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介護老人福祉施設
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はじめに
このアンケートは安全を脅かす外的要因に対して、従業者の理解度や意見を収集し

次年度の事業継続計画の基礎資料にすることを目的としています。
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外的要因 

 自然災害（風水害、地震等） 

 新型感染症 

 テロ行為（傷害、暴力、サイバー

攻撃） 等 

 

内的要因 

 介護中の事故 

 高齢者虐待 

 身体拘束 

 ハラスメント 

 労働災害（転倒・腰痛など） 等 

介護施設 
備
え
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私たちの体制
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組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全対策担当者 
(各事業所配置) 

リスクマネジメント係長 

（防災管理者) 

施設管理者 

毎月委員会にて PDCA 

平   時 有   時（発災） 

危機管理対策本部 

予防教育訓練 指導・啓発 
有事は安全対策担当者が各班に振り分け・配置 

COVID19発生のため
危機管理対策本部を設置運営しています

防災等対策委員会
 自然災害
 傷害暴力（テロ行為）
 情報セキュリティ

サービス事故対策委員会

 身体拘束防止
 高齢者虐待防止
 ハラスメント 含む

栄養ケア委員会

感染症対策委員会

安全運転委員会

衛生委員会



ここから アンケート結果 をご説明します
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Q1 属性

[ 解説 ]

・ 回答数 53名 回答率 96%

・ 女性 51% 男性 49%

前年比男性＋５％

女性６０％超が通例でしたが男性が増えてきました



Q2 一年前と比較して個
人としてさまざなリスク
への備えをしていますか

〇 解説

「はい」と回答した人が減っています。

入社1年未満者が含まれている可能性が
あります。まずは自助ということを念頭に
おいて認識を変えていきましょう！

目標 「はい」90%以上維持 未達
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実績 前年比

８７% - ５％



Q３ 職場として「コントロールで
きない脅威への備え」 ができ
ていると思うものを選択してくだ
さい（複数回答可）

〇 解説

※ 主観のため実際は出来ている状態でも本人が理解できて
いない場合はチェックはつきません。

前年と継続して２項目が未達ですが サイバーテロ
２３％増は大きな進歩です。

興味関心を高めることができたといえるでしょう。

目標： 全て70%以上 未達
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実績 前年比
予期せぬライフライン停止 55% - ６%
サイバーテロ(情報セキュリティ） 42% ２３%



Q4 法人が独自で設定
している「三大リスク」の
種類を知っていますか
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[ 解説 ]

３つ知っているが前年比＋１０％増加

しました。 2つ以下は８名 もうひとふんばりです。

目標： 「2つ以下」 9名以下（一桁） 達成

１ 自然災害 ２ 感染症 3 傷害暴力（防犯）

３つ知っている
実績 前年比

８５% １０%



Q5 毎月１回の減災訓練に
参加したことがありますか
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［ 解説 ］

コロナ禍であっても、ほぼ参加数を維持

できたことは全員の努力の結果です。

今年度から夜勤者対象の訓練を組み入れるなど

参加できる工夫をしています。

目標： 「夜勤帯訓練」年2回以上 達成

実績 前年比

4回以上 ４２% １%
3回以下 ４７% -２%
0回 １１% 1%



Q6 非常事態が発生した場合
施設内の避難経路はどうなり
ますか
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〇 解説

対象母数-4名、入社一年未満の従業者もいる中で

昨年と同じ人数が正解、わからない

が0名になったことは達成感があります。

原因や時間帯によって何故変わるのか、その理由

まで理解することが重要です。

目標： 「正解者」 95%以上 達成

実績 前年比

事態毎に変わる ９６% １０%
変わらない ４% - ５%
分からない ０% - ５%



Q7 一年前と比較して
「備えの質」はどうなりま
したか
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〇 解説

「よくなった」という実感値が増えたことは喜ばしい結果

です。特に根拠ある備蓄品が安心に繋がっ

ている意見が多くありました。

職場を参考に自分ごととして個人の備えに繋げインパ

クトが出るよう促していきます。

目標： 「安心」70%以上 達成

実績 前年比

良くなって安心 ７２% ７%
不備があり不安だ １７% ５%
わからない １１%  - １２%



良くなった点
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Q8 Q7一年前と比較して「備えの質」はどうなりましたか への具体的な意見

