
 

 

 

 

 

 

感染症対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 歩 

放課後等デイサービス からふる古河 

 

 

 



1. 総則 

からふる古河（以下「施設」という）は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供

する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品の管理を

適正に行い、当施設において感染症が発生・蔓延しないように必要な措置を講ずるための指針を定

め、利用者の安全確保を図ることとする。 

 

2. 平常時の衛生管理 

（1） 施設内の衛生管理 

 環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等について、次の通り定める。 

 

ア 環境の整備 

施設内の環境の清潔を保つため、以下の事項について徹底する。 

 

（ア） 整理整頓を心がけ、こまめに清掃を行うこと。 

（イ） 清掃については、床を含め、1 日 1 回湿式清掃、アルコールによる消毒をし、乾燥

させること。 

（ウ） 使用した布巾・雑巾は、こまめに洗浄、乾燥させること。 

（エ） 床に目視しうる血液、分泌物、排泄物などが付着しているときは、手袋を着用し、

0.1％の次亜塩素酸ナトリウム溶液で清拭後、湿式清掃して乾燥させること。 

（オ） トイレなど、利用者が触れた設備は、0.02％の次亜塩素酸ナトリウム溶液で清拭

し、消毒を行うこと。 

（カ） おもちゃは週に 1 回程度、消毒を行うこと。 

       おもちゃの消毒は、水洗いした後、0.02％次亜塩素酸ナトリウム溶液に 10 分浸し、乾燥

させる。口に入れるおもちゃは、使用ごとに洗浄、消毒すること。 

 

   イ 排泄物の処理 

      以下の 2 点を徹底すること。※詳しい処理方法は『汚物の処理』を参照。 

（ア） 利用者の排泄物・吐しゃ物を処理する際には、手袋やマスク、使い捨てガウンをし、汚

染場所及びその周囲を、0.5％の次亜塩素酸ナトリウムで清拭し消毒すること。 

（イ） 処理後は十分な手洗いや手指の消毒を行うこと。 

 

   ウ 血液・体液の処理 

      利用者の血液など体液の取り扱いについては、以下の事項を徹底すること。 

（ア） 血液等の汚染物が付着している場合は、手袋を着用してまず清拭除去した上で、適切

な消毒液を用いて清拭消毒すること。なお、清拭消毒前に、まず汚染病原体量を極力

減少させておくことが清拭消毒の効果を高めることになるので注意すること。 

（イ） 化膿した患部に使ったガーゼなどは、他のごみと別のビニール袋に密封して、直接触

れないように感染性廃棄物とし、分別処理をすること。 

（ウ） 手袋、帽子、ガウン、覆布などは、使い捨て製品を使用し、使用後は、ビニール袋に

密封し、可能であれば焼却処理を行うこと。 



消毒液の作り方（次亜塩素酸ナトリウムの希釈液） 

 

◎便や吐物、血液や体液が付着したものの清浄 

【0.1％次亜塩素酸ナトリウムの作り方】 

原液の濃度 希釈倍数 原液 水 

1％の場合 10 倍にする 330ml 3 ㍑ 

6％の場合 60 倍にする 50ml 3 ㍑ 

12％の場合 120 倍にする 25ml 3 ㍑ 

  

◎トイレの便座やドアノブ、手すり、床等の清浄 

【0.02％次亜塩素酸ナトリウムの作り方】 

原液の濃度 希釈倍数 原液 水 

1％の場合 50 倍にする 60ml 3 ㍑ 

6％の場合 300 倍にする 10ml 3 ㍑ 

12％の場合 600 倍にする 5ml 3 ㍑ 

 

【次亜塩素酸ナトリウム濃度】 

濃度 商品名 

1％ ミルトン、ミルクポン、ピュリファン 

5～6％ ジアノック、ハイター、ブリーチ 

6％ ピューラックス、次亜塩 6％「ヨシダ」、アサヒラック、テキサント 

10％ ピューラックス-10、ハイポライト 10、アサヒラック、アルボースキレーネ 

12％ ジアエース、アサヒラック、バイヤラックス 

    例）市販の漂白剤（塩素濃度約 5％）の場合：漂白剤のキャップ 1 杯 約 20～25ml 

                         ペットボトルのキャップ 1 杯が約 5ml 

 

（2） 感染予防のための基本的な対策 

 

