等の連絡リストを持って帰り、

自宅から電話等で連絡する。

・固定電話は携帯電話に転送にする。

例外的に参集（出勤）しなければならない

・個別避難計画でケアマネが直接関与する必要がある時。

・利用者と連絡がつかない場合。

考え方によっては



（例） 緊急時の対応 職員の参集基準

参集ルール（例）

・レベル４以上では参集（出勤、訪問）しない。

・一人行動しない。

・行動内容を事前に管理者に報告、相談する。

・事後報告をすぐにする。

事業所のルールを重要事項説明書等に記載し、
あらかじめ本人・家族に説明する。







近年の災害における犠牲者のうち高齢者（65歳以上）が占める割合
令和元年東日本台風：約65％ 令和2年7月豪雨：約79％

住民アンケート
・避難勧告で避難すると回答した者：２６．４％
・避難指示で避難すると回答した者：４０．０％





内閣府 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定(令和3年5月)



災害対策基本改正法による居宅介護支援事業所の協力・連携について

◆居宅介護支援事業所・団体においては市町村と以下のような連携
が考えられる。

・個別避難計画の作成について、福祉専門職として参画。

・ＢＣＰのなかで、災害時の利用者に対する安否確認のために、一覧表を

作成する際に、個別避難計画の情報を活用。

・ＢＣＰに基づき、訓練を実施する際に、市町村の実施する防災訓練と連携。

・災害発生時の利用者への安否確認、サービス調整について、市町村等

による避難所の運営や在宅の避難行動要支援者への安否確認と連携。

さらに、事業所の利用者以外への支援も考えられる。

※令和3年7月6日付け事務連絡参照



居宅介護支援事業所（介護保険法） 市町村（災害対策基本法）

平

時

◆ＢＣＰを作成【Ｒ3より義務（経過措置あり）】

・安否確認については、安否確認方法の検討や
緊急連絡先を含む一覧表を作成

・地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、
災害時の安否確認やサービス調整等が円滑に
対応できるよう、地域の事業所や関係機関と
事前に、検討・調整

・建物の安全対策等、研修・訓練実施、
定期的にＢＣＰの見直し

◆市町村地域防災計画を作成【義務】

◆個別避難計画の作成【災対法改正後、努力義務】

・市町村が主体となり、福祉専門職等の参画を得て作成。

・平時から関係者間で共有（情報提供の同意が得られた
場合）

・福祉避難所への直接の避難も検討

◆防災訓練の実施【義務】

連携

連携

福祉専門職
としての参画

手当て 1件 7,000円



居宅介護支援事業所（介護保険法） 市町村（災害対策基本法）

災

害

発

生

時

◆ＢＣＰに基づく業務継続
【Ｒ3より義務（経過措置あり）】

・ＢＣＰの一環としての事業所や関係機関と連携し
ながら、利用者の安否確認、サービス調整を実施

（1）利用者が避難所にいる場合
・ケアマネも連携して支援

（2）利用者が自宅等にいる場合
・自治体と連携して、継続的に安否確認を実施。
・介護サービスの確保のため、事業所等と必要な
調整を行う。

◆避難誘導

・個別避難計画に基づき、避難支援等実施者が避難行動
要支援者の避難誘導を実施。

◆避難生活支援
（1）避難所の運営

（2）在宅の避難行動要支援者への安否確認

・避難支援等関係者等との連携し、安否確認を実施する

とともに、必要な場合は緊急入所等の必要な支援への

つなぎを行う。

連携

連携

一般避難所・福祉避難所
保健師（自治体職員）、福祉サービス事業者

民生委員等、ＤＭＡＴ、ＤＷＡＴ 等支援

※自宅へ戻る場合や仮設住宅・施設に入る場合には、サービス確保のため、
事業所・施設等と必要な調整を行う。

※自事業所の利用者以外への支援も考えられる



介護支援専門員（事業所単位） 平時から準備しておくこと

①地域の方たちとの連携

②利用者が暮らす地域の防災情報の確認

③避難場所等の情報の共有

④利用者台帳等の整理

⑤ケアプランの作成

⑥職員間の連絡方法の取り決め

⑦サービス提供困難時の対応

⑧避難行動支援

⑨薬情報の管理



災害時に備えるためのシート類

①災害時リスク・アセスメントシート

（課題・対応整理票）

②災害時利用者一覧表（安否確認優先順位）

③災害時情報提供書






