
新型インフルエンザの発生は、

『いつ起きてもおかしくない状況にある』といわれています。

きちんとした対策を行い、従業員や会社を守りましょう！

中小企業 BCP 策定運用指針を用いた

新型インフルエンザ対策のための

中小企業 BCP(事業継続計画)策定指針
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(１)中小企業 BCP 策定運用指針について

多くの経営者は、「従業員の安全を確保したい」、「顧客の信用を確保したい」、「事業を早

期に復旧したい」などと考えるでしょう。

このような経営者の思いに基づいて、事前に緊急時の対応などを検討し、その内容を取

りまとめた計画を、BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）といいます。

この BCP を中小企業が自ら策定・運用することができるよう支援するために、2006 年

２月、中小企業庁は BCP の策定・運用の手順や方法を「基本」、「中級」、「上級」の 3 コー

スで分かりやすく解説した「中小企業 BCP 策定運用指針」（以下、指針）を、公開しまし

た。（http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/）

(２)本資料について

本資料は、新型インフルエンザの大流行に対応した BCP を策定する際に、効率的に BCP

を策定することができるよう必要な情報を掲載しております。

既に BCP を策定している方は、一から新型インフルエンザに対応した BCP を策定する

必要はありません。本資料を活用し、既に策定した BCP を新型インフルエンザに対応でき

るよう修正してみてください。

本資料の中では、右のシンボルを用いて、新型インフルエンザに対応した BCP

策定時にポイントとなる部分を説明していますので、ご参照ください。

なお、本資料のうち「３．BCP（事業継続計画）について」は、指針に沿って

解説しております。右のシンボルは、本資料にて説明している内容が指針の「基

本コース」のどのページに該当するのかを示していますので、指針の内容につい

て詳しく知りたい方はご参照ください。

また、企業で新型インフルエンザ対策を検討する場合には、本資料に加えて、新型イン

フルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議「新型インフルエンザ対策ガ

イドライン」（2009 年 2 月 17 日）の中の「事業者・職場における新型インフルエンザ対

策ガイドライン」や「個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドライン」

などを参照することをお勧めします。

中小企業 BCP 策定運用指針と本資料について

大地震が起きたら、新型インフルエンザが流行したら、

経営者であるあなたは、何を考えますか？

※本資料は 2009 年 2 月までの情報を基に、作成しています。
新型インフルエンザ対策については、新しい知見の発見や対策の拡充が続いているため、対策の策定や実施
に関しては、最新の情報を参照してください。

ポイントポイントポイントポイント
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新型インフルエンザの概要1

(１)インフルエンザの違い

通常のインフルエンザや鳥インフルエンザ、新型インフルエンザという言葉を聞いたこ

とがある方は多いでしょう。これらのインフルエンザは、それぞれ異なる特徴を持ちます。

通常のインフルエンザは、主に A 型、B 型に分類される季節性インフ

ルエンザウイルスによる感染症で、風邪よりも比較的急速に高熱・悪寒・

筋肉痛・全身倦怠感などを発症します。通常のインフルエンザは、ワクチ

ンを接種しておくことで、感染しても重症化を防ぐことができます。

この通常のインフルエンザには、毎年約 1,000 万人が感染しています。

鳥インフルエンザとは、主に鳥類の間で流行するインフルエンザのこ

とです。

この鳥インフルエンザウイルスに感染した鳥類やその死骸と接触す

ることで、まれに人に感染することがあります。現在までに、H5N1 型、

H9N2 型、H7N7 型などの鳥インフルエンザウイルスの人への感染が

確認されています。

「新型インフルエンザとは、一体どのようなものなのか？」、

「通常のインフルエンザとどう違うのか？」などと、

疑問をお持ちではありませんか？

１．新型インフルエンザについて 【知識編】

１) 通常のインフルエンザ

２) 鳥インフルエンザ
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新型インフルエンザウイルスとは、鳥インフルエンザウイルスが、人から人へと効率よ

く感染できるよう変異したウイルスのことです。この新型インフルエンザウイルスに人が

感染して起こる病気を、新型インフルエンザといいます。新型インフルエンザに対して人

は免疫を持っていないため、新型インフルエンザが人から人へと容易に感染して広がり、

世界的な大流行（パンデミック）を起こす危険性があります。

この新型インフルエンザと通常のインフルエンザの違いとして、現在想定されているの

は、下表のとおりです。

項目 新型インフルエンザ 通常のインフルエンザ

発病 急激 急激

症状

（典型例）
未確定（発生後に確定）

38℃以上の発熱

咳、くしゃみなどの呼吸器症状

頭痛、関節痛、全身倦怠感など

潜伏期間 未確定（発生後に確定） 2～5 日

人への感染性 強い あり（風邪より強い）

発生状況 大流行性／パンデミック 流行性

致死率※1)

未確定（発生後に確定）

※アジアインフルエンザ ：約 0.5%

スペインインフルエンザ ：約 2%

0.1%以下

※1）致死率 = 一定期間における当該疾病による死亡者数／一定期間における当該疾病の罹患者数

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」 （2009 年 2 月 17 日）を基に作成

厚生労働省の試算によると、実際にパンデミックが起きた場合、日本では、全人口の約

25%が発病し、17 万～64 万人の死亡者が出る可能性があるとしています。また、欠勤者

が増加、通勤手段の確保が困難、資金繰りが悪化、原材料・物資の確保が困難、製品の供

給が困難など、企業活動に大きな影響を及ぼすことが想定されています。

【参考】 過去に流行した新型インフルエンザ

20 世紀には、「スペインインフルエンザ（1918 年）」、「アジアインフルエンザ（1957 年）」、「香港インフルエン

ザ（1968 年）」の 3 度にわたり、新型インフルエンザのパンデミックが発生しています。この中で最も多くの死者を

出したのが、1918 年に発生したスペインインフルエンザです。このスペインインフルエンザでは、全世界で 4,000

万人が死亡したと推計されています。

３) 新型インフルエンザ

新型インフルエンザと通常のインフルエンザとの違い
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(２)新型インフルエンザの発生経路

