参考1

中小企業の

関連情報の入手先

①新型インフルエンザ対策のガイドライン

新型
インフルエンザ
従業員を守る！

■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）労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター
海外勤務健康管理センタ
『海外派遣企業での新型インフル ンザ対策ガイドライン』 （2007年5月18日改訂）
『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』
http://www.johac.rofuku.go.jp/guideline3.pdf

と

②新型インフルエンザに関する情報
■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（厚生労働省）

■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.pubanzen.mofa.go.jp/index.html

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）

■世界保健機構（WHO）
http://www.who.int/en/

顧客を守る！

会社を守る！

BCP（事業継続計画）
BCP（事業継続計画）

新型インフルエンザは
新型インフルエンザは、
、いつ流行してもおかしくありません
いつ流行してもおかしくありません。
。企業自らがしっかりと新型インフルエン
ザの感染防止策を実施し
ザの感染防止策を実施し、
、従業員や顧客の命を守り
従業員や顧客の命を守り、
、廃業に陥らないための準備をしておきましょう
廃業に陥らないための準備をしておきましょう。
。

③BCP（事業継続計画）に関する情報

新型イン ル ンザが流行すると どんな影響があるのか？
新型インフルエンザが流行すると、どんな影響があるのか？

■中小企業庁 『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BCP（事業継続計画）策定指針』
『中小企業BCP策定運用指針を用 た新型イ
ザ対策 ため BCP（事業継続計画）策定指針』
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/index.html

新型インフルエンザウイルスとは、「鳥から鳥」へ感染する鳥インフルエンザウイルスが、
「人から人」へ効率よく感染できるよう変異したウイルスのことです。
私たちは、この新型インフルエンザウイルスの免疫を持っていないため、短期間で世界中に
感染が拡大し、大流行（パンデミック）が起こる危険性があります。

■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2

新型インフルエンザに備えた備蓄品リスト

新型インフルエンザの流行
企業における備蓄（例）

社会への影響の可能性

個人及び家庭における備蓄（例）
水 食料
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 パ
□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）

•医療機関
医療機関
：患者が急増
患者が急増
•教育機関
：休校、休園
•食料品など ：品薄
•従業員数
：最大で約4割が欠勤
•公共交通機関：運行本数が減少 など

企業への影響の可能性

物流の中断

※新型インフルエンザの流行の最初の波は、2か月間程度と想定されていますので、できるだけ長期の備蓄を心掛け
ましょう。
編集・発行
経済産業省中小企業庁 経営安定対策室
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL: 03-3501-2698
中小企業庁ホームページ:
http://www.chusho.meti.go.jp/

資金繰り悪化

モバイル中小企業庁
http://chusho.mjmk.jp

QRコードからもアクセスできます

2009年3月

• 発症者：約3,200万人（人口の25%）
,
• 外来受診患者：約1,300～2,500万人
• 死亡者：約17万人～64万人
（致死率：0.5%～2%）
• 食料品などが不足

労働力不足
●×商事

人 接
人と接する可能性がある従業員用
可能性
従業員用
□不織布製マスク（サージカルマスク）
事業所用
□ゴミ箱、ゴミ袋
□消毒薬（速乾性消毒用アルコール製剤）、
石鹸
□体温計
□常備薬（胃薬、痛み止めなど）
感染者に対応する従業員用
□個人防護具一式
（N95などの高機能マスク、防護服、
ゴム手袋、ゴーグルなど）
在宅勤務をする従業員用
□在宅勤務用パソコン

個人への影響の可能性

原材料不足

事業縮小・
廃業

感染防止策を検討しましょう！

最新の情報を入手しましょう！
国の新型インフルエンザ対策への取組や、新型インフルエンザの発生状況、医療などの公共サービスに関する
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です。

新型インフルエンザの場合、従業員や顧客など、人への被害が重大となります。こうした被害を軽減するために、
新型インフルエンザに対応したBCPの策定においては、感染防止策をしっかりと行うことが前提となります。

職場における感染防止策は？

情報の入手先は、裏面の『参考1 関連情報の入手先』をご参照ください。

自社における新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、流行前及び流行時の対策が非常に重要です。

大流行に備えて、ＢＣＰを策定しましょう！

マスクなどの感染防止のための物品の備蓄
流行前の対策

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）とは、企業が自然災害や新型インフルエンザの大流行な
どの緊急事態に遭遇した場合に、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべ
き活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
新型インフルエンザが発生した場合、従業員の欠勤や取引先の休業、原材料の不足など、企業活動への影響が
想定されています。こうした企業活動への影響を最小限にとどめるために、流行時における事業運営体制などを
検討し、BCPとして取りまとめておくことが重要です。

ＢＣＰ策定の効果は？
従業員の感染防止を最優先し、発生段階に応じて複数班による交替勤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
感染者数の
推移