1. 感染症対策・風水害対策の部分で、特に訓練や実践を通して質が上がってきて
いる

2. 自分たちが備蓄倉庫の管理をしていることで備わっているものが以前と比較し
つつ、これからどうすべきか把握できるようになった

3. 風水害の際に速やかに対応できるようになった

4. 毎月の訓練及びリトレーニングが実施されており見直しも定期的に行えている

5. それぞれに合った備えを常に更新しており、実践的な訓練を行う事で再確認や
改善点をみつけ変化への対応をしている

6. 有事に備えて備蓄が整っているので安心 (同多数）

7. 職員間で不備な箇所をあげやすくなった

8. 抜き打ちで地震の訓練があり緊張感をもって初動、物品の確認等ができ心構え
の質が上がる。



改善してほしい（すべき）点

©KAIKOUKAI 13

Q8 Q7一年前と比較して「備えの質」はどうなりましたか 具体的な意見

1. 防犯の訓練は定期的に実施するべき。さすまたを増やし（2021年12月実施済み）全フロア
全職員の意識、対応力を作る必要があるのではないか

2. 在宅のマニュアル・BCPを基にした実践訓練

3. 特にありません(同多数）

4. 予期せぬライフラインストップ対応を繰り返しレクチャーする必要あり

5. デイサービスは毎回同じ曜日のため、他の曜日では訓練していない方もいる。職員だけの
訓練経験を増やすのではなくすべての利用者が訓練参加することを目標にしてはどうか

6. 参加者を増やせるように今年度取り組みをしているが未だ他人事と考えている職員もいる
ようだ。いつ何があるか分からないのが災害なので職員、委託会社、入居者、利用者が安
全確保に向けて動けるよう訓練機会をを考えていくべきではないか

貴重な意見とし来年度の事業計画やBCP見直しの参考といたします。



Q9 2020年4月から導入した

緊急連絡システムの評価
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〇 解説

「あってよかった」 までを含めると９４％がポジ

ティブです。特に発信者側の満足度が高いです。

いずれにせよ変形シフトで動いている職種もある

ため皆にとって必要なシステムといえます。

目標： 「安心で満足」70%以上 未達

実績 前年比

とても便利で満足 ２３% ２%
安心で満足 ３４% - １２%
あってよかった ３８% ６%



2021年度
目標達成実績

個人として備えをしているか はい　90%以上 ×
職場として「コントロールできない脅威への備え」
ができていると思うものを選択してください

全て「７０％」以上 ×

三大リスクの種類を知っているか ２つ以下　9名以下（一桁） 〇

減災訓練に参加したことがある 夜間帯訓練2回以上 〇

非常事態が発生した場合、避難経路はどうなるか 正解者95%以上 〇

1年前と比較して備えの質はどうなったか 良くなって安心　70%以上 〇
2020年4月から職員と速やかに情報をやり取りする「オ
クレンジャー」を導入の評価

満足　70%以上 ×

達成 57%
未達 43%
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最後は 自由記述 です

リスク対策として希望することやアイデア等

自分の意見を記入してもらいました



自由記述 ひと系（個人）
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①対策についての掲示を休憩場所にも行い、常に目に入る状態にするのも

意識を高められるのではないか

②感染症のリスクに対する関心が高まる昨今、現場に即した実戦のスキルを

高められるよう勉強したい



自由記述 運営全般
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① 最近ニュースでもよく聞くが、防犯対策は更に訓練の質をあげ、自信を付けたい

② 施設内設備の使用方法や復旧方法の振り返りをしたい

③ 最高最新のリスクマネジメントに感謝している

④ 垂直避難の際、避難者プライバシーをもう少し配慮できないか

⑤ 土日に災害が起こった時の想定の訓練もして欲しい

⑥ 外国人（英語圏）でもわかりやすい日本語で情報伝達してもらうと良い

⑦ 抜き打ち訓練は咄嗟の力が試されるため良い



さいごに
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今年度は全員対象の「ミニテスト」 夜勤者対象の「夜間帯訓練」 予告な

しの「ぬきうち訓練」を新たに組み入れました。

また危機管理対策本部専用の「危機トレーニング」も毎月実施することで

本部体制の維持を図っています。

2022年度も「つづけること、やめること、新たに始めるべきこと」 を

整理したうえで自助力が高まる施策を実行し、三か年ビジョンである

レジリエンスの証明 の達成を目指します。



以上、社会福祉法人海光会からのご報告でした
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