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新型コロナウイルス感染症（ＣОＶＩＤ-19）の世界的流行で不要不急の社会経済活動が止まり、これによって様々な社会課題が露呈する一方
で、時代の変革を先取りする取り組みも注目されはじめ、SDGsが目指す経済・社会のグリーン化も加速している。本稿では、SDGsの目標と
ターゲットを道しるべとしてＣОＶＩＤ-19によって顕在化した日本の社会課題を整理するとともに、経済的な最適化を追求してきた従来型のグ
ローバル・サプライチェーンが、環境・社会課題を内部化していく50年単位の大きな変革期にあることを考察する。

気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）の提言は、将来の気候変動シナリオに基づいて、定量的または定性的に自社事業への影響を
評価する「シナリオ分析」を推奨項目に掲げている。シナリオ分析においては、脱炭素社会に移行することによる事業リスクだけでなく、気候
変動で激化する自然災害等の「物理的リスク」も考慮する必要がある。本稿では、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が2020年7月に公表した自然
災害リスクの変化を高解像度で定量評価する二つのサービスを紹介し、その手法について事例を交えて解説する。

新型コロナウイルス感染症（ＣОＶＩＤ-19）によってサプライチェーンの抱える脆弱性が露呈し、企業は否応なしにその見直しを迫られている。
サプライチェーン強靱化のさらなる推進とともに、サプライチェーンＢＣＰ（事業継続計画）の見直しも必須となる。また、企業個社での取り組み
では危機を乗り切ることができないほど、企業間取引と供給網が複雑に絡み合い連鎖している状況にある。本稿では、今後のサプライ
チェーンのあり方について平時と非常時の対比を軸に考察するとともに、サプライチェーンBCPの見直しのポイントについても整理する。

介護サービス事業所をはじめとした社会福祉施設が提供する各種サービスは、施設利用者やその家族の生活を継続する上で欠かせないも
のであり、新型コロナウイルス感染症（ＣОＶＩＤ-19）の感染まん延下においても、業務を継続することへの社会的要請は強い。本稿では、新型
コロナウイルス感染症（ＣОＶＩＤ-19）を対象とした介護サービス事業における業務継続計画（ＢＣＰ）策定のポイントを解説するとともに、感染
が疑われる利用者が発生した施設における対応の具体的事例を紹介する。

2015年4月に施行された食品表示法に基づく新基準について、加工食品に対する経過措置期間が終了し、2020年4月から同法に基づく新基
準での運用が開始された。食品等事業者においては新しい食品表示制度に対応した適正な食品表示が求められているものの、新基準運用
開始後においても、「不適切な表示」により食品を自主回収する事例が後を絶たない。本稿では、農林水産省が公表している事業者向けマ
ニュアルを参考に、一般用加工食品の企画から製造・販売に至るまでのプロセスごとに、食品等事業者が実施すべき事項や留意すべき事項
をチェック項目として整理し、解説する。

少子高齢化が進む中、高年齢者の就労は法制度の後押しもあって今後ますます増加する傾向にある。その一方で高年齢者は、加齢にともな
う身体・精神機能の変化などの要因から労働災害を引き起こす確率が相対的に高く、発生した場合は重篤化する可能性が高いことから、企
業においては、高年齢労働者の労働災害防止対策を講じることが喫緊の課題である。本稿では、高年齢労働者の特性を踏まえた安全対策に
ついて整理するとともに、労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭＳ）の仕組みと活用方法について解説する。

65歳未満で発症する若年性認知症には、1万人規模の事業所において5人前後の被用者・使用者が発症する可能性があること、年齢層の高
い被用者・使用者が多く従業している事業所に有病者が現れる可能性が高いこと、という疫学的な特徴がある。また、「若年性」特有の社会
経済的な課題も存在する。本稿では、東京都健康長寿医療センター研究所の自立促進と精神保健研究チーム非常勤研究員である多賀努氏
が、若年性認知症の特徴を踏まえた職場における支援のあり方について提案する。
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1　RMFOCUS Vol.75 〈2020 Autumn〉

要旨
▪新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」）の流行によってほとんどの国で不要不急の社会経済活動が止まり、 

これによって様々な社会課題があぶりだされ、また一方で、時代の変革を先取りする取り組みが注目されはじめて
いる。

▪2030年の国際目標であるSDGsを道しるべとして、COVID-19によって顕在化した日本の社会課題を整理する。
▪さらに、COVID-19を契機に、SDGsが目指す経済・社会のグリーン化が加速することを指摘する。
▪そして、経済的な最適化を追求してきた従来型のグローバル・サプライチェーンが、環境・社会課題を内部化していく 

50年単位の大きな変革期にあることを考察する。

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 
フェロー　 　　　　　　　　原

は ら ぐ ち

口 真
ま こ と

1．COVID-19によって改めて
認識された日本の社会課題

2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」は、「世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道筋
に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段をと
ること」、そしてそれを実行する際に「誰一人取り残さないこと」
を決意している。SDGsは、この2030アジェンダが目指す持続可
能な開発のための17の目標であり、それに関連付けられた169
のターゲットが示されている1）。

COVID-19で社会経済活動を止めたことによって、経済的
なショックに対して脆弱な人々がたくさんいることが明らかに
なった。また、このようなリスクに対するセーフティネットが十分
ではないことも明らかになった。これは、近年頻発する大規模自
然災害で生活基盤が崩れ生活再建がなかなかできない人々が
多数発生する状況と重なるものである。

目標1「貧困をなくそう」のターゲットでは、このような課題が
示されている。貧困という用語だけ見て日本ではそれほど重要

ではないと誤解される方もいるが、SDGsが示す課題の規模が
広範であることが理解できる。

【ターゲット1.5】注1）

2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性
(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象
現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に対す
る暴露や脆弱性を軽減する。

COVID-19によって、日本の食料生産・流通システムの脆弱
性も明らかとなった。例えば、春野菜の収穫期に外国人技能実
習生の移動が制限され、人手不足で野菜が廃棄されるという
事態が発生した。海外でもCOVID-19による行動規制で野菜の
収穫、加工作業が止まり、日本の輸入が減少した。

目標2「飢餓をゼロに」では、食料生産システムの持続可能性
とレジリエンスの強化がうたわれている。自然災害や人手不足
に対して強靱（レジリエント）な国内の農業、水産業を再構築 
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することは重要な社会課題である。

【ターゲット2.4】
2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態
系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及
びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に
土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産
システムを確保し、強靱(レジリエント)な農業を実践する。

COVID-19によって、医療資源の不足と偏在が世界各地で明
らかになった。医療のキャパシティがCOVID-19との闘いの隘路

（あいろ）すなわちボトルネックとなり、これを超えると医療崩
壊が発生した。

日本も増大する社会保障費を抑制する政策がとられてきた
が、COVID-19によって、医療資源に必ずしも余裕がないことが
明らかになった。一方で、院内感染を恐れて具合が悪くても受
診を控える人が増え、病院側も感染対策で新規患者の受け入
れを制限するなどしたために、病院の経営が悪化するという事
態が発生している。

目標3「すべての人に健康と福祉を」では、以下のようなター
ゲットが掲げられている。大規模自然災害の発生時に求められ
る医療体制を想定し、医療資源のセーフティネットをどのよう
に持続可能なものにするのか、重大な政策課題になったと考え
られる。

【ターゲット3.8】
すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基
礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ
質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含
む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。

COVID-19によって、自国内で医療用具や医薬品を開発・供
給できる国とそうでない国の違いが明らかになった。日本の産
業には前者としての力があり、ワクチン開発競争に参加してい
る。一方で、医療用マスクや防護服を製造する日本企業が、海
外に生産拠点を移転していたために他国への供給が優先され
日本に輸入できないという事態が発生した。平時の際に最適で
ある国際生産分業が、COVID-19のような危機の際には脆弱
であることが露呈した。このようなイノベーションに関する目標9

「産業と技術革新の基盤をつくろう」では次のようなターゲッ
トを掲げられている。

【ターゲット9.5】
2030年までにイノベーションを促進させることや100万人
当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民
研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめと
するすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進
し、技術能力を向上させる。

COVID-19によって、日本のデジタルトランスフォーメーション
（DX）がすすんでいなかったことが顕在化した。経営者や行政
が先延ばしにしてきたDX投資を今回の危機で半ば強制的に
実施しなければならなった。

テレワーク／リモートワークに関するデジタルソリューショ
ンは海外ベンダーの存在感が大きく、日本企業が目立ってい
ない。現在様々な日本企業が新ソリューションの開発に挑戦
しており、With/Postコロナ時代の新たなビジネスが期待さ
れる。

SDGsを掲げた国連文書「2030アジェンダ」には「我々は、こう
した民間セクターに対し、持続可能な開発における課題解決の
ための創造性とイノベーションを発揮することを求める。」とあ
り、COVID-19で明らかになった社会課題を解決するビジネス
を創発し、働きがいのある仕事を増やしていくことが非常に大
切である。

目標8「働きがいも経済成長も」では、以下のターゲットが掲
げられている。

【ターゲット8.5】
2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女
性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らし
い仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。

COVID-19によって、どこの国においても不安定な雇用の人
から失業しており、収入減少を補うためにギグワーカーといわ
れる働き方が増えてきている。しかし、これは個人事業主として
契約するという不安定な“雇用“であり、日本ではこのような働
き方を守る制度はまだ整備されていない。正社員と非正規社員

（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間の
不合理な待遇差を禁止する法律がようやく成立した現状にお
いて、「新しい働き方」という聞こえの良いフレーズでこのような
働き方を称賛することは、格差の増大につながる。セーフティ
ネットを考えないまま1999年に適用対象業務を原則自由化し
た労働者派遣法改正の二の舞にならないよう、働きがいのある
人間らしい仕事を増やしていくというビジョンを社会が共有す
る重要さが増している。

W
ith/Postコ

ロ
ナ
時
代
の

SD
G
s経
営
を
考
え
る



3　RMFOCUS Vol.75 〈2020 Autumn〉

2．COVID-19で加速する経済・社会の
グリーン化

ここまでは、生活者にとって身近な食や医療、働き方に関する
社会課題について言及してきたが、ここからは、中長期的な視
点でグローバルに連携した社会変革が不可欠な地球環境の課
題について考察する。SDGsの目標7「エネルギーをみんなにそ
してクリーンに」、目標12「つくる責任つかう責任」、目標13「気候
変動に具体的な対策を」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15

「陸の豊かさも守ろう」などが示す課題である。
図１は、私たちの日常生活が、資源の採掘、運搬、生産、加工、

使用等のサプライチェーンを通じて地球環境に影響を与えてお
り、その結果、水や食料といった資源の供給など私たちにとって
必要不可欠で多様なサービスを提供する豊かな地球環境を壊
し、経済・社会システムや生活にも悪影響を及ぼしつつあること
を表している2）。

欧州委員会（EU）は、2019年12月に「経済を活性化し、人々
の健康と生活の質を改善し、自然を保護し、誰一人も取り残さ
ないで、2050年までに欧州を最初の気候中立大陸とする方法」
として、欧州グリーン・ディールを発表した。図２がその構成要
素を示したものだが、SDGsを達成するためのEUの戦略と位
置付けていて、誰一人取り残さないことを目指し「公正な移行 

【図１】人間活動、社会・経済システム、環境基盤の相互関係のイメージ　　（出典：環境省「令和2年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」）

【図２】欧州グリーン・ディール（JETROによる日本語仮訳）
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メカニズム（Just Transition Mechanism）」を提案している。
すなわち、気候中立への移行によって「最も影響を受ける地域
や部門に焦点を合わせ、（中略）また、移行の影響を最も受ける
市民や労働者の保護を目指し、新たなスキルの習得プログラ
ム、新たな経済部門における雇用、またはエネルギー効率が高
い住宅へのアクセスを提供する。」ということに配慮している3）。

EUは、COVID-19による危機に対する復興基金「次世代の
EU」を2020年5月に提案し、7月に7,500億ユーロで合意してい
る。その柱がグリーン・ディールとデジタル化への投資である。
これは、復興のための巨額の投資が次世代にとって重い負担に
なることなく、次世代のために、より持続可能で、強靱で、より公
平な社会を構築するという意図があるためである。

EUは、グリーン・ディールの目標達成のために多額の投資が
必要であり、公共と民間部門双方を動員するためのグリーン・
ファイナンスの枠組みを提示している。とくに民間のサステナブ
ル投資の促進のために、投資対象が環境の観点からサステナ
ブルかどうかを判断できるような統一的な分類（タクソノミー）
を規定している。

日本政府も巨額な緊急経済対策を打っているが、経済・社
会のグリーン化のためのビジョンは見ることができない。しか
し、EUはグローバルリーダーになることを表明しているため、
グリーン・ファイナンスの枠組みは、グローバルなESG投資を通
じ、日本の産業界にも影響を及ぼしている。日本企業もSDGs
の達成に貢献するグリーン化が加速するシナリオを想定してお
く必要がある。

2020年米国大統領選挙の民主党候補であるジョー・バイデ
ン氏もCOVID-19不況からの経済の再建のために、クリーンエ
ネルギーに2兆ドルを投資することと表明しており、こうした米
国の動向が影響する可能性がある4）。

３．COVID-19で進むグローバル・サプライ
チェーンへの環境・社会課題の統合

COVID-19によって不要不急の社会経済活動が止まったこ
とで、これまで述べたように私たちの生活がグローバルなサプ
ライチェーンにいかに依存しているか再認識された。

表１に示すように、グローバルなサプライチェーンは、この100
年の間に進化し、世界に経済的な豊かさをもたらした。一方で、
グローバル化による環境負荷の増大が、地球温暖化や生物多
様性の破壊を引き起こすほどの外部不経済をもたらしており、
前述したように経済・社会のグリーン化が重大な課題となって
いる。また、21世紀になってグローバルな生産分業へ「安価な
労働力」を強みとする途上国の参加が加速し、これらの労働を
担う人々の貧困や人権侵害の状況が注視されるようになった。

サプライチェーンの国際分業による最適化は、世界の経済成
長に貢献してきたが、COVD-19を契機に米中対立の激化など、
一方的な拡大路線ではなくなってきた。2050年ぐらいまでの長
期を見通したとき、DXの進展によって、次頁のようなシナリオ
が想定される7）。

変化の時期 グローバル化の状況 外部不経済の状況

19世紀末から
1920年頃

◦欧米では工場で生産された食品、衣類、石鹸、家具
を購入できるようになり、地産地消の生活様式から
激変

◦「消費者」を大量に生み出すためにマーケティングが
発生

◦物流が、水運から鉄道、トラックへ変化し、輸送コスト
が低減

◦米国で自動車産業が発達し、石油の需要が急増

◦1919年、フォード対ドッジ裁判で、ミシガン最高裁判
所は「企業は株主利益を最優先して組織され、経営さ
れる」という判決を下し、米国の株主至上主義が法的
に確立

1950年から
1970年頃

◦コンテナが発明・規格化され、物流に革命をもたらす
◦石油化学工業が発達し、プラスチック製品が普及し、

世界の石油の消費が急増
◦日本でも欧米型の大量生産・大量消費社会へ
◦日本でモータリゼーションが開始

◦1970年、地球環境問題について考える日「アースデ
イ」開始

◦1972年、ローマクラブが「成長の限界」を発表
◦1972年、国連人間環境会議が「持続可能な開発」を

提唱
◦日本では、公害問題が深刻化

2000年から
2020年頃

◦インターネットの発達やWTO（世界貿易機関）の発
足などにより、途上国が世界の生産分業に参入

◦2001年、中国がWTOに加盟し、その後実質GDPが4
倍以上に成長

◦COVID-19を契機に、米中対立がさらに激化

◦気候変動や生物多様性の損失がグローバルリスクに
◦途上国では、公害問題や人権侵害が深刻化
◦2015年、SDGsとパリ協定が採択
◦2019年、米国の主要企業が集まるビジネス・ラウンド

テーブルは、ステークホルダー資本主義を宣言

【表１】グローバル・サプライチェーンの進化

（出典：参考文献・資料等５）6)を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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①途上国は「安価な労働力」で国際分業に参入してくるが、先
進国において生産の自動化（ロボット、スマートセンサー、
ビッグデータ解析など）がすすむと、非熟練業務の海外委
託が割高になり、先進国に生産が回帰し、一部の途上国は
サプライチェーンから外される可能性がある。

②電子商取引（EC）や遠隔コミュニケーション技術などに
よって、グローバルなサプライチェーンに参画できる企業
や地域の範囲が広がる可能性がある。

③ブロックチェーン技術によって、サプライチェーンの環境や
人権に関する透明性を確保するための有効な認証システ
ムが構築できる可能性がある。

このようなシナリオを踏まえて、ステークホルダー主義の経営
に変革しSDGsの達成に貢献する企業の視点に立つと、環境汚
染や人権侵害の問題に透明性が確保できない地域からDXに
よる透明性を確保できる地域への委託先の移行や、100%再生
可能エネルギーで稼働するロボット工場へ投資の移行を行う
戦略が考えられる。また、SDGsの誰一人取り残さないという公
正な移行を意識し、自社事業に貢献できる世界に散在する人
材や企業をDXによって発掘し、つなげ、活躍してもらうという戦
略も考えることができる。

以上のように、COVID-19を契機に改めて認識されたSDGs
が示す課題を考察することによって、未来のあるべき姿がすで
に少しずつ見え始めていることがわかる。

COVID-19以前からステークホルダー資本主義を意識して
SDGs経営に舵を切っている経営者にとっては、加速する経
済・社会のグリーン化は、企業の成長のシナリオを描きやすく
なると考える。一方で、これだけの危機を経験しても従来の株
主至上主義のビジネスモデルに拘泥する企業は、中長期的な 
成長は難しいと考える。

MS&ADインシュアランス グループは、2030年に「レジリエン
トでサステナブルな社会」の実現を目指し、SDGsを道しるべと
して、社会との共通価値の創造に取り組んでおり、SDGs経営
への変革を志向する事業者、金融機関、地方公共団体などを引
き続き支援していく。

　
以上

注）

１）SDGsの「持続可能な開発目標」は17の目標とそれにひもづく169の具体的な
ターゲットで構成される。「ターゲット1.5」の数字は、「目標１：貧困をなくそう」
に付いたターゲットであることを示している

参考文献・資料等

1）国連「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」外務省仮訳、2015年9月

2）環境省「令和2年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
2020年6月 

3）欧州委員会「欧州グリーン・ディールに関する欧州委員会のコミュ
ニケーション」JETRO仮訳、2020年3月

4）JETRO「バイデン米民主党大統領候補、環境インフラ政策を発
表」ビジネス短信、2020年7月17日＜https://www.jetro.go.jp/
biznews/2020/07/bf6d35d067e920ba.html＞（最終アクセス
2020年9月16日）

5）エドワード・グレイザー「都市は人類最高の発明である」山形浩生
訳、NTT出版、2012年

6）スーザン・ストラッサー「欲望を生み出す社会」川邊信雄訳、東洋
経済新報社、2011年

7）猪俣哲史「グローバル・バリューチェーン」日本経済新聞社、2019年
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ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 サステナビリティグループ　
上席コンサルタント　　　　　　寺

て ら さ き

崎 康
こ う す け

介 （左）
コンサルタント　　　　　　　　伊

い と う

藤 渚
し ょ う

生 （右）

要旨
▪2017年に公表された気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）の提言は、支持を急速に拡大し、主流化しつつあ

る。ＴＣＦＤの提言は、将来の気候変動シナリオに基づいて、定量的または定性的に自社事業への影響を評価する「シナ
リオ分析」を推奨項目に掲げている。

▪シナリオ分析においては、脱炭素社会に移行することによる事業への様々な影響（移行リスク）のほか、気候変動が顕
在化した場合に激化するとみられる自然災害等の「物理的リスク」も考慮する必要がある。

▪2020年7月にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、気候変動を考慮して将来の自然災害リスクの変化を高解像度で定
量評価する二つのサービスを公表し、多くのメディアで報道された。本稿ではその手法について、事例を交えて紹介
する。

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

１．ＴＣＦＤと物理的リスク
2017年6月のＴＣＦＤ提言（以下、「提言」）注1)の公表から3年

余りが経ち、2020年8月現在で1,280以上の企業・機関（政府機
関等は除く）が提言への賛同を表明するに至っている1）。その中
でも日本は経産省、金融庁、環境省、経団連などの支持を背景
に、世界最多の270以上の企業・機関が支持している。

提言では、企業が中長期的な視点に立って気候変動による
事業リスクと機会を把握し、事業判断に組み込むことが期待さ
れている。そのために推奨されているのが、気候変動に関するシ
ナリオ分析である。これはパリ協定の目標である「2℃未満目標」