鳥インフルエンザウイルスが変異して、新型インフルエンザウイルスが発生する経路と

しては次の 3 つが考えられています。

鳥インフルエンザウイルスと人の間で流行する通常のインフルエンザウイルスの両方に

人が同時に感染し、人の体内で両方のウイルスの交雑が起こり、新型インフルエンザウイ

ルスが出現する可能性があります。

鳥インフルエンザウイルスと人の間で流行する通常のインフルエンザウイルスの両方に

豚などが同時に感染し、豚などの体内で両方のウイルスの交雑が起こり、新型インフルエ

ンザウイルスが出現する可能性があります。

鳥インフルエンザウイルスに感染した人の体内でウイルスの変異が進み、ウイルスが人

から人に感染する能力を持つことにより、新型インフルエンザウイルスが出現する可能性

があります。

鳥インフルエンザと新型インフルエンザの関係

３) 感染伝播する過程で発生

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」 （2009 年 2 月 17 日）を基に作成

２) 豚などの体内で2種類のウイルスが交わり発生

１) 人の体内で2種類のウイルスが交わり発生

鳥

鳥

鳥

鳥

人

人

鳥

鳥インフルエンザウイルス
を野生水鳥が腸内に保有

人

①鳥同士の接触感染、
フンなどを介した感染

新型

新型

新型

②接触などにより、
まれに人に感染

②接触などにより、
まれに人に感染

③変異して、人から人への
感染力をもつ新型に

③2種類のウイ
ルスの再集合
で人から人に強
い感染力をもつ
新型に

新型

新型

鳥

人

鳥のインフルエンザウイルス

人のインフルエンザウイルス

新型インフルエンザウイルス新型

④新型ウイルスの出現に
より爆発的感染のおそれ

新型

鳥

鳥

鳥

鳥

人

人

鳥

鳥インフルエンザウイルス
を野生水鳥が腸内に保有

人

①鳥同士の接触感染、
フンなどを介した感染

新型

新型

新型

②接触などにより、
まれに人に感染

②接触などにより、
まれに人に感染

③変異して、人から人への
感染力をもつ新型に

③2種類のウイ
ルスの再集合
で人から人に強
い感染力をもつ
新型に

新型

新型

鳥

人

鳥のインフルエンザウイルス

人のインフルエンザウイルス

新型インフルエンザウイルス新型

④新型ウイルスの出現に
より爆発的感染のおそれ

新型
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(３)新型インフルエンザウイルスの感染経路

現段階においては、新型インフルエンザが発生していないため、新型インフルエンザの

感染経路を断定することはできません。そのため、新型インフルエンザの主な感染経路は、

通常のインフルエンザと同じで飛沫感染と接触感染をすると考えられています。

飛沫感染とは、感染した人が咳やくしゃみをするこ

とで排泄するウイルスを含む飛沫（水滴）を、健康な

人が鼻や口から吸い込み、ウイルスが粘膜に接触する

ことによって感染することをいいます。なお、咳やく

しゃみなどの飛沫は、空気中で 1～2 メートル以内に

しか到達しません。

接触感染とは、感染者の咳、くしゃみ、鼻水などが付

着した感染者自身の手や机、ドアノブ、スイッチなどを、

健康な人が手で触れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を

触ることによって、ウイルスと粘膜が接触し、感染する

ことをいいます。ウイルスの種類などにもよりますが、

ウイルスは感染者が触れた場所で、24 時間程度生きて

いることもあります。

【参考】 空気感染

空気感染とは、飛沫の水分が蒸発して乾燥し、さらに小さな粒子である

飛沫核となって、長時間空気中を漂い、健康な人がこれを吸い込むこと

によって感染することをいいます。空気感染の場合、近くの人だけではなく、

遠くの人にも感染する危険性があります。ただし、新型インフルエンザは空

気感染が起きるという科学的根拠はないため、飛沫感染と接触感染を想

定した対策をきちんと実施することが望ましいとされています。

飛沫感染

感染者 健常者

飛沫感染

感染者 健常者

接触感染

感染者 健常者

接触感染

感染者 健常者

（飛沫核）

空気感染

感染者 健常者

（飛沫核）

空気感染

感染者 健常者

２) 接触感染

１) 飛沫感染
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基本的な新型インフルエンザ対策1

新型インフルエンザ対策は、通常のインフルエンザ対策の延長線上にあるものです。そ

のため、普段から通常のインフルエンザ対策をきちんと行うことが、新型インフルエンザ

対策への取組の第一歩となります。

(１)個人及び家庭で実施できる新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザは、「いつ発生するのか」や、「実際に発生した時にどのような状況

になるのか」などは正確に予測することができません。そのため、新型インフルエンザの

発生に備えて、普段から感染防止策、必要な備蓄、感染時の相談窓口などに関する正しい

情報を知っておくことが重要となります。これらの情報については、テレビ、新聞、イン

ターネット、都道府県が提供するパンフレットなどから収集することができます。

新型インフルエンザの感染を防止する対策などについて、

きちんと把握していますか？

２．新型インフルエンザについて 【対策編】

１) 新型インフルエンザに関する情報収集
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感染防止策には、個人や家庭において普段から実施できるものが多くあります。この感

染防止策は、通常のインフルエンザ対策としても有効な手段であり、今のうちから習慣づ

けておくことが大切です。

外出からの帰宅後は、きちんと手洗い・うがいをす

ることが重要となります。手洗いは流水

と石鹸を用いて 15 秒以上行うことが望

ましいとされています。

感染者は、ウイルスを含んだ飛沫を排出して周囲

の人に感染させないように、咳・くしゃみ

をするときに、ティッシュなどで口と鼻を

押さえ、他の人から顔をそむけることを心

掛ける必要があります。

感染者から適切な距離（2 メートル以上）を保つこ

とによって、感染の危険性を大幅に

下げることができます。

感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後などに、

机、ドアノブ、スイッチなどを触れると、その

場所にウイルスが付着します。ウイルス

は、清掃・消毒を行うことで除去すること

ができます。

新型インフルエンザ発生時に、通常のインフルエン

ザにかかった人が、新型インフルエンザに感染したと

思い医療機関を受診した場合、医療機関において

混乱が生じてしまう可能性があります。通常

のインフルエンザワクチンの接種は、こうした

混乱の緩和につながります。

感染者が、不織布製マスク※を着用することで、咳

やくしゃみによる飛沫の拡散を防ぐことができます。

ただし、健康な人が不織布製マスクを着用すること

で外部からの飛沫を全く吸い込まないと

いうわけではないので、過信しないように

しましょう。

流行時には「友達と遊びに行く」、「マスクなしで外

出する」などの行為をしてはいけないことを、

子どもによく教育しておく必要があります。

人込みでは、多くの人と接触するため感染してしま

う危険性があります。そのため、人込み

はできる限り避けることが重要です。

※繊維あるいは糸などを織ったりせずに、熱などにより接着して作った布によるマスク。

家庭における清掃・消毒

子どもへの教育 人込みを避ける

通常のインフルエンザワクチンの予防接種 マスクの着用

感染者との距離の保持

２) 個人及び家庭における感染防止策

手洗い・うがい 咳エチケット
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新型インフルエンザが国内で発生した場合、食料品・生活必需品などの物流に影響が出

ることが予想されます。また、感染を防ぐためには不要不急の外出をしないことが基本と

なります。このため、新型インフルエンザ発生後に、少なくとも 2 週間程度は、外出をし

なくても生活ができるよう家庭内備蓄を行っておくことをお勧めします。

【参考】家族の誰かが感染した場合の対応

①新型インフルエンザ流行の初期段階

新型インフルエンザの症状がでている、又は感染者との接触があった場合は、速やか

に保健所などに設置される発熱相談センターに連絡し、どのような対応をすべきかの指

示をもらいましょう。その上で、感染症指定医療機関などを受診し、治療を受けます。ま

た、感染者を自家用車などで搬送する場合は、防護具などの装着が必要となります。

②新型インフルエンザが大流行している段階

感染者が増加し、感染症指定医療機関などが満床になると、すべての入院医療機関で対応することになりま

す。さらに、感染者が膨大になった場合、医療機関以外の公的施設などで医療を提供することも考えられてい

ます。また、軽症者は、自宅での療養を勧められます。

※個人及び家庭における感染防止策や必要な備蓄などを取りまとめた資料として、27 ページに「【参考

２】新型インフルエンザ対策携帯カード」があります。ご参照ください。

３) 個人及び家庭における備蓄
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(２)企業における新型インフルエンザ対策

企業は、普段から国の新型インフルエンザ対策への取組、新型インフルエンザの発生状

況、公共サービスなどに関する正しい情報を国（厚生労働省、外務省、内閣官房など）や、

都道府県のホームページなどから入手し、全従業員に周知しておくことが重要となります。

また、海外進出企業においては、在外公館や現地保健部局などから、現地の発生状況な

どを入手する必要があります。

なお、これらの情報は、経営者が様々な新型インフルエンザ対策の実行を判断する上で

も重要な情報となります。

従業員の新型インフルエンザへの感染を防止するために、企業としては、次のような対

策を実施することが重要です。なお、従業員などが感染する危険性は、企業ごとに異なり

ます。そのため、自社の事業内容をきちんと理解し、適切な感染防止策を実施する必要が

あります。

通路を一方通行にすることや、食堂などを時差利

用にすることで、従業員同士の接

触回数を減らすことができ、従業員

への感染の防止につながります。

来訪者が事業所に入る前に、検温を行い、発熱し

ている場合は、入場を拒否することも感

染拡大の防止につながります。

満員電車などでは、多くの人と接触するため、感

染の危険性が高まります。そのため、従業員が通勤

ラッシュ時の電車などの利用を避ける

ために、時差出勤や自家用車、自転車

などによる出勤の推進が重要となりま

す。

事業所の入口に手洗い場所を設置し、従業員に

手洗いを徹底することが重要となります。手洗い場

所の設置が難しい場合は、速乾性の消毒用アルコ

ール製剤を設置することも有効です。

従業員同士の接触を減らす 来訪者管理の徹底

通勤方法の変更 手洗いの徹底

１) 情報の収集と発信

２) 企業における感染防止策
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従業員の顧客への訪問や、対面

