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１．研究の趣旨 

国（厚生労働省）では，令和 3 年度介護報酬改定にお

いて，介護サービス事業者を対象に，業務継続計画（以

下「BCP」と呼ぶ）の策定や，研修・訓練の実施等を義

務づけた（３年間の経過措置あり）。内閣府「事業継続ガ

イドライン－あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦

略と対応－平成 25 年８月改定）」によれば，BCP とは，

「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期

間で復旧させるための方針，体制，手順等を示した計画」

と定義づけている。他方，多くの介護事業者が必ずしも

防災に精通しておらず，計画策定は大きな課題と言える。

厚労省老健局では，介護施設・事業所における自然災害

発生時の業務継続ガイドラインを作成し（令和 2 年 12

月），ＢＣＰの基礎知識や作成，運営のポイント等を案内

している 1）。 

他方，「感染症対策や業務継続に向けた事業者の取組

等に係る調査研究事業報告書」2）によれば，未だ「BCP

策定の目途は立っていない」との回答が全体の 2 割強を

占め，「策定の見込みがない事業所は調査時点でおよそ 4

分の 1ある状況」とまとめている。「策定の進め方が分か

らない」「職員が不足している」「時間がない」との声も

多い。どうすれば実のある BCPを策定できるのだろうか。 

著者は令和２年度から、大阪府八尾市内にある介護事

業所，㈱あぷり（以下「あぷり社」とする）の BCP作成

を指導してきた。介護事業所にとって，業務の中断は利

用者の命に係わる重要な問題である。勢い，BCP業務を

「～すべき」と捉えたくなるが，このことが不慣れな防

災へのハードルを一層押し上げ，結局 BCPを作成できな

い，作っても実践，継続できないことになるのを懸念し

ている。最初から満点を目指し「できない」と挫折する

よりも，「できること」を積み上げていけば「できないこ

と」が減り，「すべき」に近づくことができる。 

あぷり社では雛形を基に仮の BCP を作成し本格作成

に向け訓練を重ねてきた。本研究では，あぷり社の経営

方針，人材育成等を理解した上で，これまでの過程を振

り返り，現時点で得られた知見を抽出する。 

２．あぷり社の経営方針、人材育成等 

現社長 A 氏は 2007 年に家業を継ぎ株式会社化した。

当初，サービス付き高齢者住宅１施設と小規模多機能ホ

ーム（デイサービス併設）1施設だったのを，有料老人ホ

ーム２施設（あぷり志紀，あぷり八尾都塚），サ高住１施

設（あぷり八尾太田），小規模多機能ホーム（小規模多機

能ホームあぷり），デイサービス（デイサービスあぷり，

小規模多機能ホームに併設）に増やし，来年にはさらに

デイサービス 1施設を開設予定である。 

経営方針や人材育成等については、社長 A 氏へのイン

タビュー内容から引用する。ビジネスの世界から入った

ので，違う眼で介護事業所を見れた。この業界は経営的

に立ち行かないことが多い。離職率も高い。介護事業の

イメージを変える改革をしたいと考えた。「高齢者の未来

にとびっきりの笑顔と感動を添える」を企業理念に，各

施設でほぼ毎日ユニークなイベント（例：社長自ら屋外

で調理し振舞う）を実施する。 

職員が働いてわくわくする，物事を自分事と捉え主体

的に考え行動する職場にしたい。仕事に対する意欲が高

まると，効果的にケアできる。仕事とは別に部を設け，

常勤職員を参加させる。人事担当者を雇用し教育部を設

置。新人向け，2-3年目の職員向け，外国人職員（インド

ネシア・ベトナム）向け等に研修を行う。広報専属の人

材も雇用し，新入職員を加え広報部を設置した。広報誌

の他，インスタ・ツイッター・NOTE 等 SNS でも発信す

る。環境部では厨房スタッフも加わり，居心地の良い職

場環境を目指す。書類の山積みは作業効率を悪くするの

で，在庫管理，システム化を徹底し時間効率を上げる。

レクリエーション部では，各施設で利用者向けに行うイ

ベントを企画する。コロナ禍ではズームでカルチャー教

室とつなぎ，三味線，歌，社交ダンスの機会を提供した。

社員旅行も企画する。セレッソ大阪のオフィシャルパー

トナーにもなった。元気な高齢者を見ていただくことで，

入居者，その家族、あぷり社，サッカー会社，皆が幸せ

になる。接遇部のリーダーは元ブライダル関係者で，相
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手の立場に立って入所者が何を求めているのかを学ぶ。