（21世紀末の地球の平均気温上昇を2℃未満に十分抑える）
を達成するシナリオを含む複数の将来シナリオについて、自社
のビジネス、戦略、財務への将来的な影響を評価し、潜在的な
対策を特定することである（次頁図１）。

気候変動のリスクは移行リスクと物理的リスクの二つに大
別される。「移行リスク」とは脱炭素社会に移行することによる 

リスクであり、例えば炭素税の導入や化石燃料の需要減少、電
気自動車や再生可能エネルギーへの急激な転換などによる事
業への影響がある。そして「物理的リスク」とは気候変動が顕在
化することによるリスクであり、例えば風水災、熱波、干ばつな
どの自然災害による財物損害や利益損害などがある。

移行リスクについては、最近ではシナリオ別に想定される炭
素価格などを用いて定量的な影響評価を行う企業が増えてき
ている。一方で物理的リスクについては、一部の金融機関を除
けば2）、定量的な評価事例はほとんどない。その理由として、物
理的リスクが企業の立地に大きく関係し、ある程度精度の高い
評価を行うためには、個別に気候モデルや自然災害モデルなど
を駆使する必要があることが挙げられる。

このような状況を踏まえて、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
では気候変動シナリオ下での物理的リスクの定量評価手法の
開発に取り組み、2020年7月に「気候変動シナリオに基づく自
然災害リスク定量評価サービス」、「斜面崩壊リスク評価サー
ビス」の二つのサービスを公表した3）4）。本稿ではそれぞれの 

気候変動シナリオに基づく
物理的リスク評価手法の開発
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サービスについて、その特長を解説する。
なお、提言の解説や気候変動シナリオ分析全般の考え方に

ついては、過去の本誌記事2）5）6）を参照願いたい。

　2.自然災害リスク定量評価サービスの
開発と分析事例

本サービスは全球気候モデル（ＧＣＭ）を用いて、全世界を対
象に2100年までの様々な自然災害リスクを評価するものであ
る。ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングスが
出資する米国のスタートアップ、Jupiter Intelligence社と連携
して提供するもので、特長としては以下が挙げられる。

⑴ＧＣＭを高解像度化

一般的にＧＣＭは、水平解像度が約100km程度であり、この
ままでは各地点での影響を詳細に評価することは難しい。この
出力結果を補間（ほかん）して解像度を上げることをダウンス
ケーリングと言う。

計算機の資源に限りがあるため、通常ではダウンスケーリン
グは一部の地域に限って行われ、全世界で行うのは現実的で
はなかった。しかし近年では機械学習によるダウンスケーリン
グ手法などにより効率的な処理が可能となりつつある。本サー
ビスでは最新の手法を用いて、解像度をＧＣＭの数倍に高めて
いる。その結果、全世界を対象に自然災害を90mの解像度で分
析することが可能となった。

⑵複数の気候変動シナリオの採用

ＩＰＣＣ注2）が使用している代表的濃度経路（ＲＣＰ）シナリオ
を用いている（図１）。選択可能なシナリオは、ＲＣＰ8.5（21世
紀末に工業化前比で4.3℃上昇）、ＲＣＰ4.5（同2.4℃）、ＲＣＰ2.6

（同1.6℃）の三つである。

⑶幅広い時間軸での評価が可能

シナリオごとに2020年から2100年まで、5年刻みで評価で
きる。

⑷多様な自然災害の定量化

河川洪水、高潮、風災、熱波、山火事などの自然災害につい
て、定量的なリスク指標を算定できる（次頁図２）。

河川洪水と高潮については、特定の発生頻度（再現期間）の
災害が発生した場合の浸水深や財務影響を推計することがで
きる。例えば「再現期間100年の洪水」とは、100年に1回の確率
で生じうる洪水を意味する。

次頁図３では国内のある地点について、ＲＣＰ8.5シナリオ下
での各再現期間の洪水の浸水深を算出した例を示している。年
を経るに従って、浸水深が増加していることがわかる。

また次頁図４は、ある企業の23拠点について再現期間200年
の河川洪水が発生した場合の被害額が大きい順に左から並べ
たものである。2020年に比べて、2070年は被害が増大している
ことがわかる。

【図１】世界のCO2排出量の推移と気温上昇シナリオ　　　　　　　　　　　（出典：IPCC第5次報告書にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研加筆）

（年）
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【図３】ＲＣＰ8.5シナリオにおける再現期間ごとの浸水深の推移例　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図２】評価対象となる自然災害と定量化指標　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図４】ＲＣＰ8.5シナリオにおける再現期間200年の洪水による各拠点の被害額分布例　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

（年）
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このようなサービスは世界的に見てもまだ希少であるが、 
その中でも本サービスは浸水深、最大風速、損害額などの現実
的なリスク指標を用いていること、幅広い時間軸やシナリオが
選択可能であることから、企業のＴＣＦＤへの対応や気候変動
リスクマネジメントに有用である。

　

３．斜面崩壊リスク評価サービスの開発
と分析事例

前述した自然災害リスク定量評価サービスでは対象として
いない土砂災害については、日本国内を対象としたリスク評価
サービスを新たに開発した。

2020年6月に発生した熊本県の大雨では、多くの地域で土砂
災害が発生し、収まった後においても流れ出した土砂によって
佐賀湾の一部が埋め立てられた状態になる等の被害が出た。
水害と連動する土砂災害についても注意をする必要がある。

土砂災害は毎年1,000件程度発生していると言われており、そ
の多くの原因が地震や大雨等の他の自然災害と連動している。
そのため、気候変動によって豪雨災害が増えることで、土砂災害
の回数も増加することが危惧されている。また、2019年度の台風
19号等で発生した土砂災害により人的被害が発生した場所の
約4割では、現状のハザードマップにおいて、土砂災害の危険が
周知されていないことが報告されている7）。図５に一例を示すとお
り、現状のハザードマップのみでは地域における土砂災害リスク
を把握することは困難であるといえる。以下では、土砂災害リスク

に関して、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研リスクマネジメント第一
部災害リスクグループおよび株式会社地圏環境テクノロジーと
連携して開発したリスク評価手法について紹介する。

⑴土砂災害ハザードマップについて

現在、各市町村では土砂災害警戒区域および土砂災害特別
警戒区域を定めている。指定までの流れとしては、都道府県が
地形、地質、土地利用状況について、地形図・航空写真等を用い
て机上にて基礎調査を行い、土砂災害発生の恐れがある箇所
を抽出する。そのうえで、都道府県が現地調査を行い、区域の
指定を行うことになる。

主に指定される可能性がある現象としては以下の3種類があ
る（次頁図6）。

①土石流
山腹が崩壊を生じた土石流または渓流の土石などと水が一

体になって流下する自然現象のことを指す。主に、土地の勾配2
度以上のところが土砂災害警戒区域に指定される。

②地すべり
土地の一部が地下水などに起因して滑る自然現象または

これに伴って移動する自然現象。主に、地すべりが想定され
る範囲の2倍以内の範囲が土砂災害警戒区域に指定され
る。ただし、地すべりの長さが250mを超える場合は、250mに
設定される。

【図５】土砂災害警戒区域等のマップと豪雨による崩壊地の比較
（出典：以下①、②の情報を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成　①ハザードマップポータルサイト、②国土地理院技術資料 D1-No.939 平成30年7月豪雨に伴う崩壊
地等分布図（ライン））
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③急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）
傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象。主に急

斜面地の上端から10mおよび急斜面地の下端から高さの2倍
以内の範囲が土砂災害警戒区域に指定される。ただし、下端か
らの高さが50mを越える場合には、50mとして指定される。

また、指定範囲については土砂災害警戒区域と土砂災害特
別警戒区域の二つに分かれており、前者は市町村への地域防
災計画への記載や、ハザードマップによる周知および重要事項
の報告義務を課すなどあくまでも個人に警戒を促す地域であ
る一方で、後者については、特定の施設の開発行為の制限や、
構造規制および移転勧告などを行うハード面の対策が求めら
れる区域であり、各区域において異なる対応が必要である。

⑵土砂災害ハザードマップの課題

2019年の台風19号により人的および人家被害が発生した箇
所のうち、土砂災害特別警戒区域に指定されていなかった地
域については、以下のような指摘がなされている9）。

①そもそも基礎調査段階（現地確認前）であり、土砂災害警
戒区域の指定にまで至っていなかった

②基礎調査の地形図判読では、箇所の把握をすることが困
難であったが、詳細な地形データの活用により、抽出でき
る可能性があった

③現在の土砂災害警戒区域の指定基準（急斜面かつ明瞭な
地すべり地形がみられる箇所や、明瞭な谷地形がある箇
所）に該当しなかった

以上より、現状の指定範囲のみでは不十分である可能性も
考えられる。

⑶土砂災害の種別

土砂災害は主に土砂の滑り方と土砂の崩壊する深さによっ
て分類される。このうち、深さによる分類には、土砂の崩壊する
深さによって、表層崩壊と深層崩壊とがあるが、詳細な違いに
ついて表１をご参照いただきたい。

深層崩壊が発生した場合、大規模な損害は発生するもの
の、事前にハード面の対策を行うことは非常に困難であると 
考えられる。そのため、発生源に対して対策を行うことができる
表層崩壊を、今回開発した斜面崩壊リスク評価サービスの対
象としている。

⑷表層崩壊の影響評価

表層崩壊のリスク分析を行うために、まずは、地形条件、地
質、土地被覆等のデータを勘案したモデルを作成する。次に、
対象拠点に最も近い気象台より抽出された過去最大の降雨
量のデータを入れ込み、モデルに適用する。そのうえで、地形
全体の水の流れ方について、三次元的に分析を行い、影響を 

【図６】土砂災害のハザードマップに関する図表
（出典：東京都建設局　用語の解説：土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）・土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）8））

①土石流 ②地すべり ③急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）

【表１】表層崩壊と深層崩壊の違い

（出典：国土技術政策総合研究所10））

表層崩壊 深層崩壊

地質 関連が少ない 地質、地質構造との関わ
りあり

兆候 ほとんど見られない ある場合もある
崩壊深さ 浅い（0.5～2.0m程度） 深い
土質 表層土 基盤
植生の影響 あり なし
規模 比較的小規模 比較的大規模
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受ける斜面の崩壊有無に関して、評価を行っている。詳細な分
析方法および検証に関しては、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
発行の「サステナブル経営レポート第9号」11)に掲載されている
ので、そちらをご確認いただきたい。

今回の評価サービスでは、斜面崩壊リスクの評価指標とし
て安全率を採用した。この安全率は、日本道路協会において、
標準的な地すべりの安定解析手法として用いられている「修正
フェレニウス式」によって算出されている。安全率は通常1.5以
上が求められている。1.2〜1.5であれば、地震などが発生した際
の斜面崩壊に耐えることは可能ではあるものの、リスクは高い
といわれている。また、安全率が1以下に該当する場合において
は、すでに斜面が滑り始めている状態ととらえることができる。
これに基づき表２のように評価指標を設定した。

⑸将来降雨量の想定

過去最大降雨だけではなく、将来的に降雨が増加した場
合における斜面崩壊リスクについても評価を行うことが可能 
である。評価に際してはＲＣＰ8.5（21世紀末に工業化前比で
4.3℃上昇）とＲＣＰ2.6（同1.6℃）のシナリオを用いる。

⑹事例1－現状のハザードマップとの比較

本件では、特定地域を対象に実際のハザードマップとの差異
を比較する。今回対象とした地域の地形図に現状のハザードマッ
プ（土砂災害警戒区域等）を重ね合わせると図７のようになる。

主に、谷筋に土砂災害のリスクがあると算定されている。
一方、同対象地において、今回開発したサービスにより分

析を行ったところ、図８のような評価となった。谷筋のところに 

項目 評価指標 地図色分 数値基準 評価基準

安全率

A 1.5以上 斜面崩壊の可能性は低く、特に対策は必要ないと考える

B 1.2～1.5 斜面崩壊の可能性は比較的低いが、対策を行うことが望ましい

C 1.0～1.2 斜面崩壊の可能性が比較的高く、対策を行うことを推奨する

D 1.0以下 斜面崩壊の可能性が高い。対策を行うことを強く推奨する

【表２】安全率による評価指標概要

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図７】土砂災害警戒区域等の重ね合わせ（上：平面図、下：3Ｄ）
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成、協力：株式会社地圏環境テクノロジー）

【図８】過去最大降雨における安全率分布（上：平面図、下：3Ｄ）　
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成、協力：株式会社地圏環境テクノロジー）

過去最大降雨

 A

 B

 C

 D
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関しては、水が集まりやすい場所であるため、雨が降った際に
弱くなりやすい。そのため、安全率の低下が発生し、表層崩壊が
起きやすいという評価となった。

⑺事例2－気候変動による表層崩壊の影響度

次に気候変動に関する表層崩壊の影響度についての事例
を参照する。一見すると、変化は少ないようであるが、道路沿
いに該当している箇所（青丸箇所）が、現在気候では危険度は
低いものの、将来気候において、表層崩壊リスクが高まってい
ることがわかる。また、周辺領域において安全率の低下によっ
て対策が必要な箇所も出てきていることがわかった（図9）。

４．今後のシナリオ分析の方向性
気候変動シナリオ分析の手法は、過去3年間で急激に技術的

進歩を遂げており、物理的リスクについても例外ではない。金
融分野では分析に際してモデリングを取り入れる動きが加速し
ており、また事業会社においても先進企業は詳細な定量評価と
それに基づく戦略策定にまで踏み込み始めている。2020年7月
に本サービスを公表した後も、多くの企業から問い合わせを受
けている。

本稿では、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が開発した物理的
リスクのシナリオ分析手法を紹介したが、この領域は日進月歩
であり、さらに洗練されていくものと考えられる。また、事業拠点
の分析からバリューチェーンの評価にまで拡大していくことが
重要なテーマの一つとなると考えられる。

以上

【図９】過去最大降雨、ＲＣＰ2.6、ＲＣＰ8.5の場合における安全率分布
（上：過去最大降雨、中：ＲＣＰ2.6、下：ＲＣＰ8.5）

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成、協力：株式会社地圏環境テクノロジー）
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崩壊～その実態と対応～<http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/
kouenkai/kouenkai2012/pdf/121204_6.pdf>（最終アクセス
2020年8月31日）

11) MS&ADインターリスク総研「サステナブル経営レポート第9号 
斜面崩壊リスク簡易評価手法の開発」2020年4月

注）

1)ＴＣＦＤ提言
金融安定理事会が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）
が、2017年6月に投資家や企業が気候変動による事業リスクと機会につい
て評価、開示し、投資判断に組み込むための枠組みを提言する報告書を公
表した

2)ＩＰＣＣ
国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on 
Climate Change）の略。人為起源による気候変化、影響、適応および緩和
策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うこ
とを目的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）
により設立された組織
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要旨
▪今なお収束の見通しが立たない新型コロナウイルス感染症（以下、「ＣＯＶＩＤ-19」）は、人々の生活や企業活動、世界経済

に対して大きな影響を与えている。とりわけ、企業活動については、感染拡大初期に発生したサプライチェーンの途絶が
大きなインパクトを与えた。

▪COVID-19によってサプライチェーンの抱える脆弱性が露呈したことにより、各社ともサプライチェーンの見直しを迫ら
れた。より強靱なサプライチェーン構築のために、生産拠点の見直しや複線化、他企業や地域との連携強化等に取り組
む必要がある。

▪そして、強靱なサプライチェーン構築のために、既存のサプライチェーンＢＣＰを見直すことも必須である。今回の
COVID-19を踏まえての脆弱性の洗い出し・改善はもちろん、サプライヤーへの支援強化も忘れてはならない。

▪既に日本企業は、個社でのレジリエンス向上だけでは危機を乗り越えることができないほど、企業と企業同士が複雑に
絡み合い、連鎖している。今後求められるのは「合従連衡」による危機対応であり、その最初の一歩としてサプライチェー
ンの見直しが挙げられる。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメントグループ
主任コンサルタント　　　　　　　　　矢

や の

野 喬
た か し

士

ＣＯＶＩＤ-19がもたらした
サプライチェーン再構築の機運

１ ＣＯＶＩＤ-19の感染拡大
～「異次元の危機」の襲来～

⑴「The Great Lockdown」の襲来

2019年にCOVID-19の最初の症例が中国で確認されて以降、
私たちの生活は大きく変容した。「ソーシャルディスタンス」や「三
密回避」、「新しい生活様式」等、これまでコミュニケーションの本
質とされてきた「face-to-face」に制限をかけ、感染拡大防止に
努める動きが主流となった。観測史上最高気温を記録した日で
あってもマスクを着用する人が行き交う街並みは、まさしく異様
な光景といえよう。

そして、COVID-19は私たちの生活を一変させただけでなく、
世界経済までも急速に悪化させている。当初の震源地である
中国から瞬く間に世界へ流行が広がり、多くの国で感染の抑制
を目的とした渡航制限や外出制限、企業の操業停止等が実施 

されたことで、世界経済は急速に減速し、国際通貨基金（ＩＭＦ）
が「The Great Lockdown（大封鎖）」と表現するほどの経済危
機が発生している。

急速な感染拡大、そして「The Great Lockdown」をもたらし
た要因は、皮肉にも近代社会が生み出した経済のグローバル化
にある。国際間の高速かつ長距離の人・モノの往来が感染拡大
を加速させ、世界中に時間差で連鎖した。そして、各国の対応の
差異や各種制限の緩和が、第2波、第3波を発生させる可能性が
あり、収束時期が見えていない。ＩＭＦも「パンデミックは2020年
前半の経済活動に予想以上のマイナス影響を及ぼしており、回復
は従来の予想より緩やかになる」と予測するなど、「The Great 
Lockdown」、「人類 vs COVID-19」の戦いは長期化すると思わ
れる（次頁図１）。

新
型

コ
ロ

ナ
①
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⑵自然災害とは異なる「異次元の危機」

わが国は「災害大国」と称されるとおり、東日本大震災等の「地
震」に加えて、昨今では「風水災」も頻発するなど、企業は常に自
然災害と隣り合わせであった。そのため、企業の事業継続が困難
になるリスクとして「自然災害」が一番に想定されてきたが、今回
のCOVID-19の襲来により、「感染症」も想定すべきリスクである
ことが改めて認識され、各社とも事業継続計画（ＢＣＰ）の見直し
を図るなど、対応を急いでいる（表１）。

日本企業はこれまで、様々な自然災害の危機を乗り越えてき
た。しかし、今回の感染症の脅威は、これまでの自然災害の脅威
とは大きく異なる。自然災害と感染症の大きな違いは、その「被害
の範囲」と「時間軸」にあるといわれている。

自然災害は、被災するエリアが限られており、また非被災エリ
アからの支援が見込める一方、感染症では世界中広範囲で同
時多発的に発生し、感染拡大防止の観点から人やモノの往来が
途絶える、全世界的に企業の稼働率が低下することなどから、支
援が中々見込めない。また、地震は（余震リスクはあるものの）短
期的な現象であり、風水災も季節的なものである一方、今回の
COVID-19は終わりが見えず、いったん収束したかに見えても再
流行のリスクがあることからも、ワクチンや特効薬が普及するま
での相当長期的な視点で対応を考える必要がある。

さらに、「経済危機のメカニズム」や「事業継続のとらえ方」も、
自然災害と感染症とで大きく異なる（次頁図２・表２・表３）。その
意味で、今回のCOVID-19がもたらしている経済危機は、過去の
経済危機とは性格が異なっており、経済産業省は「異次元の経済
危機」「全世界的な空前の経済危機」と表現している。

※ＡＳＥＡＮ５：インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム
【図１】ＩＭＦ「世界経済見通し（ＷＥＯ）」成長率予測一覧
（出典：国際通貨基金「世界経済見通し（ＷＥＯ）改訂見直し」（2020年6月）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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注1：カッコ内は2019年5月調査時の順位
注2：母数は、事業継続計画（ＢＣＰ）を「策定している」「現在、策定中」「策定を検
討している」のいずれかを回答した企業6,335社。2019年5月調査は4,349社。

（出典：株式会社帝国データバンク「事業継続計画（ＢＣＰ）に対する企業の意識
調査（2020年）」（2020年6月11日）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表１】事業の継続が困難になると想定しているリスク（複数回答）

No 項目 2020年5月
調査（%）

2019年5月
調査（%）

1 自然災害 70.9 72.5(1)

2 感染症（インフルエンザ、新型ウイルス、
ＳＡＲＳなど） 69.2 24.9(10)

3 取引先の倒産 39.0 30.3(8)

4 取引先の被災 31.7 33.3(6)

5 火災・爆発事故 31.0 34.5(3)

6 設備の故障 30.6 40.9(2)

7 物流の混乱 30.5 31.5(7)

8 情報セキュリティ上のリスク 27.8 34.4(5)

9 自社業務管理システムの不具合・故障 25.6 34.5(3)