の会議への出席を極力禁止し、外

出先での感染を避けるよう心掛ける

必要があります。

全従業員に、定期的な検温を徹底

し、発熱などの症状がある場合は、出

社しないよう指導することも有効となり

ます。

職場の中で、従業員同士の机の距離が近い場所

や多くの人が集まる場所では、従業員への感染が

拡大してしまう可能性があります。そのため、職場に

おける感染の危険性を評価し、感染の危険がある

場所については、対人距離（2 メートル以上）を確保

するために勤務スペースのレイ

アウトを変更するなどの対策を

実施する必要があります。

ビルにテナントとして入っていたり、地域的な組合

に所属していたりする場合は、ビルの所有者や組合

事務局などと、感染拡大を防止するために、どのよ

うな対応をするのかについて、よく話し合っておくこと

も重要です。

新型インフルエンザの発生後には、品不足などにより、マスク、速乾性の消毒用アルコ

ール製剤などの感染防止のための物品の入手が困難となることが予想されます。

このため、企業はあらかじめ感染防止のための物品を必要な数量備蓄しておくことをお

勧めします。新型インフルエンザの流行の最初の大きな波は 2 か月程度続くと想定されて

いるため、この期間を目安として、マスクなどの必要数量を検討するとよいでしょう。

【参考】海外勤務する従業員などへの対応

企業は、国内の事業所だけではなく、海外勤務、海外出張する従業員及びその家族への感染も防止する必

要があります。海外における新型インフルエンザ対策は、労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター

「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」（2007 年 5 月 18 日改訂）などが参考となります。

※企業において、どのような備蓄品が必要なのかについては、28 ページ「【参考３】企業における備蓄

品リスト」をご参照ください。

３) 企業における備蓄

感染の危険性の評価と対策の実施 地域の関係者などとの協議

外出や対面の会議を避ける 従業員の健康管理の強化
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(３)国による新型インフルエンザ対策

医療体制の整備など、国が実施する新型インフルエンザ対策は、新型インフルエンザの

発生段階を、発生する前から海外発生、国内発生、パンデミック、小康状態に至るまでの 5

つの段階に分類し、それぞれの段階に応じて行動計画に取りまとめられています。

発生段階 状 態

前段階（未発生期） 新型インフルエンザが発生していない状態

第一段階（海外発生期） 海外で新型インフルエンザが発生した状態

第二段階（国内発生早期） 国内で新型インフルエンザが発生した状態

第三段階 国内で、患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態

（各
都
道
府
県
の
判
断
）

感染拡大期 各都道府県において、入院措置などによる感染拡大防止効果が期待される状態

まん延期
各都道府県において、入院措置などによる感染拡大防止効果が十分に得られな

くなった状態

回復期 各都道府県において、ピークを越えたと判断できる状態

第四段階（小康期） 患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「新型インフルエンザ対策行動計画」（2009 年 2 月 17 日）を基に作成

我が国における発生段階の区分

- 前段階（未発生期）

・行政機関、事業者における事業継続計画の策定

・プレパンデミックワクチン及び抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 など

- 第一段階（海外発生期）

・海外での発生状況に関する継続的な情報収集及び国民への情報提供

・感染地域からの航空機・旅客船などに対して検疫を行う空港・港の集約化、停留などの措置による国内へ

のウイルス侵入防止 など

- 第二段階（国内発生早期）

・感染者の指定医療機関などでの入院措置

・学校、保育施設などの臨時休業、集会・外出の自粛要請

・社会機能維持に関わる企業に対し、事業継続に向けた取組要請及びそれ以外の企業に対し、不要不急の

事業の縮小要請 など

- 第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）

・住民（特に社会的弱者）への支援を強化

・パンデミックワクチンの製造を進め、全国民に順次接種の実施 など

- 第四段階（小康期）

・次の流行に備えた対策を検討し、実施

・不足している資器材、医薬品などの調達や再配備の実施 など

国の行動計画に含まれる対策の例

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「新型インフルエンザ対策行動計画」（2009 年 2 月 17 日）を基に作成

現段階
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【参考】 プレパンデミックワクチン、パンデミックワクチン及び抗インフルエンザ

ウイルス薬について

①プレパンデミックワクチンの備蓄及びパンデミックワクチンの製造に関する研究開発の

推進・製造体制の整備

国は、新型インフルエンザ対策の一つとして、新型インフルエンザの重症化防止の効果が期待できるワクチンで

ある、プレパンデミックワクチン（注 1）の備蓄及びパンデミックワクチン（注 2）の製造に関する研究開発の推進や製造体

制の整備を行っています。

（注 1） プレパンデミックワクチンとは、パンデミックが発生する前に準備するワクチンのことをいいます。国は、現在流行し

ている H5N1 型鳥インフルエンザウイルスを基にプレパンデミックワクチンを製造し、備蓄しています。しかしながら、

このプレパンデミックワクチンが、新型インフルエンザに対してどの程度効果があるのかについては、不確定です。

（注 2） パンデミックワクチンとは、実際に人から人への感染を引き起こしている新型インフルエンザウイルスを基に製造さ

れるワクチンのことをいいます。パンデミックワクチンは、プレパンデミックワクチンよりも効果が確実であるものの、新

型インフルエンザが発生した後でなければ製造できません。そのため現時点においては、国は新型インフルエン

ザの発生後に、より短期間で製造するための研究開発の推進・製造体制の整備に取り組んでいます。

プレパンデミックワクチン パンデミックワクチン

接種対象となる

業 種 な ど
医療従事者やライフライン関係者など

国民全員

※現段階では、国民全員分を製造する

ためには、1 年半程度の期間を要する

と想定されています

備蓄している量

2,000 万人分備蓄

※2008 年度に、3,000 万人分まで拡大

する予定

現段階では備蓄はできない

※新型インフルエンザ発生後に、ワクチ

ンを製造するため

②抗インフルエンザウイルス薬

プレパンデミックワクチンとパンデミックワクチン

実際に新型インフルエンザにかかった後の治療薬としては、通常のインフルエ

ンザの治療に用いられている抗インフルエンザウイルス薬（商品名：タミフル、リレ

ンザ）が、有効であると考えられています。新型インフルエンザが発生していない

現段階においては、抗インフルエンザウイルス薬がどの程度の効果があるのかは

不確定ですが、その効果を期待して国や都道府県では備蓄を行っています。
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事業継続及び事業縮小・休止の可能性2

新型インフルエンザ発生時に、迅速かつ的確に対応するためには、発生時における事業

の運営方針をあらかじめ検討しておくことが重要です。ただし、こうした事業の運営方針

を検討するに当たり、業種や業態によっては、社会機能の維持に必要な事業の継続を要請

される場合や、事業活動の自粛を要請される可能性があることを考慮する必要があります。

(１)社会機能の維持に関わる企業

医療従事者やライフライン関係者など、事業を２か月以上停止するこ

とで、最低限の国民生活の維持が困難になる可能性がある企業について

は、社会的に求められる機能を維持するための事業運営方針を検討して

いく必要があります。

(２)自粛が要請される可能性がある企業

多くの人が集まる場などを提供している企業については、新型インフルエンザの感染拡

大を防止するために、国や都道府県が事業活動の自粛を要請する可能性があります。こう

した企業においては、国などから自粛が要請される可能性があることや利用客が減少する

ことなどを考慮して、事業運営方針を検討していく必要があります。また、このような企

業が事業を継続しようとする場合は、「従業員や利用客などの対人距離（常に 2 メートル以

上）を保持する」や、「入口などに手洗いの場所を設置する」などの感染防止策を、きちん

と実施しない限り、感染拡大を促進することになりかねないことに留意が必要です。

新型インフルエンザが発生した際に、

「事業をどのように維持していくか」を考えたことはありますか？
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(３)その他の一般の企業

その他の一般の企業は、新型インフルエンザ発生時の事業に対する需要の変化を予測し、

従業員の感染の危険性と経営維持の観点から総合的に判断し、継続すべき中核となる事業

を特定して、その事業の継続を図ることが必要です。一方、その他の事業（不要不急の事

業）については、感染拡大を防止するためなどから積極的に縮小・休止することが望まし

いとされています。

このように新型インフルエンザが発生した場合などにおける企業の事業運営方針や、

対応体制などを、あらかじめ取りまとめた計画を BCP（事業継続計画）といいます。

【参考】事業の再開・復帰について

新型インフルエンザの発生段階が、第四段階（小康期）に入り、縮小や休止した事業の操業を通常に戻す場

合は、新型インフルエンザの感染状況などに応じ、感染防止策の実行を継続しながら、段階的かつ慎重に事業

を再開・復帰していくことが必要です。
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ここからは指針の「基本コース」に沿って、新型インフルエンザに対応した BCP の概要