経営方針は，社長，施設長等幹部で年 1 回合宿を行い決

定する。 

DXなど投資にも力を入れている。その分，満床にし，

稼働率を上げる等，コスト意識を徹底する。財務面では，

タイムカードの内容が給与ソフトに反映されるアプリを

使用する。介護に必要な情報はタブレットで全職員が共

有する。ベッド下に特別センサーを設置し，夜就寝して

いる全入所者の心拍数等を把握する。サービスに充てる

時間も精査し、一般社員の残業をなくす。一方，職員間

のコミュニケーションが大切で，離職も減る。介護業界

の将来を考えると，アジアからの人材が不可欠であり，

インドネシアに介護人材の学校をつくるプロジェクトを

始めた。BCPも当社のセールスポイントにし，稼働率維

持につなげたい。 

インタビューからは，利用する高齢者が元気を取り戻

すことを目標に，投資や経営の効率化を図る，職員も部

活動に参加するなどして我が事意識を高めることで，課

題を共有し目標に向かう姿勢が見て取れる。 

３．実践できる BCP の作成と訓練 

3.1 準備段階 

著者は，令和２年９月 18 日に「あぷり志紀」を初めて

見学した。同年 10月 12日に再度訪問し，BCP作成の雛

型となる書籍 3）を紹介。それを参考に，令和３年３月に

仮の BCP を作成し（表１参照），簡単な訓練を実施した

との報告を受けた。本格的な策定に向け，訓練を全施設

で同年秋に実施するにあたり，同年４月から準備を協議

する幹部ミーティング（社長，全施設長等で構成）に参

加し，指導してきた。 

ミーティングを主宰するのは「あぷり志紀」の施設長

で，上記暫定版の作成の他，訓練に向けた資料作成や職

員啓発等を進めた。一からの取組であり，ミーティング

以外にも同施設長の相談に乗ったりした。訓練で想定す

る災害を地震にすると，他所への避難も含まれるため，

いきなりハードルを上げるよりは，頻度の高い水害で垂

直避難に取り組むことにした。また，当初設定した全施

設一斉訓練は厳しいことから，「あぷり志紀」の施設から

順に実施，改善しながら精度を上げることに変更した。 

災害のイメージが掴みにくい中，著者は，平成元年台

風で浸水し，３日間程度介護施設内で垂直避難した事例

等を紹介した。これにより，施設長間で BCP作成につい

ての意識が共有できたようである。取り組む項目の多さ

や難易度に圧倒されそうになりながらも，「できること」

を増やす前段階として，1 回目訓練では「課題を見つけ

ること」に集中し，準備を進めた。表２に幹部ミーティ

ングでの主な協議内容を示す。 

3.2 「あぷり志紀」での訓練（R3.10.12 実施） 

コロナ禍の影響で 10月12日に延期して訓練を行った。

表１：仮の BCP 作成 

項 目 内 容 

基本方針 『事業継続計画の構成と目的』『事業継続計画の作成方針』『災害想定（立地条件）』『避難場所・避難所』 

初動対応 『初動対応時の「防災組織」（自動立ち上がり）』『勤務時間内の対応』『勤務外の対応』 

「事業を継続通り継続できるか」の判断と対応 

大災害対応 『大災害対応時「防災組織」（再整備）」』『重要業務の継続（利用者対応）』 

事業継続計画

書の運用管理 
『基礎学習と訓練』『更新方法と更新履歴』『「事業継続計画書と活用」を通して確認された課題』『配布先・保管場所』 

関連情報・リ

スト 

『避難場所・避難所地図』『避難持ち出し品』『非常時備品』『被害状況チェック』『緊急連絡先』『協力先（事業者・

所）』『関連して活用する資料と保管場所』『利用者関連』『非常時職員参集』『避難確保計画・非常災害対策計画』『新

型インフルエンザ，新型コロナ等発生時の事業継続計画書」と当計画の関連』 

 
表２：幹部ミーティングでの主な協議内容 

年月日 協 議 内 容 

R3.4.26 水害発生時の対応時系列表検討，各施設の参集リスト作成。 

R3.5.24 各施設の参集可能職員把握, 人員配置（災害時と災害後の復旧作業時）。 

R3.6.28 全施設で訓練一斉開始を「あぶり志紀」のみ実施に変更（幹部職員全員参加）。過去の災害事例紹介。 

R3.7.19 「あぷり志紀」の訓練のスケジュール，訓練業務，体制等。 

R3.8.23 「あぷり志紀」の訓練概要，対策本部運営マニュアル等。 

R3.9.28 「あぷり志紀」の訓練の最終確認。コロナ陽性者発生に対する対応の振り返り。 

R3.11.7 「あぷり志紀」の訓練振り返り，課題の再確認。 

R4.1.11 3 月 22 日に「あぷり志紀」（２回目），25 日に「あぷり八尾太田」の訓練決定。 

R4.4.11 「あぷり志紀」，「あぷり八尾太田」各訓練の振り返り，各班の役割洗い直し。  

R4.5.10 「あぷり八尾都塚」「あぷり小規模多機能ホーム」の合同訓練（6 月 28 日実施）に向けて協議。 

R4.6.6 合同訓練の事前協議。「小規模多機能」の入所者を「都塚」に搬送，施設対策本部とは別に本社対策本部を設置。 

R4.7.12 9 月の合同防災訓練（本社及び全施設合同訓練）に向けて。 
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「課題を見つける。限界を知る。反省する。」を目標に，