10 情報漏えいやコンプライアンス違反の
発生 24.6 27.5(9)
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２ ＣＯＶＩＤ-19がサプライチェーンに
もたらした影響

⑴サプライチェーンの脆弱性の露呈
　
中国に端を発する今回のCOVID-19のパンデミックでは、生

産・物流・人の移動という多岐にわたる要因により、グローバルに
わたってサプライチェーンの分断が発生し、これまで企業が進め
てきたサプライチェーンの脆弱性が露呈した（図３）。

グローバル・サプライチェーンは、COVID-19発生以前において
は、生産性向上や経済成長に大きく貢献していた。そしてその中
心的な役割を担っていたのが、世界第2位の経済規模を誇る中国
である。多くの企業が、サプライチェーン関連コストの削減を図る
ために、生産拠点を中国に集中立地するなどの取り組みを進めて

きており、日系現地法人（製造業）では、中国単独でＡＳＥＡＮ10
カ国に匹敵するほどの巨額の調達活動を行うなど、中国はその
影響力を強めてきた（次頁図４）。

昨今では中国の人件費上昇や、米中貿易摩擦等の地政学リス
クが高まる中で、日本企業は生産拠点の東南アジアなどへの多
様化・分散化を進めていたこと、また2020年3月ごろから中国での
工場が再稼働したことなどにより、サプライチェーンへの被害は
限定的とみられたが、その生産拠点を分散した先の東南アジア
や部品調達先の欧米にまで感染が拡大したことにより、想定外
のサプライチェーン分断が発生した。特に日本の製造業におい
ては、欧米メーカーが生産する高性能で一品もののセンサーや
パワーデバイスなど、代替がきかない製品の供給が途絶したこと
で、生産活動に大きな支障をきたすこととなった。

　

【図２】コロナショックのメカニズム　　　　　　　　　　　　　　（出典：経済産業省「令和2年度通商白書」（2020年7月））

需要ショック

所得・雇用ショック・サプライチェーンの寸断
・サービスの提供停止

・対面サービスの需要急減
・耐久財の需要蒸発

所得・雇用の急減による
経済悪化の更なる連鎖拡大

供給ショック

国境封鎖、外出制限等による
人の移動の制限

類型 事業継続のとらえ方

自然災害
◦重要事業を「復旧」するプロセスを検討する
◦事業の「早期復旧」を目指す
◦被災エリアが限定的なため、他拠点での代替生産や外部委託

等が可能

感染症
◦重要事業を継続し、それ以外の事業を「縮小」するプロセスを

検討する
◦ワクチンや特効薬が普及するまでは、「縮小→回復」の繰り返し
◦被害が全世界的なため、代替生産等の戦略が難しい

【表２】経済危機の類型 【表３】事業継続のとらえ方

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

（出典：経済産業省「令和2年度通商白書」（2020年7月）を基にＭＳ＆ＡＤ
インターリスク総研作成）

類型 障害 需要・供給 回復の鍵
自然災害 生産設備や資本 供給ショック 復興

金融危機 金融システム 需要ショック 金融システムの
回復

感染症 人と人の接触 供給・需要両面の
ショック 感染収束

【図３】新型コロナウイルスの感染拡大を受けたサプライチェーンの寸断の一例　　　　　　　　　　　　　　（出典：経済産業省「令和2年度通商白書」（2020年7月））
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⑵生産活動への影響

COVID-19による生産活動への影響は、①グローバル市場を
見据え、主要な生産拠点を、中国を中心とする海外で展開する産
業（自動車・電機・電子部品等）と、②中国を中心とした海外での
原料調達や生産に極度に依存した産業（医療用品・医薬品原料・
医薬品等）において特に甚大であった。その中でも特に影響が顕
著であったのが、自動車と医療用品である。

経済産業省では、この二つの業種のサプライチェーンの特徴と
COVID-19の影響を表４のとおりまとめている。

⑶物流への影響

今回のCOVID-19のパンデミックでは、生産活動のみならず、
物流の寸断も発生しており、グローバル・サプライチェーンに大き
な支障をもたらした。

物流寸断の要因としては、感染拡大防止のための人の移動制
限、さらには国境を通過する貿易においては、税関、検疫において
感染の有無を確認するプロセスが導入されるなど、従来以上の
時間を要する場面も存在したことが挙げられる。

国境間をまたぐ海上輸送や航空輸送、そして国境を越える前と
後を担う陸上輸送および倉庫など、多くの産業が様々な輸送手
段を用いて資材を調達し、各産業が相互につながっていることか
ら、これら物流のいずれか一つが欠けてもサプライチェーンは混
乱する。

今回のCOVID-19においては、サプライチェーンが寸断される
中で、陸路や海路を回避して空路での輸送を行うなどの代替もみ
られたが、それも補完的な役割にとどまるものであり、通常の物
流網を維持するには至らなかった。サプライチェーンの冗長性の
観点からは、生産拠点にとどまらず、その生産拠点間を円滑につ
なぐことや、製品を消費地へと輸送をする物流網の把握が重要
な課題として存在することが明らかとなった。

【図４】日系現地法人（製造業）の調達活動（2017年度）　　　　　（出典：経済産業省「令和2年度通商白書」（2020年7月））

ASEAN
（総販売額 32.4 兆円
総調達額 22.0 兆円）

日本

日本から
4.2 兆円

日本から
2.4 兆円

日本から
4.6 兆円

日本から
1.8 兆円
日本から
5.4 兆円

日本へ
5.1 兆円

日本へ
0.6 兆円

日本へ
0.4 兆円

日本へ
0.8 兆円

日本へ
6.2 兆円

アジアから
1.3 兆円

アジアから
0.6 兆円

アジアから
3.3 兆円

現地国内
15.7 兆円

現地国内から
13.1 兆円

現地国内から
2.5 兆円

現地国内から
12.4 兆円

現地国内から
3.5 兆円欧州域内から

2.7 兆円

欧州のアジア
からの調達
0.4 兆円

北米のアジア
からの調達
1.2 兆円

アジアの欧州
からの調達
0.3 兆円

（製造業） アジア域内

北米域内から
2.3 兆円

アジアの北米
からの調達
0.8 兆円中国

（総販売額 31.5 兆円
総調達額 21.7 兆円） NIEs

（総販売額 9.0 兆円
総調達額 5.1 兆円）

北米
（総販売額 34.8 兆円
総調達額 21.8 兆円）

欧州
（総販売額 15.7 兆円
総調達額 9.3 兆円）

項目 自動車 医療用品

工場 部品数、工程数、
モジュール化の容易性

部品数が多い。電気自動車はモジュール化しやすい 部品、製品工程は少ない

物流
物流（陸海空） 海運（乗用車）、空運（高級車、一部の部品）、陸運（全般） 空輸（高付加価値品）海運（汎用品）、陸運（全般）
在庫、単価、重量 在庫は少ない。単価は多様。重いものが多い 在庫は少ないものから多いものまで多様。安くて軽いものが多い

新型コロナウイルスの感染
拡大前のサプライチェーン

地産地消で多様化しやすいものの、労働集約的で輸送
コストの安い部材（ワイヤーハーネスなど）は地産地消さ
れないケースもある

汎用品は労働コストの低い地域に集中しやすい

新型コロナウイルスの感染
拡大の影響

一部の自動車部品の調達が困難になるだけで自動車の
生産工程がストップ。中国の工場の復旧後も、欧米や日
本の感染者増加、さらに需要低迷を受けて相次ぎ稼働
停止に追い込まれている

3月以降に中国での生産は復旧するが、一部の国において輸
出制限がなされる

【表４】自動車と医療用品のサプライチェーンの特性

（出典：経済産業省「令和2年度通商白書」（2020年7月）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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３ 今後のサプライチェーンのあり方

これまで述べてきたとおり、今回のCOVID-19ではグローバル・
サプライチェーンの脆弱性が明らかとなった。2020年8月現在、 
サプライチェーンの途絶、いわゆる「供給ショック」は落ち着きを
見せており、消費の冷え込み等の「需要ショック」に焦点がシフト
している。しかしながら、COVID-19はまだ収束の兆しを見せてお
らず、第2波・第3波のリスクがあること、さらには将来における新
たな感染症の出現や、南海トラフ地震・首都直下地震・大規模風
水災等の自然災害に備えて、今のうちからサプライチェーンの再
構築、すなわち「強靱化」を進めておく必要がある。

ここでは、サプライチェーンの強靱化に資する考え方を整理する。

⑴国内拠点およびＡＳＥＡＮ諸国等での生産強化

先述のとおり、中国での人件費上昇や地政学リスク等をきっか
けとして、企業が生産拠点を中国に集中して置くことのリスクを避
けるために、中国以外の国、特に中国に比べて低賃金でありインフ
ラ水準等も向上しつつあるＡＳＥＡＮ諸国にも工場を設ける動き、
いわゆる「チャイナプラスワン」の考え方は浸透していたが、今回の
COVID-19を契機としてその動きはより加速すると考えられる。

この動きを後押しするかのように、2020年3月に安倍首相は「一
国への依存度が高い製品で、付加価値が高いものについては、わ
が国への生産拠点の回帰を図り、そうでないものについても、一
国に依存せず、ＡＳＥＡＮ諸国などへの生産拠点の多元化を図る」

（第36回未来投資会議より）と述べ、2020年4月に「海外サプライ
チェーン多元化等支援事業」と「サプライチェーン対策のための
国内投資促進事業費補助金」が閣議決定された。

生産拠点の見直しについて、一部「中国外しを進めるべき」な
どの意見も出てはいるが、人口が減少する日本においては、より
高い成長を目指すには、中国の14億人市場やその国力は依然と
して必要不可欠であり、簡単に外すことはできないだろう。一方
で中国への高依存がリスク分散や地政学リスク等の観点からも
高リスクであることに変わりはないため、今後は中国への依存
度を減らし、国内拠点とＡＳＥＡＮ諸国またはＣＰＴＰＰ（環太
平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）参加
国等での生産を強化する、「分散化・複線化」の動きが、サプライ
チェーン強靱化の一つの潮流になるといえよう。

⑵平時と非常時のサプライチェーン体制の構築

サプライチェーン研究の第一人者である東京大学大学院経
済学研究科教授の藤本隆宏氏によれば、グローバル・サプライ
チェーン構築のポイントは「柔軟性」であるとし、世界中で感染が
拡大している非常時と、そうでない平時とで異なる生産体制を用
意し、迅速な切り替えを可能にする柔軟性を確保することを推奨
している。つまり、アフターコロナでは、「大競争に負けないための

「国際競争力」と、大災害に負けないための「災害頑健性」の二つ
の要素のバランスを保つことが重要であり、平時には国際競争力
重視、非常時には災害頑健性重視と、平時と非常時でシステムを
柔軟に切り替える」（藤本氏）ということである。

こうした枠組みは、経済産業省も「「効率最優先」型から「臨機
応変」型へのサプライチェーンの転換」と称し、厳しい国際競争に
直面する製品や部素材について、予期せぬ緊急時においても柔
軟な対応を行うことができるよう、競争力や産業安全保障と両立
する方策で、サプライチェーンの強靱化を図っていくべきと述べて
いる（図５）。

 

最終製品メーカー

部品メーカーA 部品メーカーB-1

部品メーカーC-1

部品メーカーC-2

中間製品メーカーB

中間製品メーカーC

【図５】「臨機応変」型サプライチェーンへの転換の課題と対応イメージ
（出典：経済産業省通商政策局・貿易経済協力局「コロナ危機を踏まえた今後の対外経済政策のあり方について」（2020年5月））
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【図７】企業間のＢＣＰ／ＢＣＭの連携強化に向けた先進事例
（出典：一般社団法人日本経済団体連合会「企業間のＢＣＰ／ＢＣＭの連携強化に向けて（概要）」（2014年2月）より一部抜粋）

⑶異業種参入によるサプライチェーン分断の補完

今回のCOVID-19パンデミックでは、特に医療用品関連の分野
で、既存のサプライチェーンを活用して、自社とは直接関係のない
製品を製造・供給することで、異業種のサプライチェーン分断を
補完する動きが多くみられた。

こうした取り組みの優良事例として、北海道札幌市に本社を
置く小売業Ａ社の取り組みが挙げられる。同社は、先述の補助金
と、法人税減税などの適用が可能な「地域経済牽引事業計画」
を活用して、同社グループが持つサプライチェーンを活かした国
産不織布マスクの製造・供給を開始した。こうした自社の設備
や技術等のリソースを活用したサプライチェーンの補完は、自社
における事業拡大の活路になりうるだけでなく、日本のサプライ
チェーン全体の強靱化に資するものであるといえよう。

⑷「連携」を活用したＢＣＭの構築

サプライチェーン分断への備えとして、企業同士の連携を活用
した事業継続マネジメント（ＢＣＭ）構築も解の一つになりうる。

感染症であれ自然災害であれ、企業を襲う危機的事象に対し
て各社が取るべき行動や対策にそれほど大きな差はない。一方
で、多発化・激甚化する自然災害等に柔軟に対応するためには、
個社単独での対応では限界がある。そこで、企業間、または企業

と地域との連携などによって個社のレジリエンス（予防力と回復
力（危機を乗り越え復活する力）を合わせた総合的な力と定義）
の限界を補完し、より強靱な企業に成長させることが、今後は求
められる。中部経済産業局が旗振り役となり積極的に取り組んで
いる「工業団地ＢＣＰ」や「地域連携ＢＣＰ」、昨年度に経済産業
省中小企業庁が創設し展開している「連携型事業継続力強化計
画」などがその代表例である。

個社や企業グループ内でのＢＣＭ構築だけでなく、サプライ
チェーンを構成する企業間、地域内、そしてゆくゆくは業界内や
地域間同士でＢＣＭを構築し、産業全体としてレジリエンスを高
める動きが、強靱なサプライチェーン構築にとって欠かせないと
考える（図６、図７）。なお、サプライチェーンＢＣＰについては、次
章で詳細を述べる。

【図６】連携を考慮したＢＣＰのあり方
（出典：経済産業省中部経済産業局「地域連携（地域内・地域間）ＢＣＰについて」
（2020年6月））
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４ サプライチェーンＢＣＰの見直し

前章ではサプライチェーンの強靱化に資する考え方として、生
産拠点見直し等によるサプライチェーンの再構築や、異業種参入
によるサプライチェーン強化について言及したが、これらの取り
組みは長期的視点に立ち、業界団体や政府等とも連携しながら、
コストと時間をかけて取り組む必要があり、一朝一夕には完成し
ない。そこで、まずは前述3．（4）で紹介した連携を活用したＢＣＭ
構築、その中でもサプライチェーンＢＣＰの見直しに着手すること
を推奨する。

⑴サプライチェーンＢＣＰの全体像

サプライチェーンＢＣＰにおいて盛り込むべきポイントは表５の
とおりである。

ここでは、強靱なサプライチェーン構築のために特に見直すべ
きポイント（表５の赤枠）について解説する。

⑵見直しポイント①：重要調達品の再検討

サプライチェーンＢＣＰではまず目標、すなわち「重要調達品」
を設定する必要があるが、その際全社で選定した「重要事業（緊
急時であっても優先して継続すべき事業）」を踏まえて設定するこ
とが求められる。調達部門が単独で重要調達品を選定している
場合、この重要事業とひもづけて選定していないケースが見受け
られる。このケースでは、結局生産活動に支障をきたす恐れがあ
る。図８（左図）でいえば、重要製品αの製造にかかわるＣ・Ｄが
重要調達品と設定されていないため、これらが調達できず、結果
として重要製品αが生産できない場合がある。

⑶見直しポイント②：調達ポートフォリオを活用した
基本戦略の再構築

重要調達品に対する基本戦略や対策は、調達ポートフォリオの
考え方を活用して、調達品を四つのセグメントに分類した上で構
築することを推奨する（次頁図９）。

この考え方は、重要調達品が多岐にわたる企業に対して特に
有効である。サプライチェーンＢＣＰを構築するにあたり、多くの
企業が課題として挙げているのが、「サプライチェーンが多層構
造になっているため、可視化や対策をすることが困難」という意
見である。たしかに、すべての重要調達品について、それぞれのサ
プライヤーを可視化し、対策を推進することは、理想ではあるが
至難の業である。そこで、重要な考え方は、「事業継続への阻害
やサプライチェーン分断をもたらす可能性のある、調達リスクの
高い調達品・サプライヤー（次頁図９の「戦略品」や「ボトルネック
品」）に対して優先的に対策を講じる」ということである。それでも
かなりの数になるが、優先順位を付けずに取り組むよりはるかに
効率的であると考えられる。

大項目 中項目 小項目
Ⅰ.
課題の
つぶし込み

目標の設定（重要調達品の特定）
基本戦略の構築

課題・対策の具体化

上記目標達成に向けての課題抽出
上記戦略を踏まえた対策の方向性
上記方向性を踏まえた個別サプラ
イヤーへの協力依頼

Ⅱ.
サプライヤー
のBCPレベ
ルの底上げ

目標の設定 上記戦略を踏まえたサプライヤー
の到達レベルの設定

現状レベルの把握 ヒアリングやアンケートを活用した
現状レベルの把握

支援の実施 上記戦略とレベルを踏まえた支援
の実施

Ⅲ．
（緊急時）
素早い現状
把握

状況把握の優先順
位の設定

重要性・脆弱性・災害の大きさ等

手分けして状況把握
をする仕組み作り

体制（誰が・どこまでやるか）と
フォーマットの整備

Ⅳ．
訓練

手順の妥当性検証 既存手順書の妥当性を検証

状況把握訓練 発災時に素早く状況把握ができる
かを検証

【表５】サプライチェーンＢＣＰのポイント

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図８】ＢＣＰの重要事業にリンクした重要調達品選定イメージ　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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⑷見直しポイント③：サプライヤーのレジリエンス向
上の支援

サプライチェーンＢＣＰは、発注側の企業の問題であるといわ
れている。中小企業が多くを占めるサプライヤーのＢＣＰ構築や
災害対策が思うように進まない中、鍵となるのは発注側企業の
支援であるが、実際にサプライヤーに対応力の底上げを働きかけ
ている企業はまだまだ少ないのが現状である。

サプライヤーのレジリエンス向上のための支援については、単純
に「ＢＣＰを作れ」と丸投げするのではなく、発注側企業が「“どのサ
プライヤーに”、“いつまでに”、“何を”、“どのレベルまで”してほしい
か」という具体的目標を明確にして伝えることが重要である。あわ
せて、取り組みへのモチベーションを向上させるために、メリット等
を提示することも欠かせない。内閣官房国土強靱化推進室「レジ
リエンス認証」や、ＢＣＰよりも作成が容易で支援措置も受けられ
る中小企業庁「事業継続力強化計画認定制度」をサプライヤーに
周知することも、モチベーション向上のきっかけとなるだろう。

以下では、サプライヤーのレジリエンス向上の支援の事例を紹
介する。

事例① 大手電気機器メーカー（日本）
◦自社はＩＳＯ22301（事業継続マネジメントシステム）を取得し、

ＢＣＰの見直しを図る一方、ＩＳＯで取得したノウハウをグルー
プ内、パートナー、サプライヤーと共有

◦「ＷＩＮ-ＷＩＮの関係」を目指し、セミナーやシミュレーション訓
練を通じて、まず自社がどのようなことに取り組んでいるかを
明確に伝え、あわせてレジリエンス向上がサプライヤー側にど
のようなメリットがあるかを伝えた

事例② 大手機械メーカー（日本）
◦サプライヤーを含めた一体的なＢＣＰ策定対策に着手。はじめ

に、ＢＣＰの必要性を理解してもらうための啓発セミナーを工
場周辺の各地区で実施。毎回5～10社を集めて対面式で防災
シミュレーションを行い、有事対応をすり合わせた

◦サプライヤー10社にレジリエンス認証を取得してもらうことを
目標に、啓発セミナー・策定講座・訓練講座等、多様な研修メ
ニューを実施し、重点先には個別支援も実施 

◦サプライヤーのＢＣＰ支援を加速するため、調達部門（バイ
ヤー）を対象にＢＣＰを支援する人材育成に着手し、ＢＣＰバイ
ヤーとして13名の一期生を輩出

事例③ 大手自動車メーカー（日本）
◦今回のCOVID-19パンデミックにおいて、ＷＥＢを介して部品

各社の課題や困りごとの聴取を開始。Tier1注1）に加えて、1万社
を超えるTier2以降にもコンタクトを取っている

◦資金繰りの相談のみならず、生産性改善や物流費の調整、医療
用フェースガードの生産委託などを実施

◦Tier1の調達担当が発注側企業に出向し、Tier2やTier3が抱え
る課題の洗い出しに着手。事業承継や人手不足といった課題
の側面支援を手厚くしている

事例④ 大手電気機器メーカー（米国）
◦今回のCOVID-19パンデミックを受けて、サプライチェーンに

おける安全と保護に関する取り組みを強化し、サプライヤーの
「安全で健康的な職場に対する権利」を確保するため、サプラ
イヤーの工場に対して以下を実施

【図９】調達ポートフォリオを活用した基本戦略の例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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ン」＜https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2020-10.
html＞（最終アクセス2020年8月19日）