及び策定の手順を解説します。なお、指針と本資料との関係については、26 ページに「【参

考１】中小企業 BCP 策定運用指針との対比表」がありますので、ご確認ください。

BCP（事業継続計画）の概要1

BCP（事業継続計画）とは、企業が地震や大火災、新型インフルエンザの大流行などの

緊急事態に備えて、普段から『緊急時にどの事業を継続させるのか？』や、『そのために何

を準備し、どのように継続するのか？』などを検討し、企業にとって中核となる事業を継

続するための対策などを取りまとめた計画のことをいいます。

BCP を策定している企業は、流行のまん延期などにおいても、感染防止策の実施により、

従業員への感染拡大を抑えることができ、企業の存続にとって中核となる事業を必要最小

限のレベルで継続することができます。また、こうした的確な対応を行うことで、取引先

などからの信頼を維持することができ、場合によっては信頼の向上につながることもあり

ます。

「BCP とはどのようなものなのか？」、

「BCP を策定するとどのような効果があるのか？」などと、

疑問をお持ちではありませんか？

３．BCP（事業継続計画）について

BCP 導入効果のイメージ（新型インフルエンザ発生の場合）

1-2～1-4

※29 ページ「【参考４】BCP 策定・運用状況の自己診断」において、BCP に含まれる対策などを取り

まとめています。ご参照ください。
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務や在宅勤務などの事業運営体制
に移行するなど、流行時においても
代替の要員を確保するBCPを策定し
ている企業は、流行のまん延期にお
いても中核事業を一定レベルで継続
することができ、経営への影響を最
小限にとどめることができます。
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従業員の欠勤が増加し、徐々に操
業率が低下していき、事業の休止に
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信頼が低下し、事業の復帰に大きな
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（縮小）（縮小）
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務や在宅勤務などの事業運営体制
に移行するなど、流行時においても
代替の要員を確保するBCPを策定し
ている企業は、流行のまん延期にお
いても中核事業を一定レベルで継続
することができ、経営への影響を最
小限にとどめることができます。

一方、BCPを策定していない企業
は、流行の拡大に伴い、感染による
従業員の欠勤が増加し、徐々に操
業率が低下していき、事業の休止に
追い込まれる可能性があります。ま
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染の可能性もあります。さらには、納
期の遅れなどにより、取引先からの
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支障を来す可能性もあります。
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務や在宅勤務などの事業運営体制
に移行するなど、流行時においても
代替の要員を確保するBCPを策定し
ている企業は、流行のまん延期にお
いても中核事業を一定レベルで継続
することができ、経営への影響を最
小限にとどめることができます。
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は、流行の拡大に伴い、感染による
従業員の欠勤が増加し、徐々に操
業率が低下していき、事業の休止に
追い込まれる可能性があります。ま
た、経営者を含むキーパーソンの感
染の可能性もあります。さらには、納
期の遅れなどにより、取引先からの
信頼が低下し、事業の復帰に大きな
支障を来す可能性もあります。
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BCP策定の手順2

(１)BCP 基本方針の立案

BCP の策定に当たって、まず初めに『何のために BCP を策定す

るのか？』、『BCP を策定・運用することにどのような意味合いが

あるのか？』を検討し、BCP の基本方針を立案します。

(２)策定・運用体制の確立

基本方針を立案後、実際に BCP の策定・運用を推進する社内体制を決めます。

「BCP 策定時に何を検討したらいいかわからない」、

「BCP 策定には、相当のノウハウが必要なのでは？」などと、

お考えになったことはありませんか？

2-4

2-2～2-3

● 新型インフルエンザの場合、事業を継続する前提として従業員や家族への感染を防止し、

その生命を守ることを最優先とすべきです。

● また、自社内の感染を防止するだけではなく、利用客や来訪者への感染拡大を防ぐこと

も重要です。

基本方針を決めるに当たっては・・・
ポイントポイントポイントポイント

■ 経営者自らが率先して BCP の策定・運用推進に当たる

■ 企業の規模や業務の役割分担に応じて、策定・運用への参画者の人選をする

■ 取引先企業や協力企業との意見交換やすり合わせを行う

■ BCP を策定し、運用に取り組んでいることをすべての従業員に周知する

策定・運用体制を決める時に実施すること

● 新型インフルエンザの場合、就業規則・労務管理や労働安全衛生にも関わるため、人事

労務部門や産業医の協力が必要となります。

策定・運用体制を決めるに当たっては・・・

□ 就業規則・労務管理に関わること 自宅待機者や在宅勤務者の取扱い など

□ 労働安全衛生に関わること 職場での感染防止策の実施 など

ポイントポイントポイントポイント

何のために

BCP を策定

するのか？
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(３)事業を理解する

新型インフルエンザの発生時には、働くことができる人員や顧客との取引などが限られ

てしまう場合があります。このような状況の中で、自社の事業の継続を考えていかなけれ

ばなりません。そのため、『どの事業が社会機能の維持に関わる事業か？』や、『どの事業

の継続を考えていかなければならないのか？』という経営判断をあらかじめ行っておくこ

とが、有益となります。

3-3～3-5

● 社会機能の維持に関わる企業の場合は、まん延期においても事業継続を求められます。

また、こうした企業が BCP を考える場合は、業界ごとでどのような対応をするのかを

検討しておくことも重要となります。

● 一方で、事業継続に伴い感染が拡大してしまう危険性のある企業は、事業の自粛を要請

される可能性があります。

事業を理解する際に知っておくべきことは・・・

□ 社会機能の維持に関わる企業の具体例

（社会機能の維持に関わる企業をサポートしている企業も含む）

医薬品の供給に関わる企業、生活必需品を製造販売している企業、食料品を製造販売し

ている企業、生活必需品の物流に関わる企業、食料品の物流に関わる企業、ライフライン

関係者の基幹システムに関わる企業、ライフライン関係者の施設管理に関わる企業 など

□ 事業の自粛が要請される可能性がある企業の具体例

集会施設、美術館、博物館、動物園、図書館、映画館、劇場、スポーツ施設、遊園地 など

ポイントポイントポイントポイント

※事業の自粛が要請される可能性がある企業の事業継続については、１3 ページをご参照ください。
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新型インフルエンザが発生した場合に、『どの事業を継続させるべきか？』などの経営判

断を行うために、以下の３つの項目を検討します。

１) 事業への影響度を評価する

【1】中核事業の特定

事業を継続しなければならない社会的必要性、経営維持・存続のための収入を確保する必要性など

から、企業にとって中核となる事業である「中核事業」を特定します。

● 中核事業の特定時に検討する「事業を継続しなければならない社会的必要性」と「経営

維持・存続のための収入を確保する必要性」の例は、以下のとおりです。

中核事業の特定時に検討することは・・・
ポイントポイントポイントポイント

□ 社会のために企業が継続しなければならい社会的必要性

・医療機関への医薬品の供給が停止してしまうか

・ライフライン関係者の基幹システムが停止してしまうか など

□ 経営維持・存続のための収入を確保する必要性

・売上のシェアがどれほどあるか

・主要な取引先から事業の継続が求められているか など

例えば、以下の 3 つの事業を実施している情報システム会社（以下、A 社）の場合、

開発事業
情報システムの開発・構築を実施している。過去にライフライン関係者の基幹システムの一

部を構築した実績がある。売上シェアは 40%。

保守管理

事業

ライフライン関係者の基幹システムの一部など、過去に構築した情報システムの管理・運用

を実施している。売上シェアは 50%。

研修事業 ソフトウェアに関する研修・セミナーを実施している。売上シェアは 10%。

社会的必要性や経営存続のための収入確保の必要性などを考えると、中核事業は保守管理事業となります。

【2】重要業務の把握

受注、部品在庫管理、出荷、支払、決済など、中核事業に関連する業務を把握します。この業務のこ

とを「重要業務」といいます。

● 重要業務の一つの例は、以下のとおりです。

重要業務の具体例は・・・
ポイントポイントポイントポイント

A 社の保守管理事業の場合、アフターサービス業務や請求業務などが重要業務となります。
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また、『中核事業やその他の事業をどのくらいのレベルで継続させるのか？（事業継続レ

ベル）』を決めておく必要があります。

【参考】BCP における地震災害と新型インフルエンザの相違

項目 地震災害 新型インフルエンザ

事業継続方針
○できる限り事業の継続、早期 復旧を図る ○感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、事業継続のレベル