台風の襲来により，１km離れた大和川が氾濫するとの想

定（八尾市ハザードマップによる浸水想定は 1.0～2.0ｍ）

のもと，社長や全施設長等幹部の他，「あぷり志紀」の職

員が参集した。職員を「連絡班」「救護班」「安全防護班」

「避難誘導班」「生活介護班」「備蓄班」に分けるととも

に，幹部職員等からなる「対策本部」を設営した。台風

が襲来し１階が水没するとの想定のもと，１階の入所者

を２，３階に避難誘導後，食事，排泄を含む介護サービ

スを開始，9時から 15時頃までのタイムスケジュールを

設け実施した。 

終了後，全参加者を集め反省会を行った。全員が発言

し，「自分以外の班で何が行われているか見えてこない。」

「PHSが班長にしか配られていないので連絡をとりにく

い。」「食事を２階のテラスで調理したが配膳を含め時間

を要した。」「対策本部に報連相（報告・連絡・相談）が

上がってこない。」等の意見があがった。 

3.3 「あぷり志紀」での 2 回目訓練（R4.3.15 実施） 

 「前回の訓練から学んだ課題を改善し，新たな課題を

見つける。情報の共有と各班毎の連絡方法，及び連携を

最重要課題として取り組む。」を目標に，前回と同じ班編

成とし，「体制構築」「各班毎の連携」「対策本部への報告・

指示受け・伝達」「生活環境を整える」「突発的な事象へ

対応」に留意し訓練を行った。１回目のような混乱はな

かったが，主な反省事項として，以下に整理された。 

① 確認内容を明確にすると各班が動きやすい。行動表を

用意すると自身で考えて行動できなくなる。 

② 対策本部に各班長を含めた方が，報連相が円滑に進む。

ホワイトボードの活用の仕方を検討する。 

③ タイムブレイクをあらかじめ設定する。自ら確認・指

示を受ける立場で考え，指示を出す。 

④ 「こんな時はどうするか」「何を優先するか」「何を報

連相するか」を事前に決めておく。 

⑤ キッチンスタッフが居なくとも出来る食事を準備。献

立表（３日間）をあらかじめ決めておく。 

⑥ 各班がどこと連携するのか、どの場面でどの班と協力

するのかを決めておくと動きやすい。 

連携や代替機能を図る上でマニュアル化が必要な一

方，過度に頼ることなく自己判断できる能力が必要であ

り，本来業務にもつながる能力開発の一環と捉えること

もできる。この訓練を八尾市役所職員（福祉担当課長）

が見学した。役所で描くイメージは違う現場の状況がつ

かめた，市内の介護事業所の BCP 策定を推進する上で，

あぷり社の協力を得たい旨コメントがあった。 

3.4 「あぷり八尾太田」での訓練（R4.3.25 実施） 

大和川から 500mの距離で，2.0～5.0ｍの浸水が想定さ

れている。少人数での対応を目指し，「情報連絡班」「安

全防護担当」「救護担当」「避難誘導担当」「生活介護担当」

「応急物資担当」「利用者家族対応班」「食事対応班」に

分け，各スタッフが対応すべき行動を具体的に記した行

動表を作成した。施設長が他施設の訓練にも関与してお

り，改善されているのがわかる。概ね順調にいったが，

次のような課題（例）があがった。 

① 対策本部：WiFiの不通、電気系統不良時の連絡方法を

検討する。 

② 避難後の入居者ストレスケア：重度者や相部屋に伴う

不穏者を考慮し配置人数の見直しを行う。 

③ 誘導方法の確認：電気停止時は非常階段で昇降できる

よう布担架使用を検討する。 

④ 食事提供：食事提供時，必ず居室ドアを開け中の様子

や音が確認できるようにする。 

⑤ 連携対応：３階と４階の情報共有や看護チームとの情

報共有を図る。 

⑥ その他：2次災害を防ぐためコンセントの位置確認や，

コンセントを抜く作業を必ず行う。 

3.5  「あぷり八尾都塚」と「小規模多機能ホームあぷ

り」の合同訓練（R4.6.28 実施） 

「小規模多機能ホームあぷり」は 2 階建で「あぷり八

尾太田」の斜め向かいにある。前者の入所者を後者に避

難させたいが，十分なスペースがないため，施設が比較

的広く，大和川から２km 以上離れ浸水想定が 0.5～１m

の「あぷり八尾都塚」に移動する。これも含めた合同訓

練を実施した。 

「あぷり八尾都塚」の１階が浸水するとの想定で，１

階の入居者を３階に移動，３階の一部を相部屋にして介

護を続ける。一方，「小規模多機能ホーム」からの入所者

８名とマットを車で「あぷり八尾都塚」に搬送し，２階

の踊り場にマットを敷いた。班構成は，「食事対応班」「避

難誘導班」「生活介護班」「救護班」「安全防護班」「応急