25）シンガポール共和国大使館産業部「新型コロナウイルス感染
症：サプライチェーンの混乱に対処するための短・中・長期的ヒ
ント」＜https://www.edb.gov.sg/ja/newsroom/news-
library/2020apr-jp-article-01.html＞（最終アクセス2020年8月19
日）

26）世界経済フォーラム「Supply chains have been upended. 
Here’s how to make them more resilient」＜https://www.
weforum.org/agenda/2020/04/supply-chains-resilient-
covid-19/＞（最終アクセス2020年8月19日）

27）株式会社矢野経済研究所「コロナ後のグローバルサプライチェーン
を読む」
＜https://www.yano.co.jp/opinion/200601.html＞（最終アク
セス2020年8月19日）

①健康診断
②密度の制限とソーシャルディスタンスの厳格な遵守
③作業中および共有エリアの両方で個人防護具の使用を義務

付け
④ディープクリーニング手順に沿った清掃の実施
⑤マスクと消毒剤の従業員への配布

◦サプライヤーと提携し、必要に応じてサプライヤーの工場の 
フロアプランを再設計・再構成。ソーシャルディスタンス最大化
のために時差勤務シフトを含む柔軟な労働体制も導入

５ 企業に求められる「合従連衡」
という考え方

歴史的にみると、感染症の流行は多くの人命を奪うだけでは
なく、人々の考え方や社会構造等が変革するきっかけともなって
きた。天然痘では繁栄を極めた帝国が滅亡し、ペストでは教会の
権威失墜や封建的身分制度の実質的解体が行われ、コレラでは

「公衆衛生」の概念が大きく進歩した。そして今回のCOVID-19

では、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の促進、労働環
境や労働体系・評価の見直し、ステークホルダー資本主義への 
移行、そして今回テーマとして挙げたサプライチェーンの再構築
など、企業を舞台とした変革が不可逆的かつ加速度的に進んで
おり、大きなうねりとなっている。

COVID-19の収束はいまだ見えていないが、それでも企業はポ
ストコロナ時代、そして迫りくる巨大災害時代に備えて、今のうち
からレジリエンスを高めていかなければならない。一方で、企業
単独でレジリエンスを高めるには限界がある。それほどまでにサ
プライチェーンは高度化・複雑化しており、企業は全世界的に「見
えない鎖」でつながっているのである。そのため、これからは特に
大手企業が旗振り役となり、「合従連衡」、すなわち様々な企業
が連携しながら危機を乗り越えていく必要がある。その意味で、
COVID-19のパンデミックが暴いたサプライチェーンの脆弱性は、

「合従連衡」を進める一つの契機となり、本稿で取り上げたサプ
ライチェーンの再構築やサプライチェーンＢＣＰの見直しは、「合
従連衡」を実現する最初の一歩になるといえよう。

以上
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新型コロナ②

要旨
▪本稿では、新型コロナウイルス感染症（以下、「ＣОＶＩＤ-19」）を対象とした業務継続計画（ＢＣＰ）策定のポイントと、感染

が疑われる利用者が発生した施設の事例を紹介する。
▪感染症を対象とした業務継続計画では、感染症発生の段階に応じて、「情報収集・判断の体制」「感染防止策」「業務継続

対応」の三つの観点で対応方針を検討する。
▪縮小・休業を含めた対応方針の検討と周知、および厚生労働省通知に基づいた業務継続の検討と準備がＣОＶＩＤ-19感

染疑い利用者発生時への準備として有効である。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部  医療福祉マーケットグループ
主任コンサルタント　　　　　　　　岡

お か だ

田 拓
た く み

巳

介護サービス事業所における
新型コロナウイルス感染症を対象とした
業務継続計画作成のポイント
～通所介護事業所における感染疑い利用者発生事例を踏まえて～

１ 感染症まん延時における
介護施設の業務継続について

COVID-19の国内の感染者数は、2020年1月16日に最初の感
染者が確認されて以降増え続け、2020年8月20日時点で合計
600,028人、死者数は合計1,160人となった。本稿の執筆時点でも
連日各地で感染者やクラスターが発生しており油断できない状況
が続いている。

このような感染まん延時、かつ、先の見通しが困難な状況では
あるが、介護サービス事業所をはじめとした社会福祉施設は、 
その社会的使命から業務を継続することが求められている。厚生
労働省通知1）では、「社会福祉施設等が提供する各種サービス
は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせない
ものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して
必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である」と
の記載がある。このような社会的使命・要請にこたえるためにも
業務継続計画（BCP）を策定しておくことが望ましい。

ＢＣＰとは、サービスを提供する事業者の場合、事故や災害
等を原因とする「サービスレベル」の低下、「サービス停止期間」
の長期化等の弊害を回避するために、事前に被害の拡大防止
策や、限られた経営資源の中での業務継続のあり方を「計画書」
の形で整理したものである。地震や台風などの自然災害リスク
の高い我が国では、一般にこれら自然災害を対象としたＢＣＰ

（以下、「自然災害ＢＣＰ」）を策定していることが多い。一方で、
業務の継続に影響を与えるリスクは自然災害に限らず、今般の
COVID-19の感染拡大による一部地域の通所サービスの事業
所への休業要請や限られた条件での開所といったことを考えれ
ば、特に介護サービスの事業所では感染症もＢＣＰの対象とす
べきリスクといえる。

MS&ADインターリスク総研では、平成26年度厚生労働省社
会福祉推進事業の一環で『社会福祉施設・事業所における新型
インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン』（以下、「本ガ
イドライン」）を作成している（次頁図１）。本稿では、本ガイドライ
ンの紹介とともに、毎日多くの人が出入りすることで感染リスク
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が高いと考えられる通所介護事業所において、COVID-19を対
象とした対応方針等の検討に資することを目的に、通所介護事
業所におけるCOVID-19等の感染症を対象とした業務継続計画

（以下、「感染症ＢＣＰ」）策定のポイントを解説する。合わせて実
際にCOVID-19への感染が疑われる利用者が発生した通所介護
事業所の事例も紹介するので、ぜひ自事業所での検討の参考と
していただきたい。

２ 感染症ＢＣＰ策定のポイント

感染症ＢＣＰでは表1の三つの観点での対応方針などの検討
がポイントとなる。

また、感染症ＢＣＰと自然災害ＢＣＰとでは、リスク特性によっ
て図２のように業務量の時間的推移が異なる点を押さえておき
たい。

図２のとおり、自然災害が発生すると、インフラ停止などによる
通常業務の休止や、避難誘導・安否確認などによる災害時業務
の発生のため、通常の業務量が急減する。

一方、COVID-19のような感染症は国内で感染が拡大し始め
ると、職員自身の感染、あるいは、同居する家族の感染によって
職員が出勤できない場合がある。職員が出勤できなくなる点は
同じだが、自然災害発生直後と異なり、通常業務が急減するこ
とはなく、対応可能な業務量が徐々に減少していくことが考え
られる。

そこで、感染症ＢＣＰでは「不要不急の業務から順次休止・縮
小していき、感染のピーク時でも優先業務は最低限継続させる」
ことが目的となる。

この目的に沿った検討を進めるためには、脅威となる感染症
について政府行動計画で整理された五つの「発生段階」を基にし
て、都道府県における発生段階に応じた対策を講じることが不
可欠である。本ガイドラインではこの「発生段階」について、次頁
図３のようにステージを設定し、ステージ区分ごとに想定される
状況に応じて対応方針等を整理している。

つまり、前述の感染症ＢＣＰ策定にかかる三つの観点及び
ステージ区分から、感染症ＢＣＰは次頁表２のような構成と
なる。

【図１】社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続
ガイドライン表紙及び業務継続計画（モデル）表紙2）

【表１】感染症ＢＣＰ策定にかかる検討のポイント

【図２】災害と新型インフルエンザ等の発生後業務量の時間的経過に伴う変化2）

感染症ＢＣＰ策定にかかる検討のポイント

（1）情報を正確に収集し、迅速に判断していくための体制の検討
（2）感染の段階に応じた防止策の検討
（3）感染拡大時の業務継続方針および職員確保策の検討

新型コロナ②

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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【図３】発生段階と対応ステージ2）

【表２】感染症ＢＣＰ構成モデル2）
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３ 事例から学ぶCOVID-19感染まん延時
における業務継続について

⑴事例の概要

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の完全子会社であ
る「株式会社ふれ愛ドゥライフサービス」（以下、「ふれ愛社」）で
は、品川（東京都）、瑞穂（愛知県）、茨木（大阪府）の3拠点でデ
イサービスセンターを運営している。このうちの品川に所在する

「ドゥライフ品川」において、2020年4月17日にCOVID-19への
感染が疑われる利用者が発生した。これによりドゥライフ品川で
は、翌18日～4月28日まで休業となった。幸いにも他の利用者や
職員に感染疑いや感染者は発生せず、感染対策をさらに強化・
徹底しながら、準備日を挟み4月30日に業務を再開した。6月に
はほぼ通常の運営に回復、以後も感染対策の見直しを継続して
いる。なお、感染が疑われる利用者が発生してから休業を決定
するまでの流れは表３のとおりであり、その前後のふれ愛社の
COVID-19対策に関する主な動きは次頁に掲載した表４の通り
である。

【表３】感染が疑われる利用者が発生してから休業を決定するまでの流れ

2020年4月17日、感染が疑われる利用者が発生してから
休業決定までの流れ

◦朝の送迎時にある利用者宅を訪問すると、利用者が倒れていた。
意識はなく脈もなかった。職員は即座に救急車を手配したが、救
急搬送先の病院にて死亡が確認された

◦死亡診断名は「ウイルス性肺炎」であり、医師よりCOVID-19に
よるものである可能性が高いとの説明が家族に対してなされた。

（当該利用者は既に死亡しており、ＰＣＲ検査はできなかったた
め、実際の感染有無は分からず）

◦当該利用者宅を訪問した送迎ドライバーと添乗職員は濃厚接触
者と見なし、事業所に立ち入ることなく即時帰宅させ、自宅待機
を指示した

◦当該利用者が直近でサービスを利用した日に同じテーブルに着
席した利用者へ連絡、状況を説明した

◦事業所が入居するビルオーナーおよび同ビルのテナント各社へ
説明。施設入口に休業案内を掲示した

◦同日午前中に翌4月18日（土）～28日（火）まで休業を決定。その旨
をＨＰへ掲載するとともに、事業所が入居するビルオーナーおよび
同ビルのテナント各社へ説明のうえ、施設入口に休業案内を掲示
した

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

⑵事例から学ぶ業務継続のポイント

表４に整理したふれ愛社の一連の対応には学ぶべきことが多
くあるが、ここでは特に「体制」「業務継続対応」で参考となるポ
イントを2点取り上げたい。

①COVID-19のまん延状況に応じた縮小・休業を含めた対応
方針の検討と周知
ふれ愛社では、愛知県の事業所が所在する近隣区において、

デイサービスでクラスターが発生しさらに同区に対しての名古
屋市からの休業要請があったことから危機感を抱き、縮小・休業
を含めた対応方針を検討していた。固まった対応方針について
は、「新型コロナウイルスに対する基本的な考え方」との書面に
整理し、職員をはじめ利用者やケアマネジャーにも周知していた
ことで、COVID-19への感染が疑われる利用者が発生した段階
で、迅速に対応することができた。

当該方針では、営業形態を「縮小営業」「完全休業」に分けて、
それぞれ以下の点を整理している。
（ア）発動条件
（イ）当該営業形態決定時の対応事項
（ウ）通常営業再開基準
（エ）当該営業形態での職員の出勤形態

特に参考となる点として、（ア）発動条件として「事業所の近隣
市区町村で自治体から休業要請が出た場合」「事業所の所在地
域、あるいは近隣市区町村でクラスターが発生し、当該地域の感
染リスクが高まっていると判断された場合」のように、前述した
対応ステージの切り替わりとなるトリガーを定めていることが挙
げられる。これによって、迅速に業務縮小・中断に必要な判断が
できる。加えて、定めた対応方針を利用者や関係機関へあらかじ
め周知しておくことで、業務継続に求められる「利用者人数の制
限」などの調整がスムーズに実施できる。

②厚生労働省通知に基づいた「継続可能なサービス」の業務継
続の検討と準備
本事例のように、COVID-19への感染が疑われる利用者ある

いは職員が発生した場合には、感染拡大防止や事業所の消毒
実施などのために一定期間休業を余儀なくされることがある。 
この間の他の利用者のサービス利用については、ケアマネジャー
と連携し、他の事業者へつなぐといった緊急対応も考えられ
る。一方で、訪問介護事業所のヘルパーが手当できないといっ
たケースも多い。そこで、厚生労働省通知1）において、通所介護
事業所であっても利用者の居宅を訪問し、個別サービス計画
の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合は報
酬を算定できる旨通知されている。ＢＣＰの目的でもある「サー
ビスの停止を防ぐ」ことを踏まえれば、ぜひとも事業者が完全
休業になった時には居宅訪問サービスでの業務継続を検討
しておきたい。なお、本報酬算定の取り扱いはCOVID-19の 

新型コロナ②
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【表４】ふれ愛社の新型コロナウイルス対策に関する主な動き（2020年）

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

日付 株式会社ふれ愛ドゥライフサービスの対応 新型コロナウイルス感染症に対する国内の動向

2月20日 全社 職員のマスク着用を徹底

2月26日 全社

厚生労働省（以降、厚労省）からの通知に従い、以下を徹底
▪職員の検温、発熱時の自宅待機
▪利用者の送迎車乗車前の検温実施、発熱時のデイサービス利用見合

わせ

2月中旬以降、厚労省より「感染防止ガイドライン」記載
の防止対策の徹底、介護報酬算定やケアプラン作成の
特例適用などに関する通知が連日発信される

2月28日 全社 職員が感染または濃厚接触者となった場合の休暇の取り扱いを整理し
指示

3月7日 瑞穂
名古屋市南区・緑区のデイサービスでクラスター発生
これを受け、名古屋市は南区・緑区のデイサービスに対
する休業要請を指示

3月9日 瑞穂 ドゥライフ瑞穂は「縮小営業」を開始。利用者の数を30名以内に抑え、
感染対策を講じる

3月10日 全社 「新型コロナウイルスに対する基本的な考え方」を出状・徹底。万一の 
休業に備えた準備を指示

3月11日 全社 利用者へのマスク配布と着用を指示
3月16日 全社 デイサービス運営時の感染対策を指示・徹底

3月21日 瑞穂 名古屋市南区・緑区のデイサービス休業要請解除。ドゥライフ瑞穂は 
引き続き、利用者数を抑えた運営を継続

4月7日 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に
緊急事態宣言が発令

4月10日 全社

◦緊急事態宣言を受けて、「利用者やその家族の生活を維持する上で、
事業の継続が求められる」施設として、サービスを変わらず継続する方
針を固める

◦3施設で「縮小営業」とし、利用者宛てのご案内を発送

4月16日

緊急事態宣言は全国へ拡大。東京都、愛知県、大阪府含
む13都道府県を特定警戒都道府県に指定
全国的に休業するデイサービスセンターが発生
複数の入所施設でクラスターが発生

4月17日 品川 ドゥライフ品川で感染が疑われる利用者が発生。同日に翌18日～4月28日
までの休業を決定し、関係各所へ通知

4月20日 品川

◦厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事
業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第9報）」にのっとり、
居宅訪問によるサービスを開始（入浴、食事介助、服薬管理、見守り）

◦職員を2班に分け、自宅待機と出勤を交互に実施するシフトを構築
◦4月20日から28日までに利用者18名、延べ43回の訪問サービスを提供

利用者・家族から感謝され、ケアマネージャーからも評価を受ける

国立感染症研究所が濃厚接触者の定義変更を発表
（「発病した日」から「発病した日の2日前」へ変更）

4月21日 品川 専門業者を手配し、デイサービスフロアの消毒を実施

4月30日 品川
◦1日あたりの利用人数を縮小して営業再開
◦営業再開にあたり、各施設から感染防止のアイデアを募り、更なる感染

対策を実施

5月15日 品川 自主休業時の職員への給与は「休業手当」として全額を支給するため、雇
用調整助成金を申請

5月20日 品川 品川区の介護従事者向けの独自給付金「事業継続給付金」の給付が決
定。申請手続きを完了

5月21日 大阪府で緊急事態宣言解除

5月25日 全社 3施設において緊急事態宣言が解除されたことをうけ、利用者受け入れ
を通常時に戻した運営を再開

約1カ月半ぶりに全国の緊急事態宣言解除
愛知県独自の緊急事態宣言解除

6月以降 全社 ◦職員のフェイスシールド着用など更なる感染対策を検討
◦新規利用者の紹介が増え、ほぼ通常の運営に戻りつつある
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感染拡大を受けた特例であるため、常に厚生労働省からの最新
の通知を確認し、算定可能な方法での業務継続を検討する必要
があることに留意いただきたい。過去からの通知を整理した内容
は厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス
事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめペー
ジ3）に掲載されている。

ふれ愛社では、①の方針検討に併せ、表５のような準備及び
工夫をすることで居宅訪問による業務継続を実現した。

４ 最悪に備える

今後のCOVID-19にかかる予測の一つに、冬季の季節性イン
フルエンザとの同時流行が挙げられている。いずれも高齢者の
重症化リスクは高く、重症の肺炎患者に使用するECMO注1）や人
工呼吸器注2）には限りがあるため、高齢者の集まる介護サービス
事業所においては、最悪の場合、つまり感染者の発生を想定して
準備し、できる限り感染の拡大を防がなければならない。それと
併せ、介護サービスを可能な限り提供し続けるという社会的使
命にも応えなければならない。

そのために、感染が疑われる利用者が発生した際の対応をそ
の場で考えていては感染が拡大してしまうため、ふれ愛社が実施
したようにあらかじめCOVID-19のまん延状況に応じた縮小営
業などの対応方針を検討しておくことが重要になる。これは、通
所介護事業所のみならず、介護保険施設などの他サービス事業
所についてもいえることである。本稿をその検討の参考にしてい
ただきたい。

以上

参考文献・資料等

1）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所
の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第2報）」（令和2年2月24
日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）
<https://www.mhlw.go.jp/content/000601693.pdf>（最終アクセ
ス2020年8月20日）

2）厚生労働省『社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生
時の業務継続ガイドライン』（平成26年度厚生労働省社会福祉推進事
業の一環としてMS&ADインターリスク総研が受注し作成）<https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html>

（最終アクセス2020年8月20日）
3）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所

の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめページ<https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/
matome.html#0200>（最終アクセス2020年8月20日）

注）

１）呼吸・循環をサポートする目的で使用される医療機器
2）主に呼吸を助ける医療機器

(1)
完全休業時の居宅訪問
サービス実施に向けた準備

◦厚生労働省通知１）にのっとり、完全休業時には居宅訪問サービスを実施することを決定
◦完全休業時に「真に生活が困難になる利用者」宅への訪問（弁当配布や一部介助）に備

え、対応可能な職員を選定の上、訪問時間、サービス内容、必要な持ち物など準備
◦事前に利用者宅を訪れたり、間取り図を入手したりするなどして段差の有無や浴室設備

を確認し、介助方法を検討・準備

(2)
職員の配置の検討

◦体調に変化がないことを確認のうえ、二つのグループに分け、１日おきに自宅待機と出勤
を交互に実施

◦あらかじめ居宅訪問サービスの利用者を確定することで、送迎車両の必要性（ドライバー
の有無）、必要な介護職の人数、看護師の交代勤務などグループ化

(3)
訪問サービス実施後の振り
返り

◦訪問は原則2人１組で実施。支援時の課題を持ち帰り、施設の職員や看護師と共有・相談

【表５】事業所休業中のサービス実施にかかる工夫

新型コロナ②

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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具体的には、図1のように、一般用加工食品の企画から製造・販
売に至るまでのプロセスを「Ⅰ．企画段階」、「Ⅱ．準備段階」、「Ⅲ．
製造段階」、「Ⅳ．出荷・販売段階」の四つに区分し、各プロセスに
おいて、適正な食品表示を実現するための実務上のポイントを
チェック項目として整理し、その解説を行う。