を決める

被害の対象
○主として、施設･設備など、社会インフラへの影

響が大きい

○主として、人に対する被害が大きい

地理的な

影響範囲

○被害が地域的・局所的（代替施設での操業や取

引企業間の補完が可能）

○被害が全世界的である（代替施設での操業や取引企業間の補

完が困難）

被害の期間 ○過去事例などからある程度の影響想定が可能 ○長期化すると考えられるが、不確実性が高く影響予測が困難

災害発生と

被害制御

○主に兆候がなく突発する

○被害量は事後の制御不可能

○海外で発生した場合、国内発生までの間、準備が可能

○被害量は感染防止策により左右される

事業への影響
○事業を復旧すれば業績回復が期待できる ○集客施設などでは長期間利用客などが減少し、業績悪化が懸

念される

● 中核事業やその他の事業の継続レベルは、発生段階ごとに設定する必要があります。

【中核事業の特定及び事業継続レベルの設定の例】

発生段階 事業の分類 事業継続レベル

前段階（未発生期）～第一段階（海外発生期） すべての事業 通常

第二段階（国内発生早期）
中核事業 通常

その他の事業 縮小・休止

第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）
中核事業 縮小

その他の事業 原則休止

第四段階（小康期）
中核事業 通常

その他の事業 一部再開

中核事業の事業継続レベルの決定の方法は・・・
ポイントポイントポイントポイント

【3】ボトルネック資源の洗出し

重要業務の把握が終了したら、最後にその重要業務を継続するために必要な資源（人、物、金、情

報など）である「ボトルネック資源」を洗い出します。

● ボトルネック資源の一つの例は、以下のとおりです。

ボトルネック資源の具体例は・・・
ポイントポイントポイントポイント

A 社のアフターサービス業務の場合、ボトルネック資源として、アフターサービスを実施する専門要員（外注

を含む）や、交換部品の在庫品などがあります。

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」 （2009 年 2 月 17 日）を基に作成
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特定した中核事業が、新型インフルエンザにより『どの程度の影

響を受けるのか？』を評価します。そのためには、ボトルネック資

源が、どの程度の影響を受け、中核事業の継続にどの程度の支障を

来すのかを、可能な限り把握することが望まれます。

新型インフルエンザ発生時に、必要となる運転資金（従業員の給与、ビル

の賃借料など）を概算します。また、この段階で、自社内での資金の積立な

ど、運転資金を確保する対策についても考えておくことを推奨します。

２) 中核事業が受ける被害を評価する

３) 財務状況を分析する

● 感染拡大期などでは、多くの従業員が出勤困難となるため、ボトルネック資源のうち、

特に「人」の確保がとても難しくなります。一方で、地震などの自然災害とは違い、建

物、設備などの物的資源における被害はありません。

● また、自然災害とは異なり、ライフライン（電気、水道、ガス、通信など）は社会機能

維持者により必要最小限の機能は維持されるものと想定されています。

● さらに、流行は広域であるため、代替のサプライヤーの確保も困難となります。この点

については、関係者と感染拡大期などの対応についてよく協議しておきましょう。

● 加えて、新型インフルエンザは世界的規模での同時流行が予想されることから、国内だ

けでなく海外事業所での対策（海外事業の継続方針や、日本人従業員の帰国・滞留など）

も検討しておく必要があります。

どのような被害を想定すればよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

● 地震などの自然災害に被災した場合は、建物、設備などの復旧費用が発生するため、復

旧資金の把握が必要となります。しかし、新型インフルエンザの場合は、復旧費用は小

さく、企業の運転資金の把握がより重要となります。

● また、自然災害では、1 か月程度の操業停止を想定していますが、新型インフルエンザ

では、事業を休止、若しくは大幅な縮小をする期間が長期にわたります。そのため、長

期にわたり必要な運転資金を把握し、その資金を確保する対策を検討しておきましょ

う。

（例）最初の流行の大きな波に耐えられるよう、２か月の事業停止を想定した運転資金

を把握し、対策を考える

どのような資金が必要なのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

資源が受ける

影響は？

中核事業への

支障は？
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(４)BCP の準備、事前対策を検討する

中核事業が受ける被害を評価した上で、ボトルネック資源を新型インフルエンザ発生時

に確保するための代替策及び新型インフルエンザが中核事業に与える影響を小さくするた

めの事前対策を検討・実施します。

ボトルネック資源が、新型インフルエンザの発生により利用できなくなった場合に備え

て、事業継続に必要な要員を確保するための対策や、在庫品の積み増しなどを検討します。

１) 事業継続のための代替策を検討しておく

3-6～3-7

● 新型インフルエンザの場合、自然災害とは違い、建物、設備などの被害がないため、事

業継続のための対策として最も重要なのは、必要な要員の確保となります。

● この必要な要員の確保のためには、【1】複数班による交替勤務の実施、【2】在宅勤務

の実施、【3】クロストレーニングの実施などが有効な対策となります。

【1】 複数班による交替勤務の実施

従業員を複数の班に分けて交替勤務を行うことで、従業員の複数感染を避けることができま

す。

【2】 在宅勤務の実施

従業員が自宅のパソコンで業務を行うことで、人と接触する機会を減らすことができ、従業員へ

の感染を防止することができます。在宅勤務は、通信キャパシティーやセキュリティーの確保が

前提となります。

【3】 クロストレーニングの実施

一人の従業員がいくつかの業務をこなせるようクロストレーニングを実施することで、万が一重

要業務の遂行に必要な従業員が感染した場合でも、代わりの要員が手配できます。

● なお、発生段階ごとに欠勤率は変化しますが、約 40%の欠勤を想定した班構成を検討

するとよいでしょう。

● また、在庫品（部品、原材料など）の積み増しの方法としては、毎月の部品発注を必要

量よりも少し多めに行い、徐々に積み増していくなどがあります。

① 発症していない従業員をいくつかの班に分け、班ごとに勤務班と自宅待機班に分類して、一定

期間ごとに交替する。

② 就業している従業員（勤務班）の中から感染者が出た場合、自宅待機していた班が代替要員

として就業する。

交替勤務の例

優先的に実施すべき対策とは・・・
ポイントポイントポイントポイント
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ボトルネック資源を確保するための代替策及びボトルネック資源を新型イ

ンフルエンザの影響から保護するための事前対策を準備・実施します。

２) 事前対策を検討・実施する

※発生段階ごとに推奨される企業の対応の例として、32 ページ「【参考５】企業への影響と推奨される

企業の行動」をご参照ください。

ポイントポイントポイントポイント

● 新型インフルエンザの発生時に、従業員を感染から守り、事業を継続するために、ソフ

ト面、ハード面での事前対策（ソフトウェア対策、ハードウェア対策）の実施が必要と

なります。

● こうした対策のうち、特に重要なものが感染防止のルール作りとなります。感染防止の

ルールについては、発生段階ごとにどのようなことを行うのかを検討・決定することで、

より有効なものとなります。

【発生段階ごとの感染防止のルールの例】

発生段階
前段階～

第一段階
第二段階 第三段階 第四段階

事
業
所
内
お
け
る
感
染
防
止
策

■感染防止策の強化

・手洗い徹底

・通勤方法の変更

・従業員間の接触を減らす

・外出や対面の会議を避ける

・来訪者管理の実施

■必要な備品の調達

■従業員の健康管理の強化

■必要な備蓄の再調達

● 取引先などとの連携が必要な場合は、あらかじめ取引先の生産計画や BCP を確認して

おくことも大切となります。

● また、感染防止策には専門的な知識も必要なため、医療機関や保健所、都道府県の産業

保健推進センターなどから助言を受けることも検討しましょう。

事前対策とはどのようなものがあるのか・・・

ソフトウェア対策

□ 感染防止のルール作り など

ハードウェア対策

□ 感染防止のための物品備蓄 など

感 染 状 況
に応じ、対

策を実施

出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議「新型インフルエンザ対策ガイドライン
参考 1 新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）」（2009 年 2 月 17 日）を基に作成
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(５)BCP を策定する

