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• 新型コロナウイルスは感染しやすく、変異しやすい。

• すべての方が重症となるわけではないが、重症となっ
たりお亡くなりになるかたもいる。

• 感染を防ぐために、感染症対策は行っていただきたい。

• 感染症対策を重視しすぎて、厳しい制限を行うことで、
本来の業務の中断につながる。

• 感染症対策と業務継続のバランスが必要である。

2



厚生労働省資料 https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf


厚生労働省資料 https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf


ご理解いただきたいこと

• 義務化の経過措置期間は 2024年（令和6年）3月ま
でですが、感染や災害はいつ起こるかわからない。

• 2024年4月以降、BCPを策定しない場合や、研修や
訓練を行わない場合の、 厚労省等の対応は未定。

• BCP策定の指導権限は保健所にはない。

• BCPにより感染症対策の強化が期待できることから、
保健所から助言、提案させていただいている。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html

厚生労働省のBCP作成支援サイト

研修動画

【最初にまとめてDLを】

ガイドライン
様式ツール集
ひな型
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厚生労働省のサイト
感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等

7

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

【最初にまとめてDLを】

ガイドライン
様式ツール集
ひな型

研修動画

「感染対策マニュアル」も
あります



厚生労働省の作成支援サイトの４つの道具

研修動画
YouTube配信

2021年3月

様式ツール集
Excelファイル

業務継続ガイドライン
PDFファイル
2020年12月

ひな型
Wordファイル

研修動画やガイドラインを参考に、様式ツール集の表やひな型に必要事項を入力する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html 8



那覇市保健所のサイトからもリンクをはっています（2023年3月22日現在）
https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/kansensyou/2022COV.html
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研修動画

職場の皆さんでご覧いただけるようご紹介下さい。

どのような形でもいいので視聴することが大切です。

各自視聴して、確認することでもOKです。

視聴することは「研修」の始まりにあたると考えます。

現場だけでなく、責任者の視聴をお願いします。
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研修動画の時間（感染症）
総論 動画１ BCPとは （18分）

各論 動画２ 共通事項 （11分）

動画３ 入所・入居系 （25分）

動画４ 通所系 （26分）

動画５ 訪問系 （24分）

動画６ BCPを現場で活用するポイント （27分）

＜サービス類型毎の視聴項目＞

入所・入居系サービス 上記の１，２，３，６ （合計81分）

通所系サービス １，２，４，６ （合計82分）

訪問系サービス １，２，５，６ （合計80分）

自立生活援助、相談系サービス １，２，５，６ （合計80分）
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業務継続ガイドライン

※ガイドラインは2020年12月に発行されています。
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業務継続ガイドライン 1～２ページより抜粋
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14

業務継続ガイドライン 3ページより抜粋



※感染対策マニュアルでは感染予防対策を記載しているが、
体制整備や担当者の決定や職員の確保等についての記載がない。

業務継続ガイドライン 4ページより抜粋
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様式1推進体制の構成メンバー

様式2事業所外連絡リスト

※ほかの様式は
あらためて
ご覧ください

様式5 （部署ごと）職員緊急連絡網（LINEなどでも可）

こちらで各様式を選択ください

様式ツール集
表紙
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様式ツール集 様式６
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ひな型

入力されてください
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ひな型
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厚生労働省の作成支援サイトの４つの道具

研修動画
YouTube配信

2021年3月

様式ツール集
Excelファイル

業務継続ガイドライン
PDFファイル
2020年12月

ひな型
Wordファイル

研修動画やガイドラインを参考に、様式ツール集の表やひな型に必要事項を入力する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html
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【例示入り 】感染症ひな型
Excel ファイル版(介護サービス用）

を修正して利用
ひな型（本文）＋補足＋様式

2021年11月

（提案その１）介護サービス用のひな型を利用

研修動画
YouTube配信

2021年3月

業務継続ガイドライン
PDFファイル

2020年12月

研修動画やガイドラインを参考に必要事項を入力する
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22https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html



23
※那覇市保健所のサイトからもリンクをはっています（2023年3月22日現在）

https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/kansensyou/2022COV.html

ひな型を新たに
作成しました



「様式ツール集」
または

【例示入り 】
Excel ファイル版(介護サービス用）

の様式を利用

（提案その２）当保健所が作成したひな型を利用

研修動画
YouTube配信

2021年3月

業務継続ガイドライン
PDFファイル
2020年12月
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ひな型

Wordファイル
例示やガイドラインの一部を転記した
ものを当保健所で作ってみました

2023年3月

研修動画やガイドラインを参考に必要事項を入力する
那覇市保健所提案のひな型は保健所のサイトにあります



※事前に施設等の皆さんでの確認をお願いします。

業務継続ガイドライン 11ページより抜粋
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様式ツールの様式１

様式ツールの様式２

業務継続ガイドライン 11～12ページより抜粋
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※報告・相談先が多いので、事前の連絡先の整理や調整が必要です。

業務継続ガイドライン 12ページより抜粋
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※事業所でガイドラインを見て整理を行ってください。

業務継続ガイドライン 12ページより抜粋
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業務継続ガイドライン 13ページより抜粋
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業務継続ガイドライン 13ページより抜粋
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業務継続ガイドライン 14ページより抜粋
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業務継続ガイドライン 14ページより抜粋
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※ 多くの項目がありますが 「0．平時対応」で準備したことを繰り返すことになります。
中央に「検査」がおかれていますが、「検査」を過度に重視しすぎないように。

業務継続ガイドライン 15ページより抜粋
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※上記ならびにBCP策定の指導権限は保健所にありません。

厚生労働省資料 https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf


感染対策指針作成についても、手引きやひな型があります

35https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html



まとめ

①利用者、職員、そして施設を守るためにBCPは大切

②策定のために道具を使いましょう

③早めに始めていただくことが大切

④感染対策と業務継続のバランスが大切

BCP（業務継続計画）を作りましょう

ご清聴ありがとうございました
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