物資班」「連絡班」「ストレスケア班」で構成。施設の対

策本部とは別に会社全体の対策本部を設けた（別場所に

あるとの前提で，両対策本部をオンラインで接続する）。 

両施設長にとっては 4 回目なので，準備が精緻で，職

員にも浸透しているのがわかる。他方，今回初となる施

設間の職員連携が課題となった。「小規模多機能」からの

入所者到着後２階への誘導に手間取ったこと，「都塚」の

職員がこれら入居者を十分識別できなかったこと，収容

するスペースが十分でなかったこと等がわかった。本社

対策本部への連絡事項，情報を共有するホワイトボード

のあり方も問題提起された。 



日本災害復興学会大会（2022･京都） 

JSDRR Annual Conference  – 2022/Kyoto 

3.6 今後の展開 

「通常業務を訓練時に生かす」を合言葉に，本社・４

施設一斉訓練を９月９日に行う予定。正確な情報集約と

判断ができる体制を構築するため，本社対策本部の役割

や，事前対策（例：参集可能職員の把握），被災時の対応

（例：ライフライン不通，廃棄物処理）等を再確認し，

会社全体及び各施設の目標を定める。被災 3 日間の生活

確保を目標に，以下の点に留意する。 

① 通常業務を訓練時に生かすことを意識し行動する。 

② 参集判断～参集以後、時間経過に伴う被災状況を想定

しながら必要な対応を考え行動する。 

③ 訓練ごとに課題を見つける⇒工夫する⇒振り返る⇒

次に生かす。 

④ 入居者の想定外の動きも現実に起こることと捉え臨

機応変に対応する。 

施設毎の BCP訓練の積み重ねを経て，本社・全施設一

斉の BCP 訓練につなげた。PDCA サイクルを踏まえた

BCMの一環とも捉えることができる（図１参照）。 

これまでの訓練では，介護サービスの維持等施設内の 

事項に重点が置かれたが，今後は施設外との調整や連携

－市役所等の行政機関，地域やボランティア等との関係

にも留意する必要がある。施設に損傷があった際の避難

もある。訓練をとおして課題を解決しながら，実効性の

ある BCP作成に向かうことが期待される。 

４．考察 

本研究では，あぷり社が本格的な BCP作成に向け，仮

の作成をたたき台に訓練を重ねる過程を分析した。以下

の３要素を同社の BCP作成の特色として挙げたい。一点

目は，「BCPに取り組む姿勢」で，使える BCP作成を目

指している。各施設長が作成した訓練案を幹部 MT で協

議，修正し訓練への準備を進めてきた。訓練終了後は反

省点を明確にし，改善につなげるのは，BCM（Business 

Continuity Management）とも考えられる。二点目は，「BCP

作成の手法」で，当初から「すべきこと」にこだわらず，

「できること」を積み上げる加点方式で，継続，発展さ

せる。課題を改善しながら難易度を高めてきた。三点目

は，「本来業務との関連性」で，BCPを本来業務に紐づけ，

普段の業務改善や人材育成につなげている。普段から部

活動や研修に取り組む延長線上に，BCPへの取組みが位

置付けられている（図２参照）。 

今後の研究課題として，同社が今後も BCPを発展させ

る中で，３要素の妥当性を検証する。他の介護事業者の

BCP作成にも適用可能か研究を進めたい。 
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 【BCPに取り組む姿勢】 
 

１．雛形を参照に作ったことで終

わりとしない。 

２．訓練を重ね検証しながら，内

容を改善し，本格作成を目指

す。 

３． PDCA サイクルを踏まえた

BCM と捉えることができ

る。 

【BCP作成の手法】 
 

１．当初から満点を目指そうと，

ハードルを上げない。 

２．訓練の度に課題を見つけ，難

易度を上げていく。 

３．行政や地域との連携等施設外

との調整や，他施設への避難

を伴う災害にも対処してい

く。 

【本来業務との関連性】 
 

１． 部活動，研修を通して，職員

の資質向上に努めている。 

２． BCP訓練では施設長の下，班

体制を敷き，職員に主体的に

参画させる。 

３． 通常業務を訓練に生かすこと

で，その成果が通常業務にフ

ィードバックされていく。 

+ 

図２：あぷり社による BCP 作成の特色 

+ + 

図 1：BCP 作成に向けた訓練の積み重ね 
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