なお、対象製品は紙面の都合上、一般用加工食品とする。業務
用加工食品や生鮮食品、添加物に関しては別途食品表示に関す
る各種手引き書等をご参照いただきたい。

食品表示

要旨
▪食品表示法に基づく新基準での運用が2020年4月より開始されたものの、食品等事業者においては、「不適切な表示」に

より食品を自主回収する事例が後を絶たない。
▪一般用加工食品の企画から製造・販売に至るまでのプロセスごとに、食品等事業者が実施すべき事項や留意すべき事

項をチェック項目として提示・解説する。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 製品安全グループ
上席コンサルタント　　　　　　吉

よ し だ

田 利
と し ひ で

秀 （左）
上席テクニカル・アドバイザー　　  笹

さ さ が わ

川 秋
あ き ひ こ

彦 （右）

新しい食品表示制度に対応した
適正な食品表示を実現するための
実務上のポイント

１ 本稿の趣旨

2015年4月に施行された食品表示法に基づく新基準（以下、
「食品表示基準」）につき、加工食品に対する経過措置期間が
2020年3月31日で終了した。これ以外にも新しい原料原産地表示
制度等、経過措置期間が設けられている制度はあるものの、食品
等事業者においては新しい食品表示制度に対応した適正な食品
表示が求められる。

一方、一般財団法人食品産業センターのサイト「食品事故情
報告知ネット」によれば、2020年4月～7月に食品等事業者が食品
の自主回収を行った件数は約200件ある。そのうち「不適切な表
示」との告知理由が119件と約6割を占め、中でも人体への重大な
影響が危惧される「アレルゲンに関する不適切な表示」が67件と
半数以上にのぼる。このことから、一定数の事業者においては、新
しい食品表示制度に対応した適正な食品表示対応が実現でき
ていないことが推測される。

そこで、本稿では適正な食品表示を実現するために、実務上
の観点から、事業者が実施すべき事項や留意すべき事項を「新
しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-別冊 実
践 チェックリストと表示例（農林水産省）」に基づき整理した。 

Ⅰ 
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画
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Ⅲ 

製
造
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Ⅳ 
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階

Ⅱ 

準
備
段
階
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材
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【図1】一般用加工食品の企画から製造販売に至るまでの業務プロセス
（出典：「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-別冊 実践 
チェックリストと表示例（農林水産省）」を基にMS＆ADインターリスク総研作成）
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２ Ⅰ．企画段階

一般用加工食品は、通常、自社企画部門等において、小売から
の要望等を契機に、新製品を企画し、試作を重ねて配合（レシピ）
が確定する。そして、原材料を安定的に供給できる調達先を選定
した上で、保存試験や製造試験等を経て商品仕様が固まる。ここ
では、商品仕様に基づき商品パッケージに記載すべき表示内容
を決定するまでのチェック項目について解説する（図２）。

 

⑴当該商品の分類や定義の確認

（チェック項目）
▢ 企画した商品の加工食品分類や定義を確認しているか

加工食品はその分類により、表示基準や仕様の定義が決めら
れている場合がある。基準等に違反しないよう、当該商品が一般
消費者に販売される25分類の加工食品〔食品表示基準別表（以
下、「別表」）第1（食品表示基準の対象となる加工食品）〕のいず
れかに該当しているか、および別表第3（食品表示基準の対象と
なる食品に係る定義）に掲げる食品の定義（用語の定義）が設け
られた加工食品に該当しているかを確認する必要がある。

なお、別表第1に掲げられていない食品は生鮮食品または添加
物の分類となる。また、別表第3に掲げられた加工食品の場合は、
原材料や性状、製法等が定義されており、その定義に則した仕様
でなければならないため留意が必要である。

⑵配合（レシピ）に基づく原材料の整理

（チェック項目）
▢ 使用する原材料（加工食品／生鮮食品／添加物）の重量

割合が明確になっているか
▢ 使用する原材料（加工食品／生鮮食品）の重量割合上位

1位の産地・製造地が明確になっているか

食品表示

一括表示欄の原材料名や添加物は重量割合順に記載するた
め、原材料の配合割合を明確にする必要がある。そのためには、
試作等で決定した配合（レシピ）に基づき原材料を洗い出し、割
合の多い順に並べ直した配合表を作成する必要がある。

また、重量割合上位1位の原材料は、その産地（または製造地）
を原料原産地名欄に記載（原材料名に次いで記載でも可）する
必要がある（経過措置期間を経て、2022年3月末までには、すべて
の加工食品（輸入品を除く）に対して原料原産地表示が必要にな
る）ため、その産地（または製造地）を確認することが求められる。
確認方法としては、試作等で配合を決定する際、問屋や卸、業務
用食品メーカー等の調達先に使用予定の原材料の産地・製造地
について問い合わせるとよい（調達先から商品仕様書等を取り付
けて確認してもよい）。

さらに、以下の取り組みにより原材料の産地・製造地に関する
情報の正確性を担保することが望ましい。
◦製造工場に赴き、仕入れている加工原材料の産地や配合が正

しいことを確認する
◦生産現場（農場や農協等）に赴き、仕入れている生鮮原材料の

産地の情報を確認する
◦調達先から産地証明書等を取り付ける

⑶調達先の選定・管理

（チェック項目）
▢ 使用する原材料（加工食品／生鮮食品／添加物）の調達

先（産地等が記載された納品伝票等の発行先）を適正に
選定・管理しているか

▢ 使用する原材料が業務用加工食品の場合、自社商品の
表示に反映させるアレルゲン・遺伝子組換え・添加物、栄
養成分等の情報を入手しているか

使用する原材料とその重量割合は、原材料名欄や添加物欄、
原料原産地名欄に反映されることから、安定的な供給が可能な
調達先を選定するとともに、原材料に季節性の変動等がある場
合は、調達先を複数選定しておくことが求められる。また、原料原
産地表示を行う必要のある原材料に対しては、根拠書類を保管
する目的で、産地等の記載のある納品伝票等の発行を調達先に
求めることが必要になる。さらに調達先が当該業務用加工食品
の配合・産地・工程等の仕様を変更する場合は連絡するよう取り
決め、変更がなくとも年1回程度は仕様書を取り交わすとともに、
無断での仕様変更（いわゆるサイレントチェンジ）の可能性にか
んがみ定期的な監査を行うことも必要である。

また、業務用加工食品を調達し、自社商品に使用する場合は、
調達する加工食品に含まれるアレルゲン・遺伝子組換え・添加
物・栄養成分等に関して、当該製品の仕様書等を取り付けて確
認することが求められる。また、調達する加工食品がさらに別の
加工食品を使用している場合には、それらにアレルゲン等が含
まれる可能性が否定できないため、生鮮食品までさかのぼった 
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【図2】企画段階のプロセス
（出典：「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-別冊 実践 
チェックリストと表示例（農林水産省）」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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上で使用している原材料を洗い出すよう調達先に求めることが
必要となる。

⑷商品仕様の決定と一括表示欄等の表示内容の
決定

（チェック項目）
▢ 保存試験や製造試験により、配合以外の商品仕様を決定

したか
▢ 商品仕様に基づき、商品パッケージに記載する一括表示

欄等を抜け漏れなく作成したか

一括表示欄には、原材料に関する情報である「原材料名」「原
料原産地名」「添加物」に加え、商品の特性に関係する情報であ
る「賞味期限（消費期限）」「保存方法」「内容量（固形量・内容総
量）」等を記載する必要がある。これらは、保存試験や製造試験に
より、仕様を決定するのが一般的である。その際、保存試験を踏
まえた賞味期限等の設定については、厚生労働省他策定の「食
品期限表示の設定のためのガイドライン」を参考にするとよい。ま
た、製造試験により設定した内容量等が安定的に製造できるか、
量目公差（表示内容量の過不足）を超える不適切な内容量となら
ないか等も確認することが必要になる。

以上のような試作、保存試験、製造試験等を経て決定した商
品仕様を踏まえ、商品パッケージに記載（印刷もしくはラベル
シール貼付）する一括表示欄等を食品表示基準に基づき起案す
ることになる。

食品表示基準は、旧3法（食品衛生法・JAS法・健康増進法）
に基づく58本の基準等を統廃合した関係で、旧3法を踏まえた
横断的義務表示事項（別表第4（横断的義務表示事項に係る個
別ルール）：「名称」「原材料名」「添加物」「内容量」等）に加え、個
別的表示事項（別表第19（一般用加工食品の個別的表示事項）：

「使用上の注意」「調理方法」「要冷蔵」等）の記載が必要になる
場合がある。

さらには、表示禁止事項の別表がある等、加工食品の表示は
複雑多岐にわたる。そのため、当該商品が各別表等に掲げられた
加工食品に該当するかどうかを確認しながら、一括表示等に記
載すべき事項や表示方法に留意して適正な表示を起案する。

そこで、商品パッケージに記載すべき食品表示に抜け漏れがな
いよう、各種団体策定の商品規格書、卸業や小売業等策定の商
品仕様書（商品カルテ）のフォームを活用し、必要事項を記入す
るとよい。

３ Ⅱ．準備段階

Ⅰ．の企画段階で決定した商品仕様に基づき、適正な食品表
示を反映させた商品を製造するためには、その準備段階として
商品仕様（書）を踏まえた包材（ラベルシール）の作成（図3）と、
食品表示に合致した原材料を調達（次頁図4）する必要がある。
ここでは、製造を行う前段階（準備段階）として確認しておくべき
チェック項目について、「A．包材（ラベルシール）の作成」「B．原
材料の調達」に分けてそれぞれ解説する。

Ａ．包材（ラベルシール）の作成

⑴包材の一括表示欄等の表示原稿（ラベルシール機
への入力原稿）の作成

（チェック項目）
▢ 商品仕様書等に記載した一括表示欄等が正しく包材等

の表示原稿に反映されているかを確認しているか

包材等の一括表示欄等の表示原稿（いわゆるゲラ）の作成の
際に、商品仕様書の記載内容が正しく反映されていない場合
がある。そこで、複数人による表示原稿の読み合わせや原稿の
チェック等を行い、表示原稿の正確性を担保する必要がある。

なお、原料原産地や製造所固有記号等の一括表示欄の一部に
変更が見込まれる場合は、各事業者の実状に合わせて、以下のど
の表示方法にするかあらかじめ決めておく。
◦はじめから包材等に書き込む（原料原産地等の一部を変更し

た場合は、都度、新包材等を作成する）
◦製造のたびにインクジェットプリンタ等で当該箇所を印字する
（印字場所を包材の一括表示欄に示しておく）

◦製造のたびに変更内容のシールを印刷し、当該場所に貼付する
（貼付場所を包材の一括表示欄に示しておく）
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⑵包材の発注

（チェック項目）
▢ 表示原稿（ラベルシール機の入力画面）と印刷原稿とが

合致していることを確認しているか

自社で作成した表示原稿（ゲラ）の記載内容が、それを基に印刷
会社等が起案した印刷原稿（いわゆる版下）に正しく反映されて 
いない場合がある。そこで、複数人による表示原稿と印刷原稿との
突き合せ等を行い、印刷原稿の正確性を担保する必要がある。

ラベルシール機を使用する場合は、入力ミス等により、ラベル
シール機の入力画面の記載内容が正しく反映されていない場合
があるため、同様の対応を行う。

⑶受領包材（出力したラベルシール）の確認

（チェック項目）
▢ 納品された包材（出力したラベルシール）が、原稿どおり

に印刷されていることを確認しているか

印刷会社等が誤って印刷原稿と異なる包材（例えば旧デザイ
ン）を納品してしまう場合がある。そこで、複数人による納品され
た包材と印刷原稿との突き合せ等を行い、納品包材の正確性を
担保する必要がある。

ラベルシール機を使用する場合は、押し間違い等による異なる
ラベルシールの出力やプリンター故障による印字脱落等が生じ
る場合があるため、同様の対応を行う。

⑷包材（ラベルシール）の分別保管

（チェック項目）
▢ 受領包材（ラベルシール）を分別保管しているか

同じ商品で複数の異なる原産地の原材料を使用する際に、「は
じめから包材等に書き込む」ことを選択すれば、おのずと複数種
類の包材等をあらかじめ用意しておくことになる。しかしながら、
包材等の整理整頓に不備があり、使用した原材料の産地と異な
る包材を使用する（シールを貼り違える）場合がある（例えばアメ
リカ産の豚肉を使用したにも関わらず、国産豚肉と表示した包材
を使用）。そこで、取り違えを防止するために、包材等の分別保管
を厳重に行うことが必要となる。

Ｂ．原材料の調達

⑴調達先への発注

（チェック項目）
▢ 商品仕様書で定めた当該原材料の産地や遺伝子組換え

等の情報を、発注票等により正確に調達先に伝達してい
るか

曖昧な発注により、商品仕様書上の原産地等と異なる原材料
が納品される場合がある（例えば、国産豚肉を発注したにも関わ
らず、毎回発注しているアメリカ産豚肉が納品される等）。そこで、
商品の仕様で決めた原材料の産地等と実際に仕入れる原材料
の原産地等が確実に合致するように、発注の際には、原材料の原
産地等の情報を発注票に記載する等により、調達先に確実に伝
達することが求められる。

⑵原材料受け入れ時の検収

（チェック項目）
▢ 発注した原材料が正しく納品されていることを確認する

ため、発注票と納品伝票等とを突き合せているか

調達先のミスにより、発注した原材料や原産地等の仕様と異
なる原材料が納品される場合がある。そこで、包材等に記載する
原産地等の仕様との整合性を図るために、原材料の受け入れ時
に、発注伝票と納品伝票とを突き合わせる等により正確性を担
保する必要がある。生鮮食品の場合は納品伝票に代えて輸送用
の段ボール上の産地表示で、また加工原材料の場合は、当該商
品の包材等の一括表示で確認することも可能である。

なお、受領した原材料の産地等を証明できる納品伝票は適切
に保管しておき、保健所等の住訪に備える。さらに、調達先におい
て使用原材料の仕様が変更されているにもかかわらず、連絡され
ないことがある（いわゆるサイレントチェンジ）。そのような事態を
防ぐため、次の取り組みを推奨する。
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◦生産現場（農場や農協等）に赴き、仕入れている生鮮原材料の
産地の情報を確認する

◦調達先から産地証明書を受領する
◦製造工場に赴き、仕入れている加工原材料の産地や配合が正

しいことを確認する
◦調達先から商品規格書を定期的に受領し、原産国や配合に変

更がないことを確認する

⑶原材料の分別管理

（チェック項目）
▢ 納品された原材料を分別管理しているか

仕様の異なる複数の原材料を使用している場合、誤って指定の
仕様と異なる原材料を使用する場合がある。そこで、取り違えを防
止するために、部位や産地等が異なる場合には、その相違等を明
確にラベリングした上で、厳重に分別管理を行うことが大切となる。

　

４ Ⅲ．製造段階

包材（ラベルシール）を適正に作成し、産地等が明確な原材料
を調達したものの、製造段階における製造指示が曖昧だったり、
製造現場で包材や原材料を取り違える等の人為的ミスが散見さ
れる。そこで、製造指示に基づき包材等にひもづく原材料を使用
して適正に製造した旨の記録を残す等、製造段階で確認すべき
チェック項目について解説する（図5）。

⑴製造の指示（製造指示書の作成）

（チェック項目）
▢ 商品仕様書で定められた仕様の原材料や配合に従った

製造の指示が行われているか（製造指示書が作成されて
いるか）

商品仕様書等で定められたとおりの仕様の原材料や配合が行
われないと、包材等の表示との間で齟齬が生じる場合がある（例
えば、午前中に製造するNB商品は国産豚肉を使用し、午後に製
造するPB商品はアメリカ産豚肉を使用する指示等）。そこで、製
造指示書を作成して指示する等、正確性を担保する措置を講じ
る必要がある。

なお、口頭による指示は誤った製造につながりかねないため
に、メモ書きでもかまわないので、情報を正しく製造部門に伝える
ことが重要となる。

⑵配合・製造

（チェック項目）
▢ 製造の指示（製造指示書）どおりに配合・製造が行われて

いるか生産現場に立ち会い、確認をしているか

初回生産や急な仕様変更では、製造の指示（製造指示書）
どおりに配合・製造が行われない場合がある。そこで、初回生
産や仕様変更を行った場合には、製造の指示（製造指示書）に
従った配合・製造が行われているか、生産現場に立ち会うよう
にする。

⑶容器包装

（チェック項目）
▢ 製造の指示（製造指示書）と包材（ラベルシール）の記載

内容が整合しているか確認をしているか

製造指示のあった原材料の仕様と包材に記載した原材料の仕
様とに齟齬のある場合がある（例えば、アメリカ産使用との指示
だが国産と記載された包材を使用）。そこで、容器包装を行う前
に、製造の指示（製造指示書）と包材の記載内容とが整合してい
るか入念に確認する。

⑷製造の記録（製造日報の作成）

（チェック項目）
▢ 製造の指示（製造指示書）と包材（ラベルシール）の記載

内容が整合していることを確認した結果を記録・保管して
いるか

製造指示に合致した原材料や包材を準備したとしても、製造
切り替え等を失念し、前ロットの製造指示のまま誤って製造する
等、本来の製造指示とは異なる原材料や包材等を使用して製造
してしまう場合がある。そこで、製造の指示（製造指示書）と使用
した原材料や包材等の記載内容が整合しているか確認した結果
を記録しておく。

メモ書きでもかまわないので、製造指示に基づいた製造記録
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【図5】製造段階のプロセス
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（製造数）を残すことが重要であり、製造ロット（もしくは原料原
産地の変更）ごとに記録しておくことが望まれる。また、仕入れた
原材料や包材（プリントアウトしたラベルシール）の数量と、製造
数から出荷数を差し引いた在庫数等が合致しない場合があるの
で、社内トレーサビリティの観点からも、原材料や包材等の仕様
に基づく定期的な在庫の棚卸の実施が望まれる。

５ Ⅳ．出荷・販売段階

原材料と商品パッケージの表示が合致した商品を製造したと
しても、受注に基づく出荷や商談に基づく販売で、取引先（消費
者含む）とのコミュニケーション不足が契機となり、結果として
食品表示に不具合が生じることが散見される。そこで、完成品を
適切に販売するまでに確認すべきチェック項目について解説する

（図6）。

⑴商談・受注

（チェック項目）
▢ 小売・卸など取引先との商談にあたって、商品仕様書に基

づき、原料原産地やアレルゲン・添加物等を伝えたか

取引先の望む商品仕様と自社の商品仕様に齟齬が生じる場合
がある（例えば、取引先は国産の原材料を希望。しかしながら季
節によっては外国産を使う時期が発生する等）。そこで、原材料の
原産地のグレードや部位、原産地等の仕様と表示方法について
あらかじめ取引先と商談する（商談記録等を残す）。

なお、原産地の切り替え等、製品の仕様変更が生じた際、包材
への反映に加えて、取引先への連絡が必要かどうかも確認してお
くことが求められる。取引先で国産使用等のプライスカードやポ
スターの掲示や、取引先がさらに川下の取引先に販売する場合
も想定されるため、どこまでの仕様変更に対して連絡が必要かを
確認しておくことが望まれる。

⑵出荷

（チェック項目）
▢ 商談時や受注時に、オーダーのあった原料原産地等の指

定に合致した商品を出荷したかを確認したか

商談時や受注時に、オーダーのあった原料原産地等の指定と
異なる製品を出荷してしまう場合がある。そこで、商談時や受注
時に原料原産地の指定や、賞味期限までの残り日数の制約等が
ある場合、出荷伝票と現物とを突き合わせるようにする。

⑶販売（自社ホームページ上での場合）

（チェック項目）
▢ 自社ホームページ上で販売するにあたり、アレルギーや

添加物、遺伝子組換え原材料の情報等、消費者が望む情
報を商品仕様書に基づき、掲載しているか

消費者によっては食物アレルギー疾患があったり、添加物や遺
伝子組換えを気にかけている場合がある。そこで、食品表示法上
はインターネットの販売画面については規制がないものの、消費
者保護の観点で、商品パッケージ等から必要な情報を誤記なく
インターネット画面に反映させて、消費者の選択に資する情報を
提供する必要がある。

また、商品仕様等を一部リニューアルした場合等、速やかに
インターネット画面にも反映させることにも留意が必要になる。

６ 適正な食品表示実現に向けて
　
本稿では適正な食品表示を行うための実施項目をチェックリ

スト方式で示したが、実に多くのチェック項目が存在することが
改めて実感できる。裏を返せば、それだけ表示ミスを引き起こすリ
スクが大きいということである。本稿で述べたチェック項目に対し
て、自社の態勢を踏まえ、各担当者（企画、調達、製造、受発注等）
に責任と権限等を割り振り、適正な食品表示の実現に向けて取
り組んでいただきたい。

なお、今回は「食品表示基準」に基づき表示ルールを解説した
が、より具体的・詳細な事例については「食品表示基準について」、

「食品表示基準Q&A」（いずれも消費者庁公表）も参考にしてい
ただきたい。
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【図6】出荷・販売段階のプロセス
（出典：「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-別冊 実践 
チェックリストと表示例（農林水産省）」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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労働災害