ア 適切な手洗い・手指消毒 

（ア） 手洗い ：汚れがあるときは、石けんと流水で手指を洗浄すること 

（イ） 手指消毒：感染している利用者や、感染しやすい状態にある利用者のケアをすると

きは、洗浄消毒薬、擦式消毒薬で洗うこと 

 

イ 適切な防護用具の使用 

（ア） 手袋 

（イ） マスク 

（ウ） エプロン、ガウン 



 

3. 従業員の安全対策 

 

（ア） 職員は年 1 回健康診断を受診する 

（イ） インフルエンザワクチン等の予防接種をうける 

（ウ） 下痢や発熱、風邪症状をきたしたら申し出る 

（エ） 職員が感染症を羅患している場合は、感染経路の遮断のため完治までは適切な処置

を講じる 

 

4. 感染症発生時の対応 

 

（1） 感染症の発生状況の把握 

感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が発生した場合には、以下の手

順に従って報告すること。 

 

ア 職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに管理者に報告す 

ること。 

イ 管理者は、（1）について職員から報告を受けた場合、施設内の職員に必要な指示を行う

とともに、行政への報告条件に該当する時は、その受診状況と診断名、検査、治療の内

容などについて地域保健所に報告するとともに、関係機関と連携をとること。 

 

（2） 感染拡大の防止 

      感染症もしくは食中毒が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大

を防止するため速やかに以下の事項に従って対応すること。 

 

     ◎職員 

       （ア）発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染

を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。 

       （イ）医師や看護師の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行うこと。 

（ウ）医師や看護師の指示に従い、必要に応じて感染した利用者の隔離等を行うこと。 

 

◎管理者 

  協力病院や保健所に相談し、技術的な応援を依頼したり、指示をうけること。 

 

（3） 関係機関との連携 

      感染症もしくは食中毒が発生した場合は、以下の関係機関に報告して対応を相談し、指示

を仰ぐなど、緊密に連携をとること。 

 

      ◎協力病院の医師 

      ◎保健所 

      ◎地域の中核病院の感染管理担当の医師や看護師 



 

      また、必要に応じて次のような情報提供も行うこと。 

      ◎職員への周知 

      ◎家族への情報提供と状況の説明 

 

（4） 行政への報告 

ア 市町村等の担当部局への報告 

        管理者は、次のような場合、迅速に市町村等の担当部局に報告するとともに、地域保

健所にも対応を相談すること。 

 

       《報告が必要な場合》 

① 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が、1

週間以内に 2 名以上発生した場合。 

② 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が 10 名以上または全

利用者の半数以上発生した場合※ 

③ 通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と

認めた場合。 

※同一の感染症などによる患者が、ある時点において 10 名以上または全利用者の半

数以上発生した場合であって、最初の患者等が発生してからの累計の人数ではな

いことに注意する。 

 

    《報告する内容》 

① 感染症または食中毒が疑われる利用者の人数 

② 感染症または食中毒が疑われる症状 

③ 上記の利用者への対応や施設における対応状況等 

 

  イ 地域保健所への届出 

     医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者または疑い

のある者を診断した場合には、これらの報告に基づき地域保健所等への届出を行う

必要がある。 

 

5. その他 

   本指針および感染症対策に関するマニュアルは定期的に見直し、必要に応じて改正するものとす

る。 

 



 

汚物の処理 

（新聞紙） 



 

 

防犯対策マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 歩 

放課後等デイサービス からふる古河 

 



 

不審者対策マニュアル 

 

Ⅰ はじめに 

   からふる古河を利用されている利用児及び家族・職員の生命を守るために、事業所内に侵入した

不審者に即座に対応できるようにマニュアルを策定する。 

 

