
障害者施設等の BCP 策定支援のご案内 

 

事業概要 

障害者施設等においては、自然災害や感染症の発生時でも利用者と職員の安全

を確保し、業務継続に向けた計画（以下「BCP」という。）の策定が非常に重要で

す。 

 令和 3年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者施設等における

BCP 策定や研修、訓練等が義務化されました。本事業では講座や個別相談を通

じて、BCP 策定方法を解説するとともに、実効性の確保・向上を支援します。 

 各施設の実情に則した BCP を策定し、適切に運用していくための一助として、

この機会をぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール（年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 ＜東京都障害者施設等 BCP策定支援事業 事務局＞ 

      株式会社都市計画２１ 
           担当：大熊・原田 

        TEL：03-5623-6371／FAX：03-5623-6672 
              ＜受付時間＞10：00 ～ 18:00 (土・日・祝日を除く) 

  

BCP 策定講座 

～策定方法の講義・グループワーク～ 

●感染症編、自然災害編に関する BCPにつ

いて解説 

●BCP 策定方法を習得するためのワークシ

ョップを実施 

●新規策定だけでなく、BCP の改善や実効

性確保・向上に向けた知識やノウハウを付

与 

※入所系、通所系の全ての施設が対象です。 

※訪問系に関しては今年度の講座は終了し
ました。 

 

アドバイザーによる個別相談 

～悩みや疑問点の解消～ 

●WEB 会議システムにより、専門アドバイ

ザーが１対１で策定段階でのつまづき、

BCP 策定や運用に関する相談に回答 

●状況に応じて、施設訪問にて、対面による

相談も実施 

※入所系の施設のみが対象です。 

 

本事業は以下の２つの内容で構成されています。 

※入所系の施設のみ、BCP 策定講座と個別相

談の両方が受講可能です。入所系の施設は、

施設の状況に応じて適宜内容を組み合わせ

てご活用ください。 

 令和４年 令和５年 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 

BCP策定講座  
１回 

（終了） 
４回 

（終了） 
２回 2回 ２回 １回  

アドバイザーによる個別相談  
１回 

（終了） 
４回 

（終了） 
６回 ５回 ６回 ５回  

※各月の開催回数になります。まだご参加いただいていない事業所のみお申し込みください。 

※講座に感染症のまん延状況やその他社会情勢に応じて、事業の実施方法や各項目の回数を変更する場合があり
ます。 

主催：東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 事務局：株式会社都市計画２１ 



BCP 策定講座（10 月～12 月） 

 

BCP の策定や見直し方法を学びたい事業者を対象に、厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染

症発生時の業務継続ガイドライン」および「ひな形」に基づいて、基本的な考え方や策定方法等に関する講

義・演習を行います。 

  対  象 ：都内の入所系、通所系サービスを実施する事業所※ 

  費  用 ：無料 

  講  師 ：MS&AD インターリスク総研株式会社所属 コンサルタント 

  内  容 ：BCP 策定テキストを用いたワークショップ 
（BCP 策定テキスト：厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における自然災
害発生時の業務継続ガイドライン」および「障害福祉サービス事業所等における
新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」に即した「ひな形」
と「解説書」がセットになった冊子） 

※入所系、通所系のサービス種別については別紙参照 

 

講座 内容 

①感染症編 

・「感染症編」と「自然災害編」とで BCPの性質・内容が異なるため、それぞれの

内容に分けて重点的に講義します。 

・厚生労働省の「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガ

イドライン」、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発

生時の業務継続ガイドライン」および「ひな形」等を活用し、ワークショップ形

式で講義・解説します。 

・演習を通じて、参加者間で各施設における対応方法などを共有するとともに、講

師の指導により実際に策定に着手していただきます。 

②自然災害編 

 

  申込方法 ：以下の申込みリンク先から必要事項を記入の上、お申し込みください。 

 URL：https://form.run/@trp--1661312826 

 申込期間：令和４年９月 20 日（火）12 時～各開催日の１週間前 

 定員：各日程各会場につき 40 名程度（各施設・事業所１名まで） 

  開催日時、場所 ：下記の通り 

ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、WEB 開催となる可能性が

あります。この場合には、各開催日の１週間前にメールにてご連絡いたしま

すので、お手持ちの PC からご参加いただきます。 

※本チラシでは、令和４年度後半の日程をお知らせしています。 

 

サービス種別 時間 新宿会場 町田会場 立川会場 

入所系 13：00～17：00 10/20（木） ― ― 

通所系 13：00～17：00 

10/18（火） 12/９（金） 11/24（木） 

11/10（木） ― ― 

訪問系 9/26（月）開催の講座をもって今年度の開催は終了します。 

  ※参加可否については、申し込まれた日から１週間程度でメールにてお知らせいたします。先着順とさせていた
だき、定員（40名程度）に達し次第受付を終了させていただきます。 