要旨
▪高年齢労働者注1）は法制度の後押しもあり、今後ますます増加する傾向にある。また、高年齢労働者は労働災害を発生

させやすく、発生した場合は重篤化する可能性が高い。
▪高年齢労働者の加齢にともなう身体・精神機能の変化が労働災害発生の要因となっており、高年齢労働者の特性を

踏まえた労働災害防止対策が求められる。
▪高年齢労働者にとって働きやすい職場環境はすべての労働者にとって働きやすい職場環境につながる。ＯＳＨＭＳの

仕組みを活用した取り組みとすることによりＰＤＣＡを確実に回し、安全衛生の水準アップを図ることが望まれる。

高年齢労働者の
労働災害防止対策

１ 高年齢労働者の就労状況

2003年から2019年までの労働者人口は微増減であるが、50歳
以上労働者人口は増加傾向にある（図１）。

2019年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」には70歳ま
での就労機会の確保に向けた法制度の整備が掲げられ、現在、

 ～労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭＳ）の仕組み活用～

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第一部　労災・安全文化グループ
マネジャー・上席コンサルタント　 　 　  下
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【図1】年齢別の労働力人口の推移（単位：万人）　（出典：総務省統計局「労働力調査（基本集計）」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

労働政策審議会における検討が進められている。
内閣府の調査によると60歳を過ぎても「働きたい」と考えている

人が全体の81.8％、また、65歳を過ぎても「働きたい」と考えてい
る人が50.4％を占めており、さらに法制度整備の後押しもあって
ますます高年齢の労働者が増加することが見込まれる。　
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高年齢労働者の
労働災害防止対策

２ 高年齢労働者の労働災害発生状況

⑴年齢別の事故発生状況

2019年の統計データによると死亡災害は845件（前年比64件
減少）、休業4日以上の死傷災害は125,611件（前年比1,718件減
少）発生している。一方で労働災害発生状況を年齢別にみると、
死亡災害では50歳以上で58％、60歳以上で36％の割合を占め、
死傷災害では50歳以上で51％、60歳以上で27％の割合を占めて
いる（図２、図３）。
「千人中何人の人が労働災害に遭うかという指標」である「千

人率」を年齢別に比較すると男性の25歳～29歳の発生率が1.94、
に対し75歳以上では発生率4.04となり、年齢層の上昇にともない
発生率も大きく上昇していることが分かる（図４）。

また、年齢別の休業見込期間の割合を年齢別にみると、年齢に
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【図2】年代別死亡災害発生状況（2019年） 【図3】年代別死傷災害発生状況（2019年）

（出典：厚生労働省「労働災害統計」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

【図4】年齢別・男女別の労働災害発生率（千人率）2019年
（出典：総務省統計局「労働力調査（基本集計）」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

比例して休業見込期間が長期になることも分かる（次頁図５）。
つまり、高年齢労働者は労働災害発生率が高くなり、その程度

も重く死亡に至るケースが多い。
今後、ますます高年齢労働者が増加することが見込まれること

からもその労働災害防止対策は喫緊の課題である。

⑵事故の型別の発生状況

2019年の統計データを死亡災害および死傷災害で事故の型
別にみると、上位3位は、死亡災害では「墜落・転落」「交通事故

（道路）」「はさまれ・巻き込まれ」となり（次頁図６）、死傷災害で
は「転倒」「墜落・転落」「動作の反動・無理な動作」となる（次頁
図７）。災害発生率の高い事故の型を優先して対策をとることが
トータルの災害件数の減少に結びつくことから、本稿では後述す
る「4．事故の型を考慮した安全対策」において災害件数の多い上
記の事故の型について安全対策をとりまとめるものとする。
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３ 加齢に伴う身体・精神機能の状況

高年齢労働者の事故が多発する要因として加齢に伴う身体・
精神機能の変化が挙げられる。20～24歳または最高期を100とし
た場合の55～59歳の者の各機能水準を図８に示す。特に疲労回
復力（夜勤後体重回復）は著しく低下しており生理的機能（特に、
視力・聴力等の感覚機能、平衡機能）も大幅な低下がみられる。

高年齢労働者は高い知識・技能を持っており経験豊富で作業
の熟練度が上がる一方で自身の加齢に伴う身体機能の低下に気
づかず、無理な動作や慣れによる省略行為をとってしまうことが
原因で労働災害が発生している可能性もある。

次に図８で用いた各機能水準を示す指標・身体機能・想定され
るリスクについて次頁表１に示すが、身体機能の変化は平均的な
ものであり、個人差が大きい点にも留意が必要である。

次頁表１で確認した身体機能の観点より、労働災害防止に向
けた安全対策を次頁表２のとおり取りまとめた。

【図5】年齢別の休業見込期間の割合
（出典：厚生労働省　※休業見込日数の記入のあるもの（n=126,429）のみ集計 労働者死傷病報告（2019年）
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【図6】事故の型別死亡災害発生状況（2019年）

【図8】各機能水準の比較
（出典：斎藤一、遠藤幸雄：高齢者の労働能力（労働科学業書53）労働科学研究
所1980）

【図7】事故の型別死傷災害発生状況（2019年）

（出典：厚生労働省「労働災害統計」を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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【表１】各機能水準を示す指標・身体機能・想定されるリスク

（出典：中央労働災害防止協会「エイジアクション100」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

指標 身体機能 機能の変化 想定されるリスク
夜勤後体重回復
抗病回復力　など

疲労
回復力

◦夜勤は日勤よりも疲労が溜まりやすく、年齢を重ね
るにつれて、身体の回復に時間を要する傾向にある

◦前日の疲労が抜けず、「眠い、集中できない」などの
注意力散漫な状態で作業を行い、負傷する

視力
薄明順応　　など

視力 ◦年齢を重ねるにつれて、遠近調節力（目のピントを調
節する力）、対比視力（コントラストの低いものを識別
する力）、明暗順応が低下する傾向にある

◦対象物との距離を見誤り、接触・転倒する
◦作業している手元のピントが合わず、使用中の工具・

設備器具で誤って身体を負傷する
◦作業場所の明暗状況などにより、対象物を見落と

し、負傷する
聴力 聴力 ◦年齢を重ねるにつれて、会話中に他の音が入る場

合、聞き取る力や周波数の高い音を聞き取る力が低
下する傾向にある

◦騒音環境下（稼働設備横など）で作業手順の説明を
受けた場合、十分に理解しないまま作業し、誤った作
業手順で負傷する

平衡機能 バランス
能力

◦バランス能力は20代前半でピークとなり、その後低
下する傾向にある

◦高所作業や足場の悪い箇所での作業の際にふらつ
き、バランスを崩して転落する

記憶力
学習能力

記憶力 ◦年齢を重ねるにつれて、短期記憶が低下する傾向に
ある。一方、長期記憶（長い年月をかけて蓄積したも
の）は影響を受けにくい

◦新たな手順を指示されたが、内容がうろ覚えであり、
誤った作業を行ってしまい、負傷する

握力、背筋力
伸脚力　　　など

筋力 ◦握力は20～30歳でピークとなり、その後低下する
傾向にある

◦背筋力は20代後半から30代前半でピークとなり、
その後低下する傾向にある

◦伸脚力（両脚で踏ん張る力）は20歳以降、加齢に
伴って、低下する傾向にある

◦重量物を運んでいる際に、手の力が緩み、身体上に
落下させる

◦無理に重量物を持ち上げようとし、背中や腰を痛め
る

◦体勢を崩した際に踏ん張ることができず、転倒する

脊柱前屈
肩関節　　　など

柔軟性 ◦柔軟性は10代後半にピークとなる。男性では40歳
前後、女性では30歳前後まで急激に低下し、その後
は緩やかな低下にとどまる傾向にある

◦身体の可動域以上に腕や足を伸ばそうとすること
で、無理な動作となり身体を痛める

瞬発反応
動作速度　　など

敏捷性 ◦敏捷性は10代でピークとなり、その後低下する傾向
にある

◦突然目の前に出てきた物体にぶつかる。また、避け
る動作が間に合わず、足を挫く、転倒する

分析と判断能力
計算能力　　など

反応速度 ◦年齢を重ねるにつれて、危険な状況を察知してから、
回避行動に移るまでの反応が遅くなる傾向にある

◦積載物が落下してくるのを確認し、逃げるという判
断をしたが、身体の動きが追い付かず、接触し、下敷
きになる

身体機能 安全対策（例）
疲労回復力 ◦働きやすい柔軟な勤務体制・休暇制度を利用できるようにする

◦夜勤をできる限り避ける
視力 ◦書面や掲示物の文字の大きさ、色合いに配慮し、見やすいものを用いる

◦手元や作業場が見やすくなるよう、職場の照度を確保する
聴力 ◦会話を聞き取りやすい環境下で作業指示を行う

◦聞き取りが困難な環境においては、視覚的な方法（書面、回転灯など）を採用する
バランス能力 ◦高所作業をさせない（できる限り避ける）
記憶力 ◦作業について口頭で説明するだけでなく、書面でも情報共有する
筋力 ◦強い筋力を要する作業や長時間にわたって筋力を使用する作業を減らす

◦一人で重量物を運搬する作業をさせない
柔軟性 ◦準備体操を行い、身体を十分にほぐしてから作業に着手する
敏捷性・反応速度 ◦瞬時の判断を必要とする作業をさせない
その他 ◦身体・精神機能の個人差が大きいことを踏まえ、作業負荷が大きくならないよう作業内容を調整する

◦加齢に伴う身体・精神機能の低下による労働災害発生リスクを低減するため、安全衛生教育を徹底する
◦「ベテランだから大丈夫」という先入観を捨て、十分な時間をかけて、教育・指導する

【表２】身体機能を考慮した安全対策

（出典：中央労働災害防止協会「エイジアクション100」を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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事故の型 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研実施の
現地調査の際によく見受けられる事象 　安全対策（例）

墜落・転落 ◦一時的な高所作業のため、墜落防止措置を講じていない
◦作業者によって保護具の使用状況が様々である
◦高所作業時には墜落抑止用器具を使用しているが、高所での移

動時には外している
◦脚立の天板上、または天板をまたいで作業している

◦高所作業時には、安全に作業できるスペースを確保し、その端や
開口部には囲い、手すり、覆いを設ける

◦ヘルメットや墜落制止用器具などの保護具を必ず使用する
◦はしごや脚立の使用をできる限り避ける

転倒 ◦通路幅は確保され、床面表示はあるが、通路に保管物がはみ出
している

◦通路の床面が損傷した（凸凹がある）状態で放置されている
◦コード類など、引っかかりやすいものがカバーされずにむき出し

のまま床面に敷設されている
◦両手がふさがった状態で歩行している

◦通路幅を十分に確保し、通路・階段・出入口周辺の整理整頓を徹
底する

◦床面に水（油）たまりがある場合には、その都度除去する
◦階段には手すりやすべり止めを設置する
◦書類や携帯電話を見ながらの「ながら歩き」やポケットに手を入れ

て歩くなどの行動を禁止する
はさまれ
巻き込まれ

◦危険箇所にガードや安全装置が設置されているが、取り外され
た状態で操業されている

◦ガードが設置されているにもかかわらず、開口部が大きいなど、
危険箇所に接触するおそれがある状態で作業が進められている

◦作業時間短縮のため、電源を切ることなく危険箇所に接近して
作業している

◦危険箇所（回転体など）には安全柵などのガードを設置する
◦設備に安全装置を設け、身体と設備が接触しないようにする
◦危険箇所に関する注意喚起を行う
◦非定常作業の際には設備の電源を停止する

動作の反動
無理な動作

◦長時間にわたり中腰で作業をしている
◦作業台の高さが低いため、連続的に前かがみの作業をする必要

がある
◦重量物を1人で運んでいる

◦前かがみ、中腰など不自然な体勢を取らない
◦不自然な姿勢での作業を長時間行わない
◦身体をひねる作業を行わない
◦重量物の取り扱い作業を減らす

交通事故
（道路）

◦長時間運転が常態化し、休憩や仮眠が十分ではないまま運転し
ている

◦運転への「慣れ」が生じ、安全確認や運転操作がおろそかとなっ
ている

◦長時間運転をさせない
◦走行計画は、十分な休憩時間や仮眠時間を確保したものにする
◦交通安全教育を定期的に実施する
◦乗車・走行前における車両の点検整備などの保守管理を徹底す

る

４ 事故の型を考慮した安全対策

「2．（2）事故の型別の発生状況」で確認した事故の型の観点よ
り、労働災害防止に向けた安全対策を取りまとめた（表３）。

あわせて、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が実施する現地調査
の際によく見受けられる事象も示しているため、同様の事象が
職場で確認された場合には、早急に安全対策を講じることが望
まれる。

５ 労働安全衛生マネジメントシステム
（ＯＳＨＭＳ）の仕組み活用

上述のとおり高年齢労働者の安全対策を示したが、これらの
取り組みが一過性のものではなく継続的なものとなることが重
要であると考える。ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研において現場調
査のため事業所を訪問した際に労働災害が減少しない状況に接
する機会が多々あるが、その際の現場調査から以下の3点が要因
となっているケースが散見される。

◦経営トップの安全衛生への想いが労働者に浸透していない
◦安全衛生活動に現場の労働者の意見が吸い上げられておら

ず、取り入れられていない
◦リスクアセスメントが実施されていないもしくは、管理者のみ

が実施しており、現場の労働者が参加していない
労働安全衛生マネジメントシステム（以下、「OSHMS」）の管理

の仕組みを活用しＰＤＣＡを回すことにより上記要因の払拭につ
ながると考え、以下解説する。

OSHMSとは、事業者が労働者の協力の下に、一連の過程を定
めて継続的に行う自主的な安全衛生活動、すなわち、計画（P）→ 
実施（D）→ 評価（C）→ 改善（A）の一連のサイクルを回しなが
ら、自主的に安全衛生管理を継続的に行うことにより、職場の危
険性又は有害性等を調査し、リスクの除去又は低減を図り、労働
者の健康の増進及び快適な職場環境を形成していくための「管
理の仕組み」である。

OSHMSは、危険性又は有害性を低減させ、安全衛生管理を
経営と一体化させ、安全衛生管理のノウハウを適切に継承し、そ
の効果的かつ継続的な実施を可能とする仕組みである。これを
効果的に運用することにより、労働災害のさらなる減少及び安全
衛生水準の一層の向上が実現できるのである。

（出典：中央労働災害防止協会「エイジアクション100」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

【表３】事故の型を考慮した安全対策
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なお、若干古い統計となるが厚生労働省が2004年（平成16年）
2月に発表した「大規模製造業における安全管理体制等に係る自
主点検」によると総括安全衛生管理者の見解において、OSHMS
を運用、構築中、あるいは、設備・作業のリスク評価を実施してい
る事業場は、これらの取り組みを実施していない事業場に比べ
て、災害発生率（年千人率）が3割以上低いという結果が出ている

（図９）。
ＯＳＨＭＳを構築中の事業所、リスク評価の実施のみの事業所

であっても効果が出ていることからＯＳＨＭＳの仕組みを活用す
ることが労働災害の減少には有効であると考える。

ここで、厚生労働省OSHMS指針に基づき、OSHMSのフロー
をＰＤＣＡサイクルとして図10に示す。

さらに、OSHMSの仕組みを活用することにより、高年齢労働
者の労働災害を減少させるために、特に重要な条項に絞って説
明する（次頁表４）。

【図９】ＯＳＨＭＳに関する活動の有無による災害発生率の比較
（出典：厚生労働省「大規模製造業における安全管理体制等に係る自主点検」
（平成16年2月）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図10】ＯＳＨＭＳのフロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

(1) 安全衛生方針の表明 （第 5 条）

(2) 安全衛生目標の設定 （第 11 条）

(6) 体制の整備 ・ 責任権限の明確化等 （第 7 条）

(7) 明文化 （第 8 条）

(8) 記録 （第 9 条）

(9) 安全衛生計画の実施 （第 13 条）

(10) 緊急事態への対応 （被害を最小限に食い止める措置）（第 14 条）

(11) 労働災害発生原因の調査 （第 16 条）

(12) 日常的な点検 ・ 改善等 （第 15 条）

(13) システム監査 （第 17 条）

(14) 労働安全衛生マネジメントシステムの見直し （第 18 条）
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リスクの低減対策の樹立

(5) 労働者の意見の反映 （第 6 条）（安全衛生委員会の活用）

(4) 安全衛生計画の作成 （第 12 条）
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労働災害

参考文献・資料等

1）厚生労働省「労働災害発生状況（平成31年）」令和2年5月
2）厚生労働省「第13次労働災害防止計画(2018年度～2022年度)」平成30

年3月
3）総務省統計局「労働力調査（基本集計）」令和2年5月
4）厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」

令和2年3月16日
5）中央労働災害防止協会「エイジアクション100」2018年6月
6）中央労働災害防止協会

「生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康確保のた
めの職場改善に向けて」2018年6月

7）厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」平成11
年4月30日

8）中央労働災害防止協会
「厚生労働省 改正 労働安全衛生マネジメント指針 説明会 テキスト」
2019年7月

注）

１）高年齢労働者の定義について確立されたものはないが、本稿では50歳以上とし
て記事を作成した

６ 高年齢労働者が働きやすい
職場環境を目指して

少子高齢化が進行することにより、今後、高い知識・技能を持
つ経験豊富な高年齢労働者が求められ増加することになる。高
年齢労働者の労働災害防止を目的として、厚生労働省による「高
年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（基安発
0316 第1号）が2020年（令和2年）3月16日に策定されているよう
に高年齢労働者の労働災害防止は喫緊の課題である。

高年齢労働者の労働災害防止のため、本稿の「3．加齢に伴う
身体・精神機能の状況」「4．事故の型を考慮した安全対策」を職
場環境の改善取組の参考にしていただきたい。

また、OSHMSの仕組みを活用した取り組みとすることにより
PDCAを継続的に回し、安全衛生の水準アップを図ることが強く
望まれ、本稿「5．労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）
の仕組み活用」を取り組みの参考にしていただきたい。

高年齢労働者にとって働きやすい職場環境はすべての労働者
にとって働きやすい職場環境につながる。高年齢労働者が働きや
すい職場環境づくりのため本稿が一助となることを望みたい。

　
以上

（出典：中央労働災害防止協会「厚生労働省 改正 労働安全衛生マネジメント指針 説明会 テキスト」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

【表４】ＯＳＨＭＳの仕組みの概要説明と高年齢労働者に配慮した活用ポイント

条文 概要説明 　高年齢労働者に配慮した活用ポイント
(1)安全衛生方針の表明
（第5条）

◦労働災害防止のためには、まず組織として経営
トップが安全衛生に対する姿勢を明確にする

◦「年齢にかかわらず健康に安心して働ける」等の表現を盛り込む

(2)危険性又は有害性等の調査
（リスクアセスメント）及び
実施事項の決定（第10条）

◦労働安全衛生法第28条の2第2項に基づいた指
針に従ってリスクアセスメントを実施する

◦高年齢労働者の身体機能の低下等を踏まえてリスクアセスメントを実施する
◦ハード対策（設備対策などの職場環境の改善）を優先して取り組んだ上で、 

ソフト対策（作業管理の改善）にも取り組む
(3)安全衛生目標の設定
（第11条）

(4)安全衛生計画の作成
（第12条）

◦安全衛生活動により達成したい到達点を明確に
した具体的な実施目標やその目標を実現させる
ための計画を設定作成する

◦高年齢労働者が働くエリアで、リスクアセスメントによる設備対策の実施件数
を目標とするなど、高年齢労働者に関する具体的数値目標を掲げる

◦高年齢労働者がマンネリ感を感じにくくするために、目標設定期間を1週間、 
1カ月の短期間とし、達成感を感じやすくする

(5)労働者の意見の反映
（第6条）

◦安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実
施、評価及び改善に当たっては労働者の意見を
反映する手順を定め、その手順に従って労働者
の意見を反映する

◦高齢者労働災害防止対策について、労働者の意見を聴く機会や、労使で話し
合う機会を設ける

◦安全衛生委員会等のメンバーに高年齢労働者を加える

(6)体制の整備・責任権限の
明確化等（第7条）

◦組織的に運用するため階層ごとの役割、責任、 
権限を定め、更にシステム各級管理者を指名し
人材及び予算を確保しＯＳＨＭＳの教育をする

◦高齢者労働災害防止対策に取り組む組織や担当者を指定する

(9)安全衛生計画の実施
（第13条）

◦安全衛生計画を適切かつ継続的に実施する手順
を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生
計画を適切かつ継続的に実施する