最後に、『BCP をいつ、どのような体制で発動するのか？』について検討を行い、BCP

を文書化します。

新型インフルエンザが発生した時に、策定した BCP を有効に活用するために、『どのよ

うな場合に BCP を発動するのか？』を明確に決めておくことが大変重要となります。

実際に BCP を発動するに当たり、『どのような体制で対応す

るのか？』も明確に決めておく必要があります。緊急事態の発生

時には、全体のリーダーである経営者によるトップダウンの指揮

命令によって従業員を先導することが重要となります。

事業継続において必要となる情報を事前に整理し、BCP の文書化

を行います。なお、文書化に当たっては、指針の中の「BCP 様式類

（記入シート）」が活用できます。

３) 事業継続に関連する情報の整理と文書化をする

１) BCP発動基準を明確にする

２) BCP発動時の体制を明確にする

3-8～3-12

● 国などの公的機関による新型インフルエンザ発生の宣言を BCP の発動基準として、検

討することを推奨します。

（例 1）国が第二段階（国内発生早期）を宣言した時に、BCP を発動する

（例 2）国が第一段階（海外発生期）を宣言した時に、BCP を発動する

（海外事業所がある企業）

何を基準にしたらよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

● 経営者が感染した場合も考え、代理の意志決定者を複数決めておきましょう。

● また、産業医や保健所などとの連携を検討しておくこともお勧めします。

どんな体制がよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

いつ発動？どんな体制？
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BCPの運用3

(１)BCP 文化を定着させる

BCP を策定していても、従業員が BCP の内容を理解して

いなければ、緊急時において BCP が有効に機能しません。

策定した BCP の内容を従業員にきちん理解してもらうため

に、BCP に関する従業員への教育や定期的な訓練を行うこ

とが重要となります。

策定した BCP を、

従業員はきちんと理解していますか？

また、BCP を定期的に更新していますか？

3-13～3-14

● 新型インフルエンザに対応した BCP の教育・訓練としては、以下のものがあります。

● BCP 発動時の初動訓練を行っておくことで、新型インフルエンザ発生時に、速やかに

BCP 発動体制を立ち上げ、活動を開始することができます。

● 一人の従業員がいくつかの業務をこなせるようクロストレーニングを行っておくこと

で、感染による欠勤者が出た場合でも代替の要員を確保することができます。

● 実際に在宅勤務を試行してみることによって、システムトラブルや操作上の問題点など

が明らかになるため、実際の在宅勤務体制への移行がスムーズに実行できます。

具体的には、どのような教育や訓練を行えばよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

教育

◆従業員に自社の BCP を理解してもらう
・BCP に関する社内ディスカッション
・BCP に関する勉強会 など

◆新型インフルエンザに関する知識や発生時の対
応などを理解してもらう

・新型インフルエンザの基礎知識の勉強会
・感染防止策の周知徹底 など

訓練

◆発生時での各自の役割を認識してもらう
・BCP 発動時の初動訓練
・クロストレーニング（代替要員による実務の実施）
・在宅勤務の試行 など

◆発生時の対応を身につけてもらう
・感染者発生時の対応訓練
・来訪者管理の実働訓練 など
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(２)BCP の診断、維持・更新を行う

『いざ、BCP を発動したものの、整理されている情報が古くなっており、役に立たなか

った！』ということでは、せっかく BCP を策定していても意味がありません。

このような事態に陥らないためには、定期的に策定した BCP のチェック及び更新を行う

必要があります。

策定した BCP の実効性が保たれているのかをチェックし、見直すべき

点を洗い出します。本資料の 29 ページに「【参考 4】BCP 策定・運用

状況の自己診断」があります。BCP のチェックを行う際に、活用しまし

ょう。

●

BCP をチェックした結果、社内体制の変更や事業内容の変更などにより、「策定した BCP

に整理されている情報が最新の情報でなかった場合」や、「他に見直すべき点が見つかった

場合」は、企業の最新の状況などを反映したものに維持・更新していくことが重要となり

ます。

１) BCPのチェックを行う

２) BCPの維持・更新を行う

チェックリストチェックリスト

3-15～3-16

※ 新型インフルエンザに関する参考情報としては、33 ページ「【参考６】新型インフルエンザ対策関

連情報」をご参照ください。

● 新型インフルエンザに対応した BCP の場合、人員計画の策定状況、感染防止策の実施

状況などのチェックが重要となります。

どのようなチェックをすればよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント

● 新型インフルエンザに関する情報（国の行動計画など）は今後更新されることが予想さ

れるため、国や都道府県などの情報をこまめにチェックし、最新の情報を適宜反映させ

ましょう。

どのような情報を更新すればよいのか・・・
ポイントポイントポイントポイント
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該当ページ 該当ページ 様 式

1. はじめに

<1> 15 1.1 BCP（事業継続計画）とは 1-2～1-4

該当なし 1.2 本指針の使い方 1-5～1-6

29～31 1.3 入門診断 1-7～1-8

<2>BCP策定の手順 2. 基本方針と運用体制

(1) BCP基本方針の立案 16 2.1 BCP基本方針の立案 2-2～2-3 ★様式02

(2) 策定・運用体制の確立 16 2.2 策定・運用体制の確立 2-4 ★様式03

3. 平常時におけるBCPの策定と運用（基本コース）

(3) 事業を理解する 17～20 3.1 事業を理解する 3-3～3-5

★様式06※4

★様式07
★様式15
★様式16-1
様式16-2

★様式16-3
★様式17-1
★様式17-2

(4) BCPの準備、事前対策を検討する 21～22 3.2 BCPの準備、事前対策を検討する 3-6～3-7

★様式08※4

様式09
様式13
様式18
様式19※3

(5) BCPを策定する 23 3.3 BCPを策定する 3-8～3-12

★様式01
★様式04※2

★様式11
様式12-1
様式12-2

★様式12-3
★様式14

<3>BCPの運用

(1) BCP文化を定着させる 24 3.4 BCP文化を定着させる 3-13～3-14 様式20

(2) BCPの診断、維持・更新を行う 25 3.5 BCPの診断、維持・更新を行う 3-15～3-16

29～31 3.6 BCP策定・運用状況の自己診断 3-17～3-20

目次

【参考4】BCP策定・運用状況の自己診断

本資料

構成

【参考4】BCP策定・運用状況の自己診断

中小企業BCP策定運用指針（基本コース）

BCP（事業継続計画）の概要

※1：様式の★印は、必ず記入が必要となる様式。

※2：様式 04 については、本資料 27 ページ「【参考 2】 新型インフルエンザ対策携帯カード」を使用。

※3：様式 19 については、本資料 28 ページ「【参考 3】 企業における備蓄品リスト」を使用。

※4：様式 06、様式 08 については、発生段階ごとに作成する必要がある。

※5：様式 10 については、新型インフルエンザ BCP では不要となるため、省略。

【参考１】 中小企業 BCP 策定運用指針との対比表
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【参考２】 新型インフルエンザ対策携帯カード

【
表
面
】

新型インフルエンザ新型インフルエンザ
対策対策

【【携帯カード携帯カード】】
対人距離の保持対人距離の保持

新型インフルエンザの感染を防ぐた
めに、 感染者から適切な距離（2
メートル以上）を保つことを心掛け
ましょう！

手洗い・うがい手洗い・うがい

外出からの帰宅後などには、手洗
い・うがい（流水と石鹸を用いて15
秒以上）をきちんと行う習慣をつけ
ましょう！

新型インフルエンザに、新型インフルエンザに、
感染しないためには？感染しないためには？

咳エチケット咳エチケット

感染者は、ウイルスを含んだ飛沫を
排出して周囲の人に感染させないよ
うに、ティッシュなど
で口と鼻を押さえ、他
の人から顔をそむける
ことを心掛けましょう！

マスクの着用マスクの着用

咳をする人は、不織布製マスクを積
極的に着用し、ウイルスを含んだ飛
沫が拡散するのを防ぎましょう！

他の人に感染を、他の人に感染を、
させないためには？させないためには？

新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策
として必要な備蓄は？として必要な備蓄は？

備蓄は、少なくとも2週間程度分を
行うことをお勧めします。

氏 名

連絡先リスト連絡先リスト

他に必要なものがないか家庭内で話し合いましょう他に必要なものがないか家庭内で話し合いましょう

【
裏
面
】

備蓄品チェックリスト備蓄品チェックリスト

感染した疑いのある感染した疑いのある
場合の対応は？場合の対応は？

国内発生早期国内発生早期

� 保健所などに設置されている発熱
相談センターへ連絡し、指示を受
けます。

� マスク着用の上、速やかに感染症
指定医療機関などで受診し、診察
を受けます。

まん延期まん延期

� 感染症指定医療機関などが満床に
なると、すべての医療機関で対応
することになります。

� 重症者は、入院治療の対象となり
ます。

� 軽症者は、自宅での療養を勧めら
れます。

- -会 社 の 連 絡 先

- -
最 寄 の

医 療 機 関

- -
感 染 症 指 定

医 療 機 関

- -保 健 所
（発熱相談センター）

- -会 社 の 連 絡 先

- -
最 寄 の

医 療 機 関

- -
感 染 症 指 定

医 療 機 関

- -保 健 所
（発熱相談センター）

関連情報入手先関連情報入手先

� 厚生労働省
「新型インフルエンザ対策関連情報」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou04/