Ⅱ 基本的事項 

（1） 不審者への基本的対応 

職員は、不審に思う来訪者が訪れた場合は、毅然とした態度で要件等について質問を行う必要

がある。この場合、冷静沈着な態度、言葉づかいに注意するとともに、人権侵害等の行き過ぎ

やそしりを受けないよう十分注意しなければならない。相手方の返答、状況によっては立ち入

りを拒否、又は退去を求める措置を講ずる。 

① 不審者は、犯罪に関わる者から迷惑行為者に至るまで範囲が広いので、その対応は相手に応じ

た適切な方法で行う。 

② 相手の顔色、目の動き、手足の動き等に注意し相手から目をそらさない。相手の状況を冷静に

観察し、先入観にとらわれないこと。 

③ 冷静な態度、穏やかな言葉遣いを保ち、相手の挑発に乗じない。 

④ 熱意と誠意のある態度で臨み、相手を犯罪者扱いにしない。 

⑤ 可能な限り複数で対応することが望ましい。 

⑥ 不審者の状況が重大で、かつ緊急を要する場合は、速やかに SECOM 及び 110 番通報を行う。

タイミングを損なわないことが重要である。 

⑦ 不審な点が解消した場合は、速やかに質問を打ち切り、わずかな時間でも手間をおかけしたこ

とに感謝の気持ちを表す事を忘れないこと。 

 

（2） 基本的留意事項 

① 不審者を犯人扱いにせず、行き過ぎないように注意する。 

② 不審者を即、現行犯人と決めつけない。不審者は、あくまで不審者である。 

③ 呼びかけの第一声は、基本的人権侵害のそしりを受けないように注意する。 

④ 呼びかけながら相手の挙動に注意し、油断や即断はしない。 

⑤ いずれの場合も、相手の人相、身長、体格、衣類等の特徴をつかみ、メモする。 

⑥ 飲酒者等の取り扱いには工夫を凝らし、行き過ぎや怪我をさせないように十分に注意する。 

 



（3） 緊急対処の基本的要領 

① 不審者 

1）2 名以上で対応するのが基本。 

2）通報者から状況を確認する。 

   3）動向を観察しながら接近し、さりげなく声をかける。 

     「ご用件はいかがでしょうか」「誰をお訪ねですか？」等々 

   4）接近するのは 1 名。他の者は、目立たない所から状況を把握すると共に不足の事態に備え、   

必要ある時は応援に駆けつける。 

  ② 迷惑行為者 

   1）2 名以上で対応するのが基本。 

   2）観察しながら、さりげなく接近し、迷惑を被っている人（被害者）に対して声をかける。 

     「どうされましたか？」（声をかけるだけで、迷惑行為を中止する場合が殆どである）。 

   3）迷惑行為の被害者が不特定の場合は、行為者に対して毅然とした態度で注意する。 

     「ここでそのようなことをされますと、迷惑となりますので、止めてください」等々。 

 

（4） 安全確保 

① 利用児の安全確保を最優先する。 

利用児が危険に直面しているときは、当該の危険から脱出させることを第一に考える。 

② 職員自身の安全を守る。 

利用児の安全確保に加え、職員自身の身の安全の確保を行うこととする。特に職員 1 人で対

応するのではなく、複数の職員で対応するなど、日頃の防犯訓練などを通して様々な場面を想

定した上で、どのように職員間で連携が取れるのかを検討する。 

③ 危険を感じたら一刻も早く通報し、警察に連絡する。 

危険を感じたら一刻も早く SECOM と警察へ通報し、出動要請を行う。不審者の身柄の拘束

は警察に委ね、極力危険は冒さない。 

 また結果的に通報するほどの事態とはならなかった場合であっても、万が一という事もあり

得るため、通報が遅れないようにする（通報が空振りであってもかまわない）。 

 さらに危機的状況では混乱は避けられない。「多分通報しただろう」「誰かが通報しただろ

う」では手遅れとなりうるため、「重複してもかまわない。今すぐ通報しよう」と心がける。 

④ 近隣の不審者情報を日常的に収集もしくは発信していくことで地域社会と連携する。 

 不審者に備える上で、インターネット等を活用し不審者情報を確認する。 

 

