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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



334

本資料は、検討委員会における議論及び外部専門家の意見を踏まえて作成した。

【検 討 委 員】

氏 名 所 属

五十嵐 克也 日本商工会議所 中小企業振興部長

菊池 慶幸 株式会社 商工組合中央金庫 組織金融部長

瀬戸 実 全国中小企業団体中央会 事務局長兼政策推進部長

高岡 泰彦
株式会社 日本政策金融公庫 中小企業事業本部 営業推進部
企画開発グループ長

平田 二夫 株式会社 三光ビルサービス社 代表取締役

渡辺 研司 長岡技術科学大学 大学院技術経営研究科 准教授

和田 耕治 北里大学 医学部 衛生学公衆衛生学 助教

※敬称略、50 音順

【外部専門家】

氏 名 所 属

濱田 篤郎 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 所長代理

※敬称略

【事 務 局】

株式会社 損保ジャパン・リスクマネジメント

※所属は、2009 年 2 月末時点

本資料の検討体制