� 国立感染症研究所 感染症情報センター

http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/inde
x.html

保健所や都道府県などのホームページ

� 新型インフルエンザウイルスと
は、鳥インフルエンザウイルス
などが変異し、人から人へと効
率よく感染できるようになった
ものです。

� 多くの人は新型インフルエンザ
に対する免疫を持っていません。

� 厚生労働省によると、新型イン
フルエンザが流行した場合、日
本では、全人口の約25%が発症
し、死者は17万～64万人にな
る可能性があると推計されてい

ます。

新型インフルエンザとは？新型インフルエンザとは？

水、食料

□主食（米、麺類、乾パンなど） □缶詰

□レトルト・フリーズドライ食品 □ミネラルウォーター

□菓子類（ビスケット、飴など）□ペットボトルや缶入飲料

□育児用調整粉乳

医薬品

□常備薬（胃薬、痛み止めなど）

インフルエンザ対策の物品

□不織布製マスク（サージカルマスク）

□消毒薬（速乾性消毒用アルコール製剤）、石鹸

□水枕・氷枕

その他（あると便利なもの）

□トイレットペーパー □ラジオ

□カセットコンロ・ガスボンベ □懐中電灯、乾電池

□ティッシュペーパー □洗剤

□シャンプー・リンス □生理用品（女性用）
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※備蓄の数量については、新型インフルエンザの流行の最初の大きな波が２か月程度続くと想定されているため、この期

間を目安として必要数量を検討することをお勧めします。

【参考３】 企業における備蓄品リスト

N95などの高機能マスク、防護服、ゴム手袋、ゴーグルなど個人防護具一式
感染者に
対応する
従業員用

1～2枚/日 × 出社日数不織布製マスク
（サージカルマスク）

人と接する
可能性が

ある従業員用

胃薬、痛み止めなど医薬品

入口などで入室管理の対象となる人数に応じて体温計

速乾性消毒用アルコール製剤、石鹸など消毒薬、石鹸

フロアごとにゴミ箱1個ゴミ箱、ゴミ袋

事業所用

在宅勤務を
する従業員用

在宅勤務予定者数分

備考（数量の目安など）備考（数量の目安など）

在宅勤務用パソコン

種種 類類目目 的的

N95などの高機能マスク、防護服、ゴム手袋、ゴーグルなど個人防護具一式
感染者に
対応する
従業員用

1～2枚/日 × 出社日数不織布製マスク
（サージカルマスク）

人と接する
可能性が

ある従業員用

胃薬、痛み止めなど医薬品

入口などで入室管理の対象となる人数に応じて体温計

速乾性消毒用アルコール製剤、石鹸など消毒薬、石鹸

フロアごとにゴミ箱1個ゴミ箱、ゴミ袋

事業所用

在宅勤務を
する従業員用

在宅勤務予定者数分

備考（数量の目安など）備考（数量の目安など）

在宅勤務用パソコン

種種 類類目目 的的
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事業継続基本方針の立案

1
経営者が関与して規定された事業継続の基本方針（従業員の生命を守る、利用客へ
の感染拡大を防ぐなどを含む）がありますか？

2
上記の事業継続の基本方針について、内容をすべての従業員に周知させるための仕
組みがありますか？

BCPの運用体制確立

3 平時においてBCPの運用を推進する社内体制が確立されていますか？

4 社内体制の確立時に、人事労務担当者や産業医の協力を検討しましたか？

5
上記の社内体制は、経営者自らが率先してBCPの策定・運用を行うものになっています
か？

①「事業を理解する」

6
あなたの会社が、社会機能の維持に関わる企業、若しくは自粛が要請される可能性が
ある企業に該当するかどうかを検討しましたか？

17

1. 事業への影響度を評価する

7
新型インフルエンザ流行による影響を評価して、あなたの会社における中核事業を明確
に認識しましたか？

8
上記の中核事業に不可欠な、あなたの会社の重要業務及び資源（人、物、金、情報な
ど）を明確に認識しましたか？

9
上記の中核事業について、取引先企業やサプライチェーンの要請を考慮して、発生段
階ごとに事業継続のレベル（継続、縮小、休止）を設定しましたか？

2. 中核事業が受ける被害を評価する

10
新型インフルエンザが中核事業の継続に必要な資源（ボトルネック資源）に与える影響
について、可能な限り漏れなく評価しましたか？

11 取引先などと、感染拡大期の対応などについて協議しましたか？

12
（海外進出企業の場合）国内だけでなく海外事業所の対応（日本人従業員の帰国・滞
留など）も検討しましたか？

3. 財務状況を診断する

13
新型インフルエンザの流行に備え、長期（例えば、２か月程度）にわたり必要な運転資
金を把握しましたか？

14 上記の運転資金を確保するための対策を検討しましたか？

これまで策定したBCP及びBCP運用状況の自己診断チェックを行ってみましょう。チェックリストの設問ごとに、「はい」／「いい
え」でお答えください。

本資料の
該当ペー

ジ
診断項目 はい いいえ

いいえ
本資料の
該当ペー

ジ

診断項目 はい いいえ
本資料の
該当ペー

ジ

診断項目 はい

16

16

18,19

20

20

BCP策定・運用状況の自己診断

【参考４】 BCP 策定・運用状況の自己診断
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②「BCPの準備、事前対策を検討する」