◦作業手順書の作成については写真等を用いて見やすく分かりやすいものとす
る

◦安全衛生教育は、内容を失念していないか等、丁寧に理解度を確認しながら
進める

(12)日常的な点検・改善等
（第15条）

(13)システム監査（第17条）
(14)ＯＳＨＭＳの見直し

（第18条）

◦安全衛生目標は着実に達成されつつあるかどう
か等について点検を行う必要がある

◦システム監査は、システムに従って行う措置が適
切に実施されているかどうかについて、文書、記
録等の調査、システム各級管理者との面談、作業
場等の視察等により評価する

◦システム監査の結果を踏まえ、ＯＳＨＭＳの全般的
な見直しを行う必要がある

◦高年齢労働者に関して設定した目標の達成度合いを定期的に点検・確認する
◦高齢者労働災害防止対策に取り組む組織や担当者と面談し評価したうえで、

必要に応じて追加の改善策を講じる。特にシステム監査においては、高年齢
労働者対策の実施状況や結果等を確認するようにする

◦日常的な点検、システム監査の結果を踏まえ、次年度のＯＳＨＭＳの見直し内容
（特に高年齢労働者に関する事項）を現場にフィードバックする
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要旨
▪認知症の症状を「障害されている部位」「性格」「環境」の三つの要因に切り分けることによって、支援の方向性が見え

やすくなる。
▪若年性認知症の疫学的な特徴は、1万人規模の事業所において5人前後の被用者・使用者が発症する可能性があるこ

と、年齢層の高い被用者・使用者が多く従業している事業所に有病者が現れる可能性が高いことである。
▪若年性認知症には、現役世代に特有の社会経済的な自立の問題がある。就労の維持が、社会保障制度・社会政策で

は行き届かない支援の隙間を埋める役割を担っていることなどが特徴として挙げられる。
▪若年性認知症の支援は、若年性認知症支援コーディネーターをカウンターパートとして、外部の専門機関を適切なとき

に適切に利用できる体制を構築することが望ましい。

事業所からはじめる
若年性認知症支援
認知症対策の新潮流⑤

基礎研究レポート

 認知症について理解する注1)注2)1

認知症に関する講座の講師を15年近く務めていると、認知症
に関する知識が広く浸透してきたことを実感する。加齢による
もの忘れと認知症によるもの忘れの違いを見分ける認知症ク
イズを行うと、かつては多くの受講者が誤答していたが、いまは
大半の受講者が正答する。しかし、知識本位の認知症理解には
弊害もある。例えば、受講者から「『〇〇〇型認知症』という病
名がついているのに、×××の症状がないのはなぜでしょうか」と
いう質問を受けることがある。

まず、おさえておきたい点は、認知症とは認知機能の障害に
よって生活に支障が現れる状態を表す用語であり、病気の原因
に対する分類名ではないことである。『〇〇〇型認知症』という
名称は、認知症の原因疾患を知り、それにともなう症状を見立
てる上で有用である。しかし、症状は、脳の障害部位に依存して
現れるため、原因疾患によって一意に症状が決まるわけではな
い。一例としてアルツハイマー型認知症を挙げると、障害される
脳の部位に特徴的なパターンが見られ、そのため、記憶障害や

視空間機能障害など、アルツハイマー型認知症に特有の症状
が現れる。しかし、非典型的な症候も全体の6-17%を占めると
され、記憶障害は目立たず、視空間機能障害や言語障害のみが
目立つ場合もある2）。

さらに、原因疾患に由来する症状と本人の性格・環境が相
互作用することによって現れる行動・心理症状もある。例えば、
アルツハイマー型認知症の症状としてよく見られる過度のもの
忘れや失敗が現れるようになったとき、他者に委ねたり、弱み
を見せられる性格であれば、謙虚に自分の非を認めるかもし
れないが、恥や体面を重んじたり、持っているものを手放すこ
とが苦手な性格だと、自分を守るために攻撃的になったり、逆
に、内に閉じこもって抑うつ的になるかもしれない。同様に、も
の忘れや失敗に対する上職・同僚・部下の態度が、本人の心理
や行動に影響を与える環境要因になる可能性もある。例えば、
個人の失敗を咎めるよりも業務の改善に活かす職場であれば、
本人と上職・同僚・部下のあいだに補い合う関係が形成される
ので、職場環境が本人に与える精神的な負荷は大きくなりにく
い。しかし、失敗の原因を個人に帰属させ、責任を問う職場で
あれば、本人は自分を守るために攻撃的になったり、逆に、内に 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム 非常勤研究員
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閉じこもって抑うつ的になる可能性がある。
『〇〇〇型認知症』という分類名に基づいて本人の症状を

無分別に理解した気になると、目の前で起こっている事象を見
落とすだけでなく、その原因・理由を誤解する可能性さえある。 
そこで、本人の症状を理解する上で役立つのは、「障害されてい
る部位」「性格」「環境」の三つの要因に切り分ける視点である。
また、三つの要因に切り分けることによって、支援の方向性も見
えやすくなる。

若年性認知症の疫学的な特徴２

2020年7月に実施された、全国12地域を対象とした若年性認
知症の有病率・生活実態調査注3）から、わが国の若年性認知症
の有病率が、18歳〜64歳人口10万人当たり50.9人であると推
計された3）4）。若年性認知症の定義は、この推計値を算出する
ために実施した調査においては表1のとおりである。筆者が担
当した東京都調査によれば5）、医療機関・福祉事業所等の年齢
階級別受診・利用者数は、50歳代が29.0%、60-64歳が58.5%を 

占めている。認知症の有病率が加齢とともに上昇するという特
徴は若年層から見られるので（図1）、若年性認知症は、65歳未
満を「若年性」と分類した名称に過ぎないと見なすこともでき
る。しかし、後述するように、「若年性」特有の社会経済的な課
題が存在する。なぜなら、発症年齢が65歳より前か後かで、社
会経済的な影響がまったく違ってくるためである。

はじめに、本稿に関連する疫学的に重要な事項を挙げると、
次の2点がある。第一に、1万人規模の事業所において5人前後
の被用者・使用者が若年性認知症を発症する可能性があるこ
と、第二に、50歳代以上の被用者・使用者が多く従業している
事業所において、若年性認知症が現れる可能性が高いことで
ある。

次に、若年性認知症の特徴を見ていくことにする。東京都調
査によれば、認知症の症状に最初に気づいた人として、調査
対象者の30％以上が「本人」「配偶者」を挙げる一方、12.5%が

「職場の仲間・上司」を挙げている（図2）。最初に気づいた症
状は、調査対象者の57.5％が「もの忘れが多くなった」、42.5%が

「職場などでミスが多くなった」を挙げている（図3）。例えば、 
「最近、調子が悪そうですけど、大丈夫ですか」と複数の取引先
から言われたという事例がある。気づくのは職場の上職・同僚・

【表１】若年性認知症の定義

【図１】年齢階級別受診・利用者数（n=248）
（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関
する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）

【図2】最初に気づいた人（複数回答、n=40）
（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関
する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）

【図3】最初に気づいた症状（複数回答、n=40）
（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関
する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）
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1.発症が65歳未満。
2.記憶力の低下、または、その他の認知機能障害がある。
3.以前と比べて、仕事、家事、金銭管理、身辺整理、対人関

係などの日常生活や社会生活などが困難になり、家族な
どの援助が必要である。

4.知的障害、自閉症などではない。

（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関
する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）
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部下だけではなく、業務でつながりのある事業所外の人の場合
もある。また、上職が、打ち合わせで取引先と合意したことを次
の打ち合わせのときにすっかり忘れていて、部下が取り繕うこと
が頻発して、本人が自分の異常を自覚するという場合もある。
秘書や部下にそのつもりがないのに、彼らにバカにされている
と言って腹を立てていた役員などの例もある。本人におかしく
なりつつあるという自覚はあるものの、そのことを認めたくない
という思いが強くあり、それが被害者意識というかたちになっ
て現れている様子がうかがわれる。職場の上職・同僚・部下か
ら配偶者に問い合わせがあり、そこであらためて配偶者が本人
の異常に気づくという例もある。家庭よりも勤務先にいる時間
の方が長ければ、配偶者よりも上職・同僚・部下の方が本人の
異常に気づきやすい場合がある。

同様に、東京都調査によれば、発症時の職場の配慮につい
て、調査対象者の28.6%が「配慮がなかった」と回答し、「産業医
の診察を勧められた」のは4.8%に過ぎない（図4）。職場におけ
る対応を検討する上で、診断は不可欠である。従って、認知症
が疑われたら、産業医等を経由して認知症専門医療機関につ
なげ、診断に至ることがなによりも重要である。

若年性認知症の社会経済的な課題３

65歳未満で発症することに伴う社会経済的な課題は、3点
ある。

第一点は、社会経済的な自立など、現役世代に特有の生活
課題が存在することである。東京都調査によれば、家族に関し
て困っていることのなかで、調査対象者の40.0%が「今後の生
活や将来の経済状態」を不安と「いつも思う」と回答し、25.0%
が「子どもの進学・就職・結婚」を不安と「いつも思う」と回答し
ている（図5）。主たる生計者が認知症になると、配偶者が住宅
ローンの返済、子どもの養育費・教育費の確保などを背負って
働かなければならなくなる。しかし、年齢的には、子育てと親の
介護が重なるダブルケアの上に、本人の見守りが加わるトリ
プルケアの状況も起こりうる。そうなると、たとえ公私の制度・
サービスを駆使しても配偶者が心身ともに疲弊することにな
り、家族というシステムが崩壊する可能性さえある。こうした状
況において、事業所が本人の就労の維持に努めることは、社会
保障制度や社会政策では行き届かない支援の隙間を埋める
役割を、事業所が担っているともいえる。とはいえ、限られた人
員体制で業務を遂行しなければならない状況に加え、本人の
見守り・付き添いという新たな負担が加わることは5）、事業所に
とって様々な難しさがある。そこで、職場が就労を支援する上で
役立つのが、障害者雇用促進法に基づく就労支援の制度の活
用であり、その際に課題となるのが、障害者職業センター等と
の連携である注4）。

第二点は、アルツハイマー型認知症等が進行性の変性疾患
であることに関連する。四大認知症のうち、血管性認知症を
除くアルツハイマー型認知症・前頭側頭型認知症・レビー小
体型認知症の特徴は、進行性の神経の変性・細胞死をともな
い、精神症状が進行することにある。具体的には、就労のあい
だにも認知機能の低下が進行し、できたことができなくなり、 

【図4】発症時の職場の配慮（複数回答、n=21）
（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関
する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）

【図5】家族に関して困っていること（複数回答、n=40）
（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）
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ゆくゆくは退職になる可能性が高い。実際、東京都調査によれ
ば、本人に関して困っていることのなかで、調査対象者の47.5%
が「認知症の症状が進行している」と「いつも思う」と回答して
いる（図6）。職場に在籍している段階から、つねに先々のことを
想定しながら支援を講じていく必要があり、そのためには、本
人を俯瞰（ふかん）する立場で、発症時から症状の進行に応じ
て適切な支援を判断する専門職の存在が望ましい。そこで、各
都道府県は若年性認知症支援コーディネーターを配置してい
る注5）注6）。東京都調査によれば、若年性認知症総合支援セン
ター（若年性認知症支援コーディネーターの配置された東京
都の機関）の利用状況について、病院の90.0%が同センター
を知らないと回答している（図7）。事業所等が本人の症状に
配慮した就労の場を提供する上で、若年性認知症支援コー
ディネーターをカウンターパートとした支援の連携体制の構
築が欠かせない。そして、支援の円滑な連携のためには若年
性認知症支援コーディネーターの周知も課題となる。

第三点は、認知症=介護保険という一般的な図式が、若年
性認知症の場合にかえって足かせになりかねないことである。
40歳以降に発症した認知症は、介護保険制度の特定疾病に
位置付けられているため（初老期認知症）、65歳未満であって
も介護保険サービスが利用可能である。しかし、介護保険制
度は、加齢による心身の変化に起因する疾病等が理由となっ
て要介護状態になった者を支援する制度である注7）。東京都調
査によれば、本人に関して困っていることのなかで、調査対象
者の30.0%は「高齢者が多いデイサービス等に行きたくない」
と「いつも思う」と回答し、27.5%が「社会参加の場が少なくつ
ながりが薄い」と「いつも思う」と回答している。介護保険制度
が想定する“加齢による心身の変化”に対応したデイサービス
と、若年性認知症が求める“社会参加”の場には、明らかにミス
マッチがある。むしろ、若年性認知症の場合、ある程度まで進行
するまでは、法の基本理念に社会参加の機会が位置付けられ
ている障害者総合支援法の方が注8）、若年性認知症の支援に 

【図6】本人に関して困っていること（複数回答、n=40）
（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）

【図7】若年性認知症総合支援センターの利用状況（n=107）
（出典：東京都健康長寿医療センター研究所「若年性認知症の生活実態に関する調査報告書」（2018年度）を基に筆者作成）
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向いている。症状の進行と本人の意向にあわせて、障害福祉
サービス（障害者総合支援法）と介護保険サービス（介護保険
法）を適切に使い分けることが、若年性認知症支援の課題の一
つである注9）。

また、診断後に地域包括支援センターにつながっても、地域
包括支援センターの職員に障害福祉サービスの知識・発想が
ないために、介護保険サービスが必要になったら来て欲しいと
言われて帰されてしまう場合がある。地域包括支援センターが
その後の状況を把握せず、本人・家族の方もどのような状況に
なったら介護保険サービスが利用可能なのかということがわか
らず、生活が破綻しかかってから介護保険サービスの利用に至
る例もある。このように、早期受診・早期発見がかえって仇にな
るという問題も起きている。

若年性認知症への対応（構想）４

若年性認知症の有病率は1万人に5人前後であり、極めてま
れである。そのため、若年性認知症の支援を内製化するのでは
なく、外部の専門機関と適切なときに無理なく連携できる仕組
みを構築することが望ましい。また、アルツハイマー型認知症等
の進行性の認知症の場合は、全体を俯瞰し、症状の変化を先
読みしながら支援策を講じていく必要がある。そのため、若年
性認知症支援コーディネーターをカウンターパートとした支援
の連携体制を構築することが望まれる。

以下、若年性認知症の特徴を踏まえた職場における支援の
あり方を提案する（図8）。
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【図8】若年性認知症への対応の流れ（構想）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆者作成）
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⑴認知症が疑われる段階

若年性認知症が疑われる被用者・使用者が現れた場合、ま
ず、目指さなければいけないのが、確実に診断につなげること
である。50人以上の事業所の場合、産業医の配置が義務づけ
られている。そこで、まず、産業医が面談し、認知症の可能性
を疑ったら認知症疾患医療センター等の認知症専門医療機
関につなげることが望まれる。50人未満の事業所の場合、衛
生推進者・安全衛生推進者が窓口となり、加入する協会けん
ぽ等の健康相談につなぎ、そこで認知症の可能性が疑われた
ら、認知症疾患医療センター等の認知症専門医療機関につ
なげることを提案する。50人未満の事業所の場合、本人等が
直接、加入する協会けんぽ等の健康相談に連絡したり、直接、
認知症専門医療機関に連絡する流れも想定される。しかし、
事業所として組織的に対応するためには情報の集約が重要に
なるので、被用者・使用者の健康管理を担当する衛生推進者・
安全衛生推進者が窓口となることが望ましいと考える。また、
協会けんぽ等の健康相談を介して受診につなげた方が、認知
症でないにもかかわらず認知症専門医療機関を受診する間
違いをなくせるだけでなく、認知症が疑われる場合も、専門職
が本人の受診を動機づけることが可能になる。ただし、どのよ
うな対応を図るにせよ、本人同意は必要である。

また、この段階で若年性認知症支援コーディネーターとつな
がることも役立つはずである。認知症専門医療機関の紹介や
受診に至るコツなど、産業医や協会けんぽ等の健康相談では
得られにくい情報を入手できる可能性がある。

本人の状況を家族と共有することも、大切な点である。本
人が認知症の症状のために職場で混乱していることを家族が
知っていれば、本人が職場における混乱を引きずって、家でイラ
イラしたり、職場に対する不満を聞かされても、本人のストレス
を受け止めやすくなる。また、家庭生活におけるストレスが、職
場での行動に悪影響を及ぼす可能性もある。このように、職場
と家庭のストレスが相互に影響しあい、悪循環に陥る可能性が
あるので、職場と同様、家庭に対しても環境調整を働きかけるこ
とが重要となる。

⑵診断の段階

受診の際は、家族の同伴が想定されるが、職場の様子も診断
に役立つため、可能であれば上職・同僚・部下等の同行も勧め
られる。医師からの情報提供は、職場における対応の参考にも
なる。

診断の段階でしばしば問題になるのは、医師が診断と経過
観察だけを行い、診断後に適切な支援につながらない期間（空
白の期間）が生じることである。そこで、医師もしくは看護師・
医療ソーシャルワーカーから提供される情報を勤務先の人
事担当者等だけでなく、若年性認知症支援コーディネーター
とも共有することが課題になる。職場定着支援・自立支援医
療・傷病手当金・障害年金・障害等級の認定等、症状の変化に 

応じて適切な方策を講じていくためには、若年性認知症支援
コーディネーターが全体を俯瞰し、支援をマネジメントするこ
とが理想である。

また、診断の際に問題になるのは、医師の告知により本人・
家族がこころに傷を負ったり、認知症という診断を受け止めき
れない状況が起きることである。ＥＡＰ（従業員支援プログラ
ム）等の心理的な支援プログラムを提供可能な場合は、こうし
た心理的な支援を講じることが望まれる。もし、提供できるプロ
グラムがない場合でも、組合健保・協会けんぽ・共済組合等の
健康相談等を通じてカウンセリングという手段があることを紹
介することが望まれる。そのためには、組合健保・協会けんぽ・
共済組合等に対して、こうした役割を担うことへの理解を求め
ておく必要がある。

⑶就労を継続する段階

若年性認知症の就労継続のためには、認知機能の低下にあ
わせて、適宜、職場・家庭の環境調整を図っていく必要があり、
専門職の支援が欠かせない。そこで、障害者雇用のための支援
制度が役立つ。以下は、障害者手帳の有無にかかわらず、利用
可能である。

就労継続の支援に使える仕組みとして、地域障害者職業セ
ンター等が派遣するジョブコーチ（職場適応援助者）の制度
がある注10）。ジョブコーチは職場内の支援体制の整備を図り、
本人の職場定着を図ることを目的とし、支援期間は1カ月-8
カ月である。ジョブコーチには、事業主・上職・同僚・部下・家
族に対し、本人との関わり方や、本人にとって望ましい就労環
境を整えるための助言を行ったり、本人に対し職務・コミュニ
ケーション・生活リズム等の支援を行うなどの役割がある。ま
た、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う機関として、
障害者就業・生活支援センターがある。障害者就業・生活支
援センターは、職場訪問だけでなく、家庭訪問等も実施するこ
とが特徴である注11）。

就労を継続する段階においても、若年性認知症支援コーディ
ネーターをカウンターパートとして支援策を講じる。若年性認
知症支援コーディネーターが全体を俯瞰し、支援をマネジメン
トすることによって、就労の継続が難しくなったり、退職が見え
てきたころから障害福祉サービスとの併用等の検討がはじめら
れる。退職の前後から無理なく障害福祉サービスへの移行を図
るなど、症状の進行に応じたシームレスな支援が可能になる。

以上の構想は、関係する機関等との新たな連携・協力体制
の構築が課題となる。しかし、本稿で提示した構想は、若年性
認知症だけでなく、他の精神障害・発達障害にも援用可能な仕
組みであると考える。損害保険会社等が強力な企画力・ネット
ワーク力・調整力を活かして、若年性認知症等になっても就労
と支援がシームレスにつながり、将来に向けてソフトランディン
グできる仕組みづくりや、その普及の推進役を担うことを期待
したい。
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metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/torikumi/
chousa/jakunensei/index.html>（最終アクセス2020年8月20
日）

6）牧徳彦:若年性認知症の業務上の問題に関して-症例を通して産業
医の立場から, 認知症の最新医療 vol.8, No.4, p.191-196, 2018

7）高齢・障害・求職者雇用支援機構「若年性認知症を発症した人の就
労継続のために」（2016年3月）<https://www.nivr.jeed.or.jp/
research/kyouzai/p8ocur0000000xio-att/kyouzai50.pdf>

（最終アクセス2020年8月20日）

8）認知症介護研究・研修大府センター「若年性認知症支援コーディ
ネーターのためのサポートブック」2017年3月
<https://y-ninchisyotel.net/wp-content/uploads/o_
h28jyakunenahien_book.pdf>（最終アクセス2020年8月20日）