Ⅲ 不審者、迷惑行為者のチェック 

（1） 不審者かどうか？（初期対応）：チェック 1 

① 正当な理由なく暴力的な言動を取っているか？。 

② 声をかける前に不審を感じるような場合は、1 人で対応せず 2 名以上で対応する。 

（2） 退去を求める！（緊急対応）：対応 1 



① 言葉や相手の態度に注意しながら相手を刺激しないように丁寧に退去するように説得す

る。時には受容的に話を聴く、相手を否定するような声掛けをしない。その際、相手に近

寄りすぎない。（最低 1～2ｍは離れること） 

② 更に危険を感じるような場合にあっては、速やかに SECOM・警察への通報を行い、緊急

出動を要請する。 

※次のような場合は不審者、迷惑行為者として即座に判断し、速やかに警察へ通報する。 

   ・正当な理由なく暴力的な言動をする。 

③ 退去したかに見えた不審者、迷惑行為者が再度侵入したり、事業所周辺に居続けたりする

可能性があるので、しばらくの間は対応した職員がその場（安全な場所）に残って様子を

見る。 

（3） 危害を加える恐れはないか？：チェック 2 

① 所持品に注意する。 

凶器（刃物、棒、銃、灯油やガソリン等の液体等）を所持していたら、直ちに警察へ通 

報する。 

※凶器を隠し持っている場合もあるので、手の動きに注意する。 

② 暴力を行使しようとしているか？ 

③ 制止を聞かず興奮状態であるか？ 

★上記の行動が見られた時には速やかに SECOM 及び警察に通報する：対応 2 

 

110 番連絡表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOM 連絡表 

 

 

 

連絡の要点  ★落ち着いてはっきりと相手に伝える 

第一声「事件です！」※緊急である事を早く知らせる！ 

① からふる古河 

② 古河市牧野地 9-4 

③ 電話番号 0280-33-7306 

④ 連絡者氏名 ○○○○です 

⑤ 概要の説明 ・いつ・どこで・なにがあったか・今どうなっている 

⑥ 不審者は、（人相・服装・逃走方向など） 

連絡の要点  ★落ち着いてはっきりと相手に伝える 

第一声「事件です！」※緊急である事を早く知らせる！ 

⑦ からふる古河 

⑧ 古河市牧野地 9-4 

⑨ 電話番号 0280-33-7306 

⑩ 連絡者氏名 ○○○○です 

⑪ 概要の説明 ・いつ・どこで・なにがあったか・今どうなっている 

⑫ 不審者は、（人相・服装・逃走方向など） 



 

（4） 利用児の安全を守る：対応 3 

利用児の安全を守るため、以下のように行動する。 

① 利用児に危害が及ぶ可能性が低い時は、その場に待機してすぐに避難できる体制をとる。 

SECOM の施錠は決して解除せず、室内には決して入れない！ 

② 室内に入られてしまう等、利用児に危害の恐れがある場合は、職員が不審者と利用児の間

に入り、身近なもので不審者と一定の距離を置きつつ、両者を引き離し、安全な場所へ避

難させる。 

  ・机、椅子、作業で使用する道具等を利用する。 

（5） 負傷者の確認・保護 

① 負傷者がいるか把握する。 

1） 全員を集合させ、負傷者がいないか確認を行う。 

2） 負傷者がいる場合は速やかに応急手当の実施、救急車の要請を行う。 

3） 怪我の状況が重いようであれば、速やかに救急車を呼ぶ。 

② 救急搬送する場合は職員が付き添う。なお、付き添った職員は、随時病院から負傷者の状

況を関係者及び事業所に連絡する。 

③ 情報を集約する。 

（6） 警察への引き渡し、状況報告、周知：対応 4 

① 警察への引き渡し 

1） 分かっている限りの情報を警察に報告する。 

2） 不審者の身柄の拘束は警察に委ね、危険は冒さないこと。 

② 利用児のご家族への報告 

・状況が収束し次第、ご家族へ報告する。 

③ 関係機関へ報告 

 ・各関係機関へ報告する。（緊急連絡先一覧参照） 

 

Ⅳ 検証課題分析 

    防犯に関する会議は、随時開催する。ただし、緊急に開催する必要がある時にはその都度、管

理者が召集する。その会議において検証課題の分析を行い、全職員に結果報告を行う。 

（1） 該当ケースを詳しく分析して、不備等がなかったか検証を行う。 

① 職員の対応での問題点 

② なぜ、負傷者が出たのか？ 

③ 今後の対応方法の見直し等 

（2） 検証にあたっては以下の防犯チェックポイントをチェックし、検証の材料とする。 

  【防犯チェックポイント】 

    □事業所内で死角になるところはないか 



    □事業所内を見渡す際、樹木などが視界を遮っていないか 

    □フェンスや窓ガラス、カギの破損はないか 

    □安全を配慮した配置になっているか 

    □防犯の情報や体制などは全職員が理解しているか 

       □不審者対応の緊急事態を想定した役割分担や連絡体制を作成し、全職員の共通認識 

にしているか 

       □警察、関係機関等や地域と情報交換、連携がとれているか 

 □事業所内敷地内の安全点検を定期的に実施しているか 

 