1. 事業継続のための代替策の検討と選択をする

15
新型インフルエンザ流行時に必要な要員を確保するために、複数班による交替勤務の
実施を検討しましたか？

16 在宅勤務の実施を検討しましたか？

17
一人の従業員がいくつかの業務をこなせるよう、クロストレーニングを実施することを検討
しましたか？

18 在庫品（部品、原材料など）の積み増しを検討しましたか？

2. 事前対策を検討・実施する

19 従業員や来訪者への感染を防ぐために、感染防止策の実施を検討しましたか？

20 感染防止策は発生段階ごとに設定しましたか？

21 感染防止のための物品備蓄（不織布製マスク、消毒薬など）を実施しましたか？

22 あらかじめ取引先の生産計画やBCPを確認しましたか？

23
医療機関や保健所、都道府県の産業保健推進センターなどから助言を受けることを検
討しましたか？

③「BCPを策定する」

1. BCP発動基準を明確にする

24
BCP発動基準（例えば、国が第二段階（国内発生早期）を宣言した時など）が明確に設
定されていますか？

25 BCP発動を判断する人物が明確に決められていますか？

26
BCP発動を判断すべき人物が不在などで判断できない場合、代理の判断者が複数決
められていますか？

2. BCP発動時の体制を明確にする

27 BCP発動時の社内体制を明確に規定していますか？

28 BCP発動時の社内体制は経営者が指揮命令を下せるようになっていますか？

29
BCP発動時の体制に規定されている全体のリーダー（経営者）が不在の場合に、代理の
リーダーが決められていますか？

30
取引先や協力会社からの問い合わせへの対応体制及び責任者が明確にされています
か？

3. 事業継続に関連する情報の整理と文書化をする

31
従業員連絡先リスト、若しくは電話連絡網が作成され、最新の情報に更新されています
か？

32 主要な取引先の連絡先リストが作成され、最新の情報に更新されていますか？

33
公共サービス、行政組織、発熱相談センターなどへの連絡先リストが作成され、最新の
情報に更新されていますか？

34
あなたの会社が保有する電話／FAX番号リストを整理し、中核事業の継続・復帰におい
て各番号が不可欠かどうかを評価しましたか？

23

21

22

23

23

診断項目 はい

診断項目 はい いいえ
本資料の
該当ペー

ジ

いいえ
本資料の
該当ペー

ジ
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④「BCP文化を定着させる」

1. 従業員へのBCP教育を実施する

35
BCPや感染防止策に関して、従業員と平時より議論したり、勉強会などを開催したりして
いますか？

36
BCPや感染防止策に関する知識や技能を従業員に身につけさせるための支援を行って
いますか？

2. BCP訓練を実施する

37
新型インフルエンザ流行時における各自の役割を認識してもらうために、クロストレーニ
ングや在宅勤務の試行などを実施していますか？

38
従業員に新型インフルエンザ流行時の対応を身につけてもらうために、感染者発生時の
対応訓練や来訪者管理の実働訓練などを実施していますか？

3. BCP文化を醸成する

39 経営者がBCPを積極的に支持していますか？

40 経営者層と従業員との平時からのコミュニケーションが適切に取れていますか？

⑤「BCPの診断、維持・更新を行う」

1. BCPの診断・チェックを行う

41
最新の医学的情報や国の対策などと照らし合わせて、定期的にBCPをチェックしていま
すか？

25

2. BCPの維持・更新を行う

42 BCPの維持・定期的な更新が明確に規定されていますか？

43 BCPの運用体制の見直しの必要性を判断し、必要に応じて見直しを行っていますか？

44
事前対策や教育訓練の費用など、BCPの運用に必要な経費を見積もり、その資金を確
保するための手順が明確にされていますか？

45
訓練や診断により明らかとなった問題点がBCPの更新に反映される仕組みがあります
か？

46
新型インフルエンザに関する情報に変更があった場合、あなたの会社の組織体制に大
きな変更があった場合、取引先に大きな変更があった場合などの際に、BCPの更新に
反映される仕組みがありますか？

47
現状のBCPの不適切な点などについて、従業員が経営者へ伝える仕組みがあります
か？

48 BCPの更新が従業員に周知される仕組みがありますか？

25

※実際にBCPを策定していない方は、本資料のチェック項目に含まれる対策などを参考に、今後新型インフルエ
ンザ対策に取り組んでいただければ幸いです。

24

24

24

本資料の
該当ペー

ジ

本資料の
該当ペー

ジ
診断項目 はい いいえ

診断項目 はい いいえ
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出所：新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議「新型インフルエンザ対策ガイドライン 参考 1

新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）」（2009 年 2 月 17 日）を基に作成

出所：第 8 回新型インフルエンザ専門家会議 資料 3-2 参考 A

「新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）」（2008 年 7 月 30 日）を基に作成

【推奨される企業の行動】

発生段階
第一段階

（海外発生期）
第二段階

（国内発生早期）

第三段階
（感染拡大期、まん延期、

回復期）

第四段階
（小康期）

□事業所内におけ
る感染防止策

〇感染防止策の強化
・マスクの着用、手洗い・うがいの
徹底
・事業所内の換気、消毒などの徹底
〇必要備品（マスク、消毒薬など）
の調達

〇感染防止策の強化
・感染者に近づかない
・マスク着用、手洗い・うがいの徹
底
・事業所内の換気、消毒などの徹底
・従業員間の接触を減らす措置
（勤務スペースのレイアウト変更、会議
自粛など）
〇従業員の健康管理の強化
（従業員に感染者が出た場合、出勤停
止、医療機関への受診、接触者の自宅待
機など）

〇感染防止策の強化
・マスクの着用、手洗い・うがいの
徹底
・事業所内の換気、消毒などの徹底
・従業員間の接触を減らす措置
（勤務スペースのレイアウト変更、会議
自粛など）
・来訪者管理の徹底
（マスク着用指示など）
・フロアごとの立ち入り制限など
〇従業員の健康管理の強化

〇必要備品（マスク、消毒薬など）
の再調達
〇感染防止策を継続

□サービス利用者
間の感染防止策

― 〇感染防止策を継続

□従業員に対する
感染防止のため
の生活指導

― 〇感染防止策を継続

□一般企業の事業
活動

〇事業縮小（在庫整理、事業所閉
鎖、操業停止など）の準備
〇取引先企業（サプライチェー
ン）、協力会社、流通業者など関係
者への情報提供

〇不要不急の事業の縮小
〇事業継続計画に基づく人員体制な
どの変更
・通勤手段の変更
・時差出勤の導入
・在宅勤務の導入
〇関係者への情報提供

〇不要不急の事業の休止
（従業員の安全確保と企業の存続などの
バランスを勘案の上、必要最小限の事業
を継続）
〇事業継続計画に基づく人員体制の
変更

〇取引先企業、協力会社、流通業者
などを含めた業務体制立て直し
〇在庫品・備蓄品の再調達など

□社会機能の維持
に関わる企業の
事業活動

〇事業継続に向けた準備
〇取引先企業（サプライチェー
ン）、協力会社、流通業者など関係
者への情報提供
〇必要物資の備蓄強化

〇事業継続計画に基づく人員体制な
どの変更
・通勤手段の変更
・時差出勤の導入
・在宅勤務の導入
・スプリットチーム制
（従業員の同時感染リスクを回避するた
め業務を複数のチームに分けて遂行）な
ど
〇不要不急の事業縮小
〇関係者への情報提供

〇社会機能の維持に関わる事業の継
続と不要不急の事業の休止
〇事業継続計画に基づく人員体制の
変更
（人員投入の重点化）

〇取引先企業、協力会社、流通業者
などを含めた業務体制立て直し
〇在庫品・備蓄品の再調達など

〇感染防止策の強化
（利用者へのマスク着用依頼、施設内の換気、消毒などの徹底、利用者間
の接触を減らす措置など）

〇感染防止策の強化
（マスク着用、手洗い・うがいの徹底など）
〇不要不急の外出自粛。やむを得ず外出する場合、公共交通機関の利用を
控えるなど、他人との接触減らすよう行動

【想定される企業活動への影響】

発生段階
第一段階

（海外発生期）
第二段階

（国内発生早期）

第三段階
（感染拡大期、まん延期、

回復期）

第四段階
（小康期）

□人
〇海外出張中止
〇帰国する海外駐在員と家族への対
応

〇数パーセントの欠勤者
・学校、保育所などの休校・休園に
伴い欠勤者が出始める
〇国内出張中止

〇約20～40%の欠勤者（一例）
・従業員とその家族の感染
・休校・休園のため就労継続困難
・通勤手段の確保が困難
・自宅待機が増加
〇在宅勤務が増加

〇数パーセントの欠勤者

□物 ― ―

〇輸入の停止、取引先企業（サプラ
イチェーン）、協力会社などの混乱
による原材料・物資などの供給中断
の可能性
〇在庫品・備蓄品の不足

―

□金 ― ―
〇資金調達や支払いなどの決済業務
に混乱が生じる可能性

―

□ロジスティクス ― ―

〇流通・物流網の混乱による原材
料・物資、製品などの遅配・配送の
中断の可能性
〇ユーティリティ機能（通信など）
低下の可能性

―

□経営
〇発生国の事業所が休業、又は事業
縮小

〇発生地域の事業所が休業、又は事
業縮小

〇事業所の休業や事業縮小が増加
〇労働力や原材料などの不足、資金
繰りの悪化、商品販売ルートの途絶
などにより、多数の企業の経営悪化
〇企業経営者の感染

〇多数の企業の経営悪化

【参考５】 企業への影響と推奨される企業の行動
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� 新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議

「新型インフルエンザ対策行動計画」（2009 年 2 月 17 日）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/kettei/090217keikaku.pdf

「新型インフルエンザ対策ガイドライン」（2009 年 2 月 17 日）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/guide/090217keikaku.pdf

� 東京商工会議所

「中小企業のための新型インフルエンザ対策ガイドライン

～命を守り、倒産をまぬがれるために～」（2008 年 10 月 31 日）

http://www.tokyo-cci.or.jp/chiiki/influenza/influenza.pdf

� 独立行政法人 労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター

「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」（2007 年 5 月 18 日改訂）

http://www.johac.rofuku.go.jp/guideline3.pdf

� 厚生労働省

「新型インフルエンザ対策関連情報」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

「新型インフルエンザ等感染症相談窓口」

電話番号：03-3234-3479 （受付時間：午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝日を除く））

� 国立感染症研究所 感染症情報センター

http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html

� 外務省

「海外安全ホームページ」

http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html

� 世界保健機構（WHO）

http://www.who.int/en/

� 中小企業庁

「中小企業 BCP 策定運用指針」（2006 年 2 月 20 日）

http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/

【参考６】 新型インフルエンザ対策関連情報

中小企業向け BCP 策定ガイドライン

新型インフルエンザに関する参考情報

新型インフルエンザ対策ガイドライン
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新型インフルエンザの発生は、

『いつ起きてもおかしくない状況にある』といわれています。

きちんとした対策を行い、従業員や会社を守りましょう！
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