9）東京都福祉保健局「若年性認知症ハンドブック」（2017年11月
改訂）<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
zaishien/ninchishou_navi/torikumi/manual_text/
jakunen_handbook/pdf/jakunen_handbook.pdf>（最終ア
クセス2020年8月20日）

10）認知症介護研究・研修大府センター「若年性認知症の従業員と
ともに働く」（2020年3月）<https://y-ninchisyotel.net/wp-
content/uploads/coordinator2020.pdf>（最終アクセス2020
年8月20日）

注）

1）本稿では、認知症全般に関する説明は割愛する。詳しいことは参考文献・資
料等1)を参照いただきたい

2）組織的に認知症について学ぶ機会として、「認知症サポーター養成講座」を
活用することも一案である。「認知症サポーター養成講座」は厚生労働省が
推進する事業で、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の
人やその家族に対してできる範囲で手助けする人材を養成することが目的
であるが、認知症の特徴・支援の概要を理解することに役立ち、親が認知症
になった際の備えにもなる。「認知症サポーター養成講座」は職域団体等の
学習会等として開催することができ、事業所のある自治体の窓口が問い合
わせ先になる<http://www.caravanmate.com/office/>（最終アクセ
ス2020年8月20日）

3）国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の助成のもと、東京都
健康長寿医療センター研究所（研究開発代表者粟田主一）が中心となり、
全国12地域を対象に、若年性認知症の有病率・生活実態調査が行われた
<https://www.tmghig.jp/research/AMED-research/index.html>

（最終アクセス2020年8月20日）
4）職場における若年性認知症の就労支援に関しては、参考文献・資料等

7)8)9)が詳しい
5）若年性認知症支援コーディネーターが行う主な相談支援業務は、下記の五

つである
▼医療機関とのコーディネート
▼就労支援のコーディネート
▼社会保障(経済的な援助)のコーディネート
▼地域の社会資源・サービスの受給に関するコーディネート
▼本人と家族の不安に関するコーディネート
出典：東京都若年性認知症総合支援センター<http://www.ikiikifukushi.
jp/sougou-shien/>（最終アクセス2020年8月20日）

6）職場に対する若年性認知症支援コーディネーターの役割の全体像は、参考
文献・資料等10)が参考になる

7）介護保険法（令和二年四月一日改正）
第一条（目的）　この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並び
に看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者
が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るよう、...（中略）...介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要
な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを
目的とする

8）障害者総合支援法（令和二年四月一日改正）
第一条の二（基本理念）　障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営
むための支援は、...（中略）...全ての障害者及び障害児が可能な限りその身
近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けら
れることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活する
かについての選択の機会が確保され...（中略）...ることを旨として、総合的か
つ計画的に行わなければならない

9）ただし、障害福祉サービス事業者は、認知症支援の経験に乏しいため、若
年性認知症の支援に消極的になりがちであり、障害福祉サービス事業所に
も支援の場を拡げることが課題である。そのため、東京都と東京都健康長
寿医療センター研究所は、「若年性認知症の本人の通いの場をつくるガイド
ブック　事業所における実践ポイント」（2020年3月）を作成した<https://
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_
navi/torikumi/manual_text/jakunen_guidebook/pdf/jakunen_
guidebook.pdf>（最終アクセス2020年8月20日）

10）ジョブコーチ
障害者が職場に適応できるよう、職場に出向いて直接指導を行う。ジョブ
コーチは所属により3種類ある（地域障害者職業センターに所属し訪問する
配置型・就労支援を行う障害福祉事業所に所属し訪問する訪問型・自社社員
が資格を取得する企業在籍型）。障害者に対しては、業務遂行能力やコミュ
ニケーション能力の向上支援のほか、疲労のマネジメントなどの健康管理、
職場内の人間関係構築に関する支援も行う。事業主や同僚等に対しては、
職務や職場環境の改善を助言する。家族に対しても、安定した職業生活を送
るための家族の関わり方等について助言する（参考文献・資料等8））

11）障害者就業・生活支援センター
就業およびそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、就業
支援担当者と生活支援担当者が協力して、相談や職場・家庭訪問等による
一体的な指導・相談を行う（参考文献・資料等8））

最後に、本稿の作成にあたり助言をいただいた独立行政法
人高齢･障害･求職者雇用支援機構障害者職業総合センター
の高瀬健一主任研究員、東京都健康長寿医療センター研究所
の粟田主一副所長に謝意を申し上げる。
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火災・爆発

●レバノンで大規模な爆発 死者110人以上
レバノンの首都ベイルートの港で8月４日、大規模な爆発が相次いで

起きた。レバノン政府によると、110人以上が死亡、在留邦人1人を含む
約４,000人が負傷した。日本外務省によると、現地在住の日本人1人が
爆風で割れたガラスの破片で手足に軽傷を負い、病院で治療を受けた
という。

政府は、倉庫に爆薬の原料となる硝酸アンモニウム2,750tが保管さ
れていたことを明らかにした。硝酸アンモニウムは６年間、倉庫に置か
れ、適切な管理がなされていなかった。硝酸アンモニウムに引火して
爆発を起こした可能性があり、地元消防当局が調査をしている。

港は首都中心部に位置し、約2km先には日本大使館などが並ぶ官庁
街がある。最初の爆発の1分後、2度目の爆発が起き、キノコ雲が立ちの
ぼった。自宅の損傷などで約30万人が避難した。

●飲食店で爆発が発生 1人死亡、18人重軽傷 【福島】
福島県郡山市の飲食チェーン店で7月30日爆発が発生した。店内に

いたとみられる男性1人が死亡、通行人らも巻き込まれ、19人が重軽傷
を負った。店は外壁が吹き飛んで鉄骨がむき出しとなり、周囲の広範囲
で建物の窓ガラスが割れるなどした。地元消防によると、事故直後の
建物の外観調査とその後提出された罹災証明書を基にした調査で2６5
棟の被害が確認された。

店舗の向かいにある銀行の支店では、爆発で負傷するなどした行員
2人と客2人が救急車で搬送された。爆発現場から約200ｍ南にある高
等学校でも、複数の教室で窓ガラスが割れ、ケガ人はなかったが、生
徒約20人が爆発音のショックで過呼吸などの症状を訴えた。約370ｍ
離れた幼稚園でも窓ガラスが割れた。

店は新型コロナウイルスの影響で休業中であったが、改装工事を
行って7月31日から営業を再開する予定だった。事故前日にはガスコン
ロをＩＨ調理器に交換するため急きょコンセントの増設工事を行って
いた。爆発の原因は調査中で明らかになっていないが、地元警察署で
は、調理場のガス配管の一部に爆発前にできたとみられる腐食が確認
されており、この部分からガスが漏れて店内に充満し、何らかの原因で
引火した可能性が高いとみて調べている。

事故原因は調査中の段階だが、飲食チェーンを展開する親会社と店
舗を運営する会社の2社は、被害を受けた住民らへの暫定的な補償を
目的とした被害対応基金を設立し、運用を始めている。

風水雪災・豪雨・竜巻

●7月に記録的豪雨 九州から東日本まで広範囲で被害
梅雨前線の停滞により、西日本や東日本で広範囲で豪雨となり、各地

で甚大な被害が発生した。豪雨による死者・行方不明者は全都道府県
で8６人、重軽傷者29名（8月2４日現在政府非常災害対策本部まとめ）と

なっている。球磨川が氾濫し広範囲で浸水被害が発生した熊本県では
死者・行方不明者６7人と人的被害の多くを占めている。

梅雨前線が長く停滞し、被害が広範囲に及んだことから、気象庁は今
回の豪雨を「令和2年7月豪雨」と命名し地名は限定しなかった。期間は
7月3日から31日の29日間で名前の付いた豪雨では過去最長となる。
また政府は8月25日の閣議で、九州など広い範囲に被害をもたらした
7月豪雨を含む5月15日から7月31日までの大雨を激甚災害に指定する
と正式に決定した。

熊本県人吉市など球磨川の周辺地域では、観光業や酒造（焼酎）
メーカーなど地域産業が甚大な被害を受けた。人吉商工会議所による
と、7月15日時点で、床上浸水被害を受けた事業者件数は935件、被害
総額は222億円にのぼる。県内に拠点を置く製造業には様々な影響が
出ている。豪雨で敷地内に浸水した炭素製品を製造する工場では黒
鉛化炉内に水が流れ込んで火災が発生した。また製紙工場では、豪雨
の影響で球磨川の水が濁り、製紙に必要な取水が困難になったため、
操業停止を余儀なくされた。大雨警報発令の中で従業員の安全を考慮
し、工場の稼働を一時停止した電子部品メーカーもあった。

福岡では県が管理する35河川が溢水（いっすい）するなどし、13市町
村の店舗、旅館、工場など計13４事業所で浸水を確認。うち久留米市の81
事業所、大牟田市の19事業所、朝倉市の9事業所は施設・設備に被害が
及んだ。浸水は医療機関27施設にも及び、一部機関の診療科では外来
受け付けを休止。高齢者関連６施設も浸水、崖崩れの被害に遭った。

豪雨による交通網・通信網の被害も甚大で、鉄道は九州から東海ま
での広い範囲で、9事業者13路線が被災している。累積雨量がかさんで
土砂災害の危険性もある中、道路が寸断されているため、被害の全貌
把握に時間がかかる状況が続いた。通信網にも影響が大きく、携帯電
話会社によると八代市や芦北町、球磨村など熊本県６市町村の一部地
域で携帯電話が使えないか使いづらくなり、基地局も7６局が電波を発
することができない状態が生じた。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●インド洋で大型貨物船から燃料の重油が大量流出【モーリシャス】
インド洋の島国モーリシャス南東部の沖合を航行していた大型貨

物船（船主は日本企業）が、7月25日に浅瀬で座礁、燃料の重油が大量
に流出しているのが8月６日に確認された。モーリシャス政府は同月7日
に、サンゴ礁の被害などが危機的な状況にあるとして環境上の緊急事
態宣言を発出した。

貨物船は全長約300ｍ、中国からシンガポール経由でブラジル方面
に向かう途中だった。積荷はなく、乗組員20人は全員避難して無事だっ
た。船内の燃料油約４,000tのうち、破損した燃料タンクから約1,000tの
重油などが流出し、残りの約3,000tは、ほぼ全量が回収された。国連の
衛星データ分析によると流出した油は約30キロに及ぶ海岸に漂着し
たと推定される。モーリシャス政府は8月17日までに、船主の企業や保
険組合に環境汚染の損害賠償を請求する方針を発表している。
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●旅客機が空港で着陸失敗 17人死亡【インド】
インド南部ケララ州コジコードの空港で8月7日、ドバイ発の航空機

が着陸の際に停止できず、滑走路を外れて斜面に落下、大破した。事
故当時モンスーンで激しい雨が降っており、機体は1回目で着陸でき
ず、旋回して2回目の着陸で滑走路を外れ、斜面を10メートル落下し
た。機体は二つに分断されたが、火災は発生しなかった。

乗客18４人と乗員６人の計190人のうち、パイロット2人を含む17人が
死亡し、数十人が負傷した。同機は、新型コロナウイルスのパンデミッ
クにより海外に足止めされていたインド国民を帰国させるために運航
されていた航空便の一つだった。

疾病関連

●新型コロナ 食肉工場で従業員集団感染1,500人 都市封鎖に【ドイツ】
ドイツ西部ノルトライン・ウェストファーレン州の食肉処理工場で、

従業員ら約1,500人が新型コロナウイルスに感染した。州当局は６月23
日に工場がある地域全体に外出規制（ロックダウン）を再導入すると
発表した。経済活動が再開し、正常化が進む中で集団感染が発生した
ものであり、地域全体への再規制導入は5月の全土での大規模な規制
緩和後初めてとなった。現場の工場は大手食肉会社の経営で、東欧を
中心とした外国人労働者が、宿舎で集団生活しながら働いていた。

工事中・作業中の事故

●工事中クレーンが倒れ民家を直撃、火災が発生し女児1人負傷【大
阪】
６月2６日葬儀場の建物の解体工事をしていたクレーン車が、倒れて

木造2階建ての民家の屋根を直撃した。アームがめり込んだ2階から火
が出たが間もなく消し止められた。事故当時、女児と母親が1階のリビ
ングにいて、女児が右腕に擦り傷を負った。クレーン車はコンクリート
製の杭を地中から抜く作業中で、何らかの原因でバランスを崩したと
みられる。

クレーンが倒れた際、付近の電線も切断され、電力会社によると最
大で近隣約６00世帯が停電した。事故から2日後の28日、工事を担当し
ていた土木建築工事会社は現場近くで住民説明会を開き、事故原因
については「アームを旋回中に速度を出し過ぎて、バランスを崩した可
能性がある」と説明した。

製品安全

●ベビーパウダー訴訟で州高裁が企業側に賠償命令【米国】
米国の日用品・医薬品大手企業の商品であるベビーパウダーを使用

して健康被害にあったとして被害者側から起こされた裁判で、ミズーリ
州控訴裁判所は６月23日、企業の賠償責任を認める判断を下した。賠
償金額は一審の４６億9,000万ドル（約5,000億円）から約21億ドルに減
額された。

訴訟はタルク（滑石）を原料に含むベビーパウダーに発がん性物質
アスベストが混入し、卵巣がんになったとして提訴されていた。一審
の賠償金のうち約４1億円が懲罰的賠償金だったが、今回の判決では 
この部分が1６億2,000万ドルに大幅減額された。同社は5月19日に 

米国とカナダでのタルク原料のベビーパウダーの販売中止を発表し
ている。

施設・設備安全、業務遂行上の事故

●宿泊保育中に熱中症死亡、市と施設に6,300万円賠償を命ずる地裁
判決【栃木】
認可外保育施設で201４年7月、宿泊保育中の乳児（9カ月）が熱中症

で死亡した事故で、両親が市と施設側に約1億1,４00万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決が６月3日にあった。地裁は、市と施設側に対して約
６,300万円の賠償を命じた。

判決によると、施設は201４年7月23日～2６日、乳児の下痢や発熱など
の症状を確認していたが、医師の診察を受けさせるなど必要な措置を
講じず、熱中症で死亡させた。

訴訟では、市が施設側に対し、児童福祉法に基づく指導監督権限を
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情報関連

●日系自動車メーカー サイバー攻撃で工場の操業が一時停止
日系自動車メーカーが６月8日サイバー攻撃を受け、世界の9工場で

生産が一時止まった。同日社内ネットワークに障害が発生し、午前から
社内のファイルサーバーにアクセスできなくなり、メールも送受信でき
ない事態となった。工場で出荷前の完成車を検査するシステムにも影
響が生じ、国内工場からの完成車の出荷を一時見合わせた。国内工場
はその後復旧したが、海外の工場では、生産・出荷への影響が続き、米
国、トルコ、インド、ブラジルの工場の一部が翌9日も操業を停止した。
社内調査によりシステム障害は外部からのサイバー攻撃が原因である
ことが明らかになった。情報の流出は確認されていないという。　

復旧が遅れていた米オハイオ州の工場が11日に復旧し、世界各地の
工場すべてで復旧が完了した。



R M F O C U S   R M F O C U S   

Information

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

多賀 努（たが つとむ）
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム 非常勤研究員

【資格】
社会福祉士・精神保健福祉士・技術士

【専門分野】
高齢者福祉

【略歴】
1991年 慶應義塾大学社会学研究科修了（社会学修士）
2002年 東京都立大学社会科学研究科修了（社会福祉学修士）
1992-2010年 （株）ポリテック・エイディディ主任研究員
2010-2013年 （株）ＩＢＣコミュニケーションズ代表取締役
2013-2018年 早稲田大学准教授（人間科学学術院）

【研究活動】
自主的に認知症予防を実践しているグループの活動継続の要因の研
究、介護保険のケアプランに関する自己決定のしかたの類型化の研
究、ケアマネジャーのケアプランの作成のしかたの類型化の研究、介
護保険サービス事業所の職員の離職をゼロにする研究、若年性認知
症の生活実態・居場所づくりの研究などを行っている。

【社会活動】
認知症に強い脳をつくるためのfacebook・麻雀プログラムを、自治体や
修道女会などにおいて企画・実施している。また、認知症になりにくい生
活習慣を市民主体で拡げるためのボランティア養成講座を自治体にお
いて企画・運営している。

中小企業の防災マニュアルとＢＣＰ[新版]

本書は2018年度発刊の「中小企業の防災マニュアル」に新型コロナウイルス感染症に関する
コラム、Ｑ＆Ａを追加して再編集したものであり、中小企業のみならず大企業の防災やBCPに
ついて幅広く解説しています。
企業の経営層やリスクマネジメント担当部門、リスクマネジメントに関心のある読者であれば
業種・役職を問わず参考となる内容です。
大地震、台風、感染症のまん延…不測の事態に備える事業継続計画（BCP）を策定するための

ポイントがわかります！  

感染症BCP（事業継続計画）作成支援ツールをリリース

MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上火災保険
株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、MS&AD
インターリスク総研株式会社は、中堅・中小企業向けに「感染症BCP
（事業継続計画）作成支援ツール」を開発・リリースしました。新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大による企業・組織への影響が長期化
しており、感染症に対応するBCPの策定が企業にとっての喫緊の課
題となっている中、自然災害に比べてBCP策定率が低い感染症BCP
作成を後押しします。
今回開発したBCP作成支援ツールは、新型コロナウイルス感染症

に限らず、感染症全般を想定した中で、中堅・中小企業のBCPに求め
られる基本的事項をパッケージ化したツールとなっており、業種を問
わず幅広い中堅・中小企業に活用いただけるツールとなっています。

発　  行  　所 ：労働調査会
編　　　　  著：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
価　　　　  格 ：1,980円（税込）
出 版 年 月 日 ：2020年7月31日
購入（入手）方法 ：最寄りの書店もしくは労働調査会ＨＰにてご購入ください。
I S B N 番 号 ：978‒4‒86319‒798‒5 C2034

発　  行  　所 ：労働調査会
編　　　　  著：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
価　　　　  格 ：1,980円（税込）
出 版 年 月 日 ：2020年7月31日
購入（入手）方法 ：最寄りの書店もしくは労働調査会ＨＰにてご購入ください。
I S B N 番 号 ：978‒4‒86319‒798‒5 C2034

第1章　職場での災害発生に備える 
第2章　被災時の対応   
第3章　復旧活動のポイント  

第4章　ＢＣＰ（事業継続計画）の基本 
第5章　被災時の人事労務・税務問題Ｑ＆Ａ

内容（目次）

RMFOCUS（第75号）／2020年10月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　      営業推進部
発行者／田村 直義
編集長／奥村 洋

【照会先】〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105
ワテラスアネックス
TEL ： 03-5296-8911（代表）／FAX ： 03-5296-8940 
https://www.irric.co.jp/

（無断転載はお断りいたします）

また、同ツールは三井住友海上火災保険株式会社とあいおいニッセイ
同和損害保険株式会社の代理店が無料提供します。
BCP作成支援ツールは、「感染症対応マニュアルBCPひな形（本
編）」と「感染症対応マニュアル（様式集）」、「解説書（作成の手引き）」
の3点セットとなっており、解説書を基にひな形を埋めることで、感染
症BCPにおいて最低限必要な対応項目を網羅することが可能となっ
ています。中堅・中小企業がBCPを策定しない理由の上位に挙げら
れる「人手不足／ノウハウ不足」の課題を解決し、「作成の容易さ」を
追求するツールとして、この度開発・リリースしました。
企業として新型コロナウイルス感染症を乗り越えるため、そして

まだ見ぬ新たな感染症の襲来に備えるため、ぜひ感染症BCP作成
支援ツールをご活用ください。 

感染症BCP作成支援ツールの構成

BCPひな形

解説書 ひな形を使用して、BCPを完成させる解説書

②感染症対応マニュアル（様式集） 主に緊急時に試用する様式を別冊にまとめたもの

③作成の手引き

①感染症対応マニュアル
　BCPひな形（本編）

感染症を想定した緊急時対応、平常時対応等について
企業が準備すべきマニュアル（BCPのひな形）
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MS&ADインシュアランス グループがご提供するリスクマネジメント情報誌

レジリエントでサステナブルな社会をめざして

With/Postコロナ時代のSDGs経営を考える

気候変動シナリオに基づく物理的リスク評価手法の開発

年間シリーズ

■新しい食品表示制度に対応した適正な食品表示を実現するための
実務上のポイント

■高年齢労働者の労働災害防止対策
 ～労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭＳ）の仕組み活用～

基礎研究レポート基礎研究レポート

01551 8,400 2020.10（新）318

介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症を対象とした
業務継続計画作成のポイント
～通所介護事業所における感染疑い利用者発生事例を踏まえて～

新型コロナ

COVID-19がもたらしたサプライチェーン再構築の機運

事業所からはじめる若年性認知症支援
～認知症対策の新潮流⑤～

※バックナンバー
　はこちら
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