  ※各会場につきましては、別紙をご確認ください。  

https://form.run/@trp--1661312826


【入所系サービスを提供している施設・事業所限定】 

 

経験豊富なアドバイザーがマンツーマンで BCP 策定や運用に関するご相談に応じます。 

  対  象 ：都内の障害者支援施設、医療型児童入所施設、福祉型児童入所施設、

療養介護事業所、共同生活援助事業所 

 ※入所系サービスを提供されていない施設・事業所のお申し込みはご遠慮ください。 

  費  用 ：無料 

  アドバイザー ：MS&AD インターリスク総研株式会社所属 コンサルタント 

  相談内容 ：BCP の策定や見直し、研修、訓練などのお悩みや質問等についてアド

バイスし、BCP の定着を支援します。 

※あくまでも助言であり、アドバイザーが直接 BCP の策定や添削を行うものではあ
りません。 

 

メニュー 相談時間 内容 

WEB 相談 

感染症編 / 自然災害編 

BCP 

最大 90分 

・これから BCP を策定する施設をはじめ、既に策定した BCP

の見直しを検討している施設まで、個別の課題に応じて、コ

ンサルタントがご相談に応じます。 

・「感染症編」「自然災害編」いずれのご相談にも対応可能です。 

  ※「まだ策定していない」、「何から策定すればよいかわからない」という場合でも、コンサルタントが丁寧にお答えい
たします。先着順で受講可能数も限られておりますので、お早めにお申込みいただくことをお勧めしております。こ
の機会を積極的にご活用ください。 

 

  受講方法 ：Zoom などの web 会議システムを介してアドバイザーが直接ご相談

に応じます。(アカウント設定等不要、PC とメールアドレスのみで接

続いただけます。) 

 事前にご予約いただき、ご相談当日の概ね 1 週間前にアドバイザーか

ら招待メールをお送りいたします。 

※アドバイザーが施設へ訪問しての相談や、他の場所での対面相談などをご希望の場
合は、個別にご相談ください。 

  申込方法 ：以下の申込みリンク先から、ご希望の相談メニューなど必要事項を記

入の上、お申し込みください。（既に受講されている施設・事業所は公

平性確保のためお断りさせていただいております。） 

 URL：https://form.run/@trp--1661314756 

  申込期間 ：令和４年９月 20 日（火）12 時～各開催日の２週間前（先着順） 

  開催日程 ：各日程の下記時間帯で開催します。 

① 9:00-10:30 , ② 10:30-12:00 , ③ 13:00-14:30 , ④ 14:30-16:00 
 

10月 ３日（月） 12日（水） 17日（月） 25日（火） 28 日（金） － 

11月 2日（水） 7日（月） 16日（水） 18日（金） 21 日（月） 25日（金） 

12月 2日（金） 6日（火） 7日（水） 19日（月） 22 日（木） － 

 

アドバイザーによる個別相談 

https://form.run/@trp--1661314756


別紙 
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サービス種別一覧 

入所系サービス 
施設入所支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、 

療養介護、共同生活援助 

通所系サービス 

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、 

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、 

就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、 

放課後等デイサービス 

訪問系サービス 
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、 

重度障害者等包括支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 

※入所系、通所系、訪問系のそれぞれで講座内容が異なります。貴事業所に該当するサービスをご

確認いただき、対応する講座へとお申し込みください。 

※短期入所については、通所系サービス向け講座を基本としつつ、必要に応じて入所系サービス向

け講座にお申し込みください。 

※自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援については、訪問系サービス向け

講座にお申し込みください。 

 

各会場へのアクセス 

【新宿会場】 

会場名：西新宿大京ビル 

所在地：東京都新宿区西新宿 7丁目 21-3 西新宿大京ビル 2階 

ＨＰ：http://tokyo.re-rental.com/shinjuku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：リファレンス西新宿大京ビル貸会議室 HP  

http://tokyo.re-rental.com/shinjuku/


別紙 

2/2 

【町田会場】 

会場名：ぽっぽ町田 

所在地：東京都町田市原町田 4丁目 10番地 20号 

ＨＰ：http://www.poppo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：ぽっぽ町田 HP 

 

【立川会場】 

会場名：たましん RISURUホール(立川市市民会館) 

所在地：東京都立川市錦町 3-3-20 

ＨＰ：https://risuru.hall-info.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：国土地理院ウェブサイト 

ここ 

http://www.poppo.jp/
https://risuru.hall-info.jp/