Ⅴ 施錠と巡回（防犯体制） 

外部からの不審者侵入防止のため、玄関や内扉は常に SECOM の施錠を行う。 

玄関での児童の出入りの際は、最短の時間でドアの開閉、移動、施錠を行うこととする。 

★施錠箇所：計 2 か所 

    ・玄関（SECOM による自動施錠：職員の持つカードでのみ開錠できる） 

    ・勝手口（鍵による施錠：鍵は 2 か所） 

  ★24 時間、常に施錠された状態とする 

 

Ⅵ 情報収集 

  

（1） 茨城県警 HP 古河警察署が出している不審者情報を閲覧し、事業所周辺に情報がある場

合は職員間で情報を共有し、警戒に当たる。 

（2） 近隣の学校（境特別支援学校）からメールで届く不審者情報を共有し、警戒に当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 1：不審者への緊急対応例 

 

 

  

 

 

 

不審者かどうか 事務所へ案内する 正当な 

理由あり 

正当な理由もなく不審 

声掛けにて 

退去した 
退去を求める 再び侵入の危険性はないか 

退去しない 

危害を加える恐れはないか？ 再び退去を求める 

再び侵入 

ない 

ある 退去しない 

隔離・通報する 

〇管理者・責任者への緊急連絡    〇暴力行為抑止と退去の説得 

〇警察への通報    〇SECOM 解除を決してせず、活動ルームには決して入室させない 

利用者の安全を守る 

〇防御(暴力の抑止と被害の防止) 〇移動の阻止 

〇利用児の把握         〇避難誘導 

〇警察による保護・不審者逮捕 応急手当！！ 

○応急手当の実施 

○重傷者がいる場合は、 

速やかな 119 番通報 

事後対応・措置 

負傷者がいるか？ いる 

いない 

〇情報の整理と関係施設への情報提供    〇保護者への連絡・説明 

〇利用児の心のケア            〇再発防止対策 

チェッ

ク 1 チ

ェック

く 

 

 

 

 

 

対応 1 

対応 2 

対応 3 

対応 4 

チェック 1 

チェック 2 



 

 

事故発生時・緊急時対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 歩 

放課後等デイサービス からふる古河 

 

 



Ⅰ.基本的な考え方 

 

事故発生時ならびに緊急時には適切な処置と調整、報告を行うことができるようにこのマニュア

ルを作成する。また可能な限り、その防止に努めるために、事故等の発生要因や対応、課題につ

いての報告および分析を行うものとする。 

 

Ⅱ.事故発生の予防について 

 

事故の発生を予防するために、下記の事項については特に充分な理解と実践に努めることとする。 

 

① 個々の利用者の健康状態や予測されるリスクについて 

② 個々の利用者の通常の生活状況、行動様式について 

③ 基本的に行う支援の内容・留意点について 

④ 特に個別に行う支援の内容・留意点について 

⑤ 充分なコミュニケーションと信頼関係の構築 

⑥ 顔色や活力、熱感など一般的な観察 

⑦ 支援者間の情報の共有と調整 

⑧ 利用者の基本的な情報及び記録類の整備 

 

Ⅲ.情報の収集と整理について 

 

1. 事故発生時および緊急時、協力医療機関等への情報提供が円滑に行われるように適切な情報

収集と整理を行っておくこととする。 

取り扱う情報の中には、次の事項が必携されるものとし、個人情報の使用に関してはあらか

じめ書面にて同意を得るものとする。（契約時「個人情報取り扱い同意書」） 

 

① 氏名、住所、緊急連絡先、家族構成などについて 

② 病歴、既往歴、服用や処置、その他の医療的情報について 

③ 日常生活状況および支援の概要について 

④ その他、医療提供上必要と思われる事項について 

 

 

 

 

 



2. 発生時の情報については、以下の要点に沿って整理する。 

 

① 発生・発見の日時・場所、内容（病気か？怪我か？） 

② 症状の概要（意識状態・呼吸・痛み・出血などの部位と程度） 

③ 発見後にとった処置・対処の概要 

④ 医師などに指示を受けた場合は、その内容について 

 