新型インフルエンザ
の国内発生

BCP
策定

100%

操業
復帰
事業を計画
的に縮小・
休止

感染者数

操業率

BCP
未策定
導入なし
中核事業
（通常）

一部の
事業を
廃業

中核事業
（縮小）

発
第一段階

第二段階

（海外発生期） （国内発生早期）

ＢＣＰ策定のポイントは？

生

段

全事業
を廃業

階

第三段階
感染拡大期
まん延期、回復期

流行時の対策

業を一定レベル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。

流行時には感染防止のための物品は品薄になることも考えられますので、自社に必要な物品をあら
かじめ備蓄しておきましょう。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、マスクなどを必要数量備蓄しておきましょう。

感染の危険性の評価と対策の検討

地域の関係者などとの協議

職場における感染の危険性を評価し、危険が
ある場所については、対人距離（2メートル以
上）を確保できるレイアウトに変更するなどの
対策を検討しましょう。

事業所が入居しているビルの所有者や所属の
組合事務局などと、新型インフルエンザ発生時
の対応について話し合いましょう。

最新の正しい情報を収集する

接触の機会を減らす

現在の発生段階や、国が実施している対策な
どについて、正しい情報を随時収集するように
しましょう。事前に複数の媒体から情報入手で
きるようにしておくことも重要です。

通路を一方通行にしたり、食堂などを時差利
用にし、従業員同士の接触回数を減らすように
しましょう。また、従業員の顧客への訪問や、
対面会議への参加を極力禁止しましょう。

健康管理の強化

通勤方法の変更

従業員に対して検温を徹底し、感染の疑いが
ある場合は、出社させないようにしましょう。
また、感染の疑いがある来訪者に対しては、事
業所への立ち入りを制限するようにしましょう。

流行時には、満員の電車やバスによる通勤を
避け、時差出勤や自家用車などによる出勤を推
奨しましょう。

手洗いの徹底

感染した場合の職場への連絡

事業所の入口に手洗い場所を設置したり、速
乾性の消毒用アルコール製剤を設置するなど、
従業員への手洗いや手指の消毒を徹底しましょ
う。

従業員が新型インフルエンザに感染したこと
が判明した際には、すぐに職場へ連絡させるよ
うにしましょう。

第四段階
（小康期）

※新型インフルエンザの流行の大きな波は数回繰り返されると想定されています。

新型インフルエンザ発生時に、『どの事業を継続をしなければならないのか？』や、『事業の縮小や休止が可
能な事業は何か？』など、事前に自社の事業を分析しておきましょう。そして、継続をしなければならない事業
については、その継続手段を検討し、計画に取りまとめておきましょう！
業種によっては、事業継続を要請されたり、事業の自粛を要請されることがあります。
・「社会機能の維持に関わる企業」

(注1)

は、流行時にも事業継続が求められる可能性があります。

企業における備蓄品については、裏面の『参考2 新型インフルエンザに備えた備蓄品リスト』をご参照ください。

事業の分析

（例： 医療・医薬品に関係する企業、ライフラインに関係する企業、生活必需品に関係する企業、食品に関係する企業 など）

・一方、多くの人が集まる場や機会を提供している企業は、事業の自粛を要請されることがあります。
（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）

従業員個人や従業員の家庭でできる感染防止策は？

事前対策の実施

1 咳エチケット

2 手洗い
手洗い・
・うがい

国や都道府県の発生段階の宣言を参考に、事業の縮小・休止や再開・復帰のタイミングについても考え
ておきましょう。

咳やくしゃみの際は、ティッシュなど
で口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむ
けましょう。

外出からの帰宅後は、きちんと手洗い・う
がいをしましょう。手洗いは、流水と石鹸を
使い、15秒以上行うと効果的です。

事業が中断した場合を想定し、資金を確保する対策について検討しましょう。

3 感染者との距離の保持

4

感染者から適切な距離（2メートル以
上）を保つことで、飛沫感染対策となり、
感染の危険性を大幅に下げることができ
ます。

感染した人が不織布製マスクを着用するこ
とで他の人への感染を防ぐことができます。

上記の視点と経営維持に関わる収入確保の必要性を考え、あなたの会社にとって中核となる事業を特定
し、その事業の継続に必要となる資源（人、物、金、情報 など）を洗い出しましょう。

（例： 2か月の事業停止を想定した資金の積立 など）

流行時における従業員の欠勤を想定した人員計画を立てましょう。
（例： 複数班による交替勤務の実施、在宅勤務の実施 など）

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を確認しておきましょう。
感染防止策を検討しましょう。（詳細は、次ページ参照）
（注1）2か月間事業を停止することにより、最低限の国民生活の維持が困難になるおそれのある企業

マスクの着用

※不織布製マスクとは、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。

個人及び家庭における備蓄品については、裏面の『参考2 新型インフルエンザに備えた備蓄品リスト』をご参照ください。