 

Ⅳ.緊急時の処置及び手当について 

 

緊急を要する事態が発生した場合は、速やかに管理者に連絡をする。 

尚、発生時の状態の把握及び留意する点については、以下の事項を参考とすること。 

   

① 意識状態 意識がない、反応が鈍い、ろれつが回らないなど 

② 呼吸状態 呼吸がない、窒息、呼吸が早い・遅い・弱いなど 

③ 誤飲異食 口内の異物の有無、飲食した物と量、時間経過など 

④ 転倒転落  出血・打撲の部位・程度、痛みの有無、意識など 

⑤ 発熱 体温、発汗の状態、下痢・嘔吐の有無など 

⑥ 嘔吐 嘔吐物の色・形状・量、その他の訴え・症状など 

⑦ 吐血下血 色・量・回数、その他の訴え・症状など 

⑧  頭痛 激痛か？ 嘔気・痺れ・麻痺・言語障害の有無 

⑨  胸痛 激痛か？ 脂汗・冷や汗、時間、脈拍の乱れなど 

⑩  腹痛 下痢・便秘の有無、排尿の状況、嘔気の有無など 

⑪  熱傷 熱傷の原因、部位・広さ・水疱の有無など 

 

Ⅴ.事故発生時および緊急時の連絡・報告について 

 

事故発生時には、別に定める発生時の対応に基づき適切に対処する。 

※【別紙 1・2】参照 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙 1】 

サービス提供時に事故が発生した場合 

 ～事故発生時の対応手順～ 

 

 

                 ・どのような状況で事故が発生したのかを把握する 

 

 

                 ※その場の応急措置 

                 ・痛みの程度と部位、出血の有無、顔色などの確認 

                 ・頭部打撲時は特に意識状態に注意して観察 

 

                 ・バイタルサインのチェック、良肢位保持 

                 ・医師への報告 

                 ※児童に不安を与えないように注意 

 

 

 

 

 

 

                            ・場合によっては入院 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生 

経過観察 

事故報告書の作成 

家族へ報告・連絡 

応援を依頼する 

医師の診察 

安全な場所へ移動 

必要に応じ 

自治体等へ報告 

外傷・内出血・骨折を疑う時は 

医療機関受診 



【別紙 2】 

交通事故（送迎時） 

★事故防止のための具体的対策★ 

  ・なるべく 2 人以上の職員で送迎する 

  ・職員が車を離れる場合は、必ずエンジンを切り、施錠する。 

  ・シートベルトの着用確認を怠らない。 

  ・交通事情により遅れることもあることを事前に説明し了解してもらい、 

制限速度を厳守し安全運転を心がける。 

  ・運転手が体調不良の場合、無理をせずに交代する。 

  ・車両の定期点検を確実に行う。 

 

～事故発生時の対応手順～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故発生 

施設へ連絡（代表へ連絡） 

負傷者がいない場合 負傷者がいる場合 

安全な場所へ車両を移動 

110 番へ連絡 

必要人数が応援に行く 
利用者の状況を確認し

家族へ連絡 

損害保険代理店に連絡 

利用者同乗の場合は施設へ 

応急処置 

110・119 番へ連絡 

現場検証 

・利用者(負傷者)の補償 

・車両修理、代車の手配などの処理 

・事故報告書の作成 

必要があれば市町村等への報告 

現場検証 

担当者に連絡 



【報告システム】 

① 事故報告 

     施設内および送迎時に事故が発生した場合、当該事故に関与した職員は、応急処置ま

たはその手配、拡大防止の措置、上司への報告など必要な処置をした後、速やかに「事

故報告書」を管理者に提出する。 

管理者は所要の職員に事故内容を伝達するとともに対応を指示する。事故対応終了後、

管理者は当該事故の評価分析を行ったうえで、代表に報告する。 

 

② ヒヤリ・ハット事例報告 

     施設内および送迎時にヒヤリ・ハット事例が発生した場合は、関与した職員は「ヒヤ

リ・ハット報告書」を作成し、管理者に報告する。 

また、「ヒヤリ・ハット報告書」は、個人情報保護に配慮した上で、関係職員で共有し、

事故防止に積極的に活用する。なお、ヒヤリ・ハット報告書を提出した職員に対し、

当該報告を理由に不利益処分を行わない。 

   


