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第１章 序 

 

１．目的 

当社は、新型インフルエンザ流行時においても従業員等の健康を守るとともに、

社会機能維持事業者として石油製品の安定供給に努めるべく、その緊急対応策と

して事業継続計画（以下、「計画」という）を策定し、実行する。 

   （本計画は、平成 21年 4月 3日付経済産業所発信平成 21･03･31資庁第 2号「新

型インフルエンザ対策について」に基づく要請により策定する。） 

 

２．基本方針 

   計画策定の基本方針は次のとおりとする。 

(1) 国、地方自治体等（以下、「公的機関」という：石油連盟を含む）の指示、

要請等に従う。 

(2) 新型インフルエンザ対策本部（以下、「対策本部」という）を設置し、従

業員等の健康保護を最優先とした新型インフルエンザの感染防止、拡大阻

止に向けた適切な対応を行う。 

(3) 製造、出荷、メンテナンス、スタッフ部門など操業維持に重要な部門は、

要員確保計画を策定し、事業の継続に努める。 

(4) 新型インフルエンザ感染拡大による欠勤率の増加に伴い、装置の一部停止

または操業の縮小を行う場合を想定する。 

(5) 本計画は、次の社規と併せて運用する。 

       ア．非常災害対策規程 

          イ．非常措置規則 

 

３．新型インフルエンザ発生段階区分 

日本政府の発生段階区分は次のとおりである。 

 

発生段階 内容 

前段階 

（未発生期） 

鳥や豚から人への感染はあるが、人から人へ

の感染は見られない 

第一段階 

（海外発生期） 

海外で小規模な集団感染またはパンデミッ

クに繋がる可能性のある大きな集団感染が

発生。但し国内感染はない。 

（国内の空港や港等の検疫で感染者が確認

された場合は海外発生期とみなす） 
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第二段階 

（国内発生早期） 

国内で小規模な集団感染が発生 

市原・袖ケ浦地区で小規模な集団感染が発生 

第三段階 

（感染拡大・まん延・回復期） 

上記に加えて国内感染が拡大 

パンデミックが発生、急速に感染拡大 

→健康被害最小化、社会・経済機能の維持 

第四段階 

（小康期） 

小康状態 

→第二波への備え 

 

４．用語の定義 

   (1) 事業継続計画 

災害などの発生により事業活動に不可欠なリソースが損傷を受け、事業活動

が中断した場合に、優先すべき業務をあらかじめ決めておき、許容される期

間内に復旧するために、組織体制、事前準備、災害発生時の対応方法などを

想定した実行計画をいう。 

(2) 社会機能維持事業者 

国民の生命・健康や最低限の国民生活を維持するために政府から事業継続を

要請された事業者をいい、石油事業者はそのうちライフライン関係者（機能

低下を来たした場合、最低限の国民生活ができないもの）として指定されて

いる。 

   (3) 従業員等 

     役員、社員及び嘱託、契約、派遣社員を含め、当社に勤務する者全てをいう。 

   (4) 新型インフルエンザ 

     鳥インフルエンザウイルス等が突然変異してヒト－ヒト感染能力を獲得し、

広く人間社会に流行するものを新型のインフルエンザという。人類がこれま

でに経験したことのない型のウィルスであるため、高い感染率と被害が予測

される。 

   (5) 要員確保計画 

     新型インフルエンザ感染拡大に伴い、従業員等の欠勤率が増加した場合を想

定し、事業継続に必要な要員を確保する計画をいう。 
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第２章 対策本部 

 

１．対策本部の設置・構成 

日本政府が第二段階（国内発生早期：国内で小規模な集団感染が発生）を宣言し

た場合、速やかに社長を本部長とする対策本部を設置する。対策本部の構成員は

次のとおりとする。なお、日本政府から終息宣言が出た場合または対策本部長が

判断した場合は対策本部を解散する。 

対策本部 

本 部 長：社長 

副本部長：人事部担当役員、企画部担当役員、安全環境室担当役

員、製油所長 

本 部 員：全役員、全部室長 

事 務 局 

事務局長：企画部長 

事務局員：人事部長、安全環境室長、総務部長、安全環境部長、

産業医 

 

２．対策本部の招集・決定 

(1) 対策本部長は必要に応じ対策本部員を招集する。 

(2) 対策本部は原則として天王洲本社に設置する。その検討・意思決定について

は電話または電子媒体などの手段で行うことができることとする。 

(3) 新型インフルエンザの感染拡大によって、対策本部員が出社できない状況で

も事業継続に必要な事項を迅速に決定・実行するため、「新型インフルエン

ザ対策本部承認書」を別紙のとおり定め、これに基づき、電子媒体により決

定することができることとする。 

 

３．対策本部の活動 

対策本部の活動は以下の通りとする。 

(1) 計画の実行 

ア．石油製品を安定的に生産・出荷するため、計画を実行する。 

イ．計画を実行するにあたっては、新型インフルエンザの毒性、感染力、

感染範囲、従業員等の罹患程度などを勘案し、状況の変化に合致す

る対策を検討する。 

(2) 情報の収集・提供 

ア．公的機関または他企業の情報を入手し、速やかに従業員等に周知す

る。また、従業員等からの質問に的確に答えるよう努力する。 

イ．対策本部が事業継続に必要な事項を決定したときは、速やかに従業
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員等に周知する。 

ウ．公的機関との折衝 

(ｱ) 従業員等が感染または感染の可能性がある場合は、公的機関

と十分相談し必要な対応をとる。 

(ｲ) 公的機関から従業員等の出社状況・事業継続状況などに関す

る情報提供の依頼があった場合は、積極的に情報開示を行う。 

エ．社会機能維持事業者として、新型インフルエンザワクチンおよびプ

レパンデミックワクチンの接種対象者数・接種方法等について公的

機関と協議し、従業員等への接種を産業医の協力を得て実行する。 

 

４．事務局の活動 

事務局の活動は以下のとおりとする。 

(1) 事務局は計画実行に必要な具体策を検討し、対策本部に具申する。 

(2) 事務局は対策本部の指示に従い、計画を実行し進捗状況をフォローする。 

(3) 事務局長は必要に応じ対策本部事務局員を招集し、事務局会議を開催する。

事務局会議は状況に応じ電話または電子媒体により行うことができる。 

(4) 事務局は公的機関・他企業・地元等関係者に対する窓口として情報交換ま

たは協議する。 

(5) 公的機関の指示、要請等または産業医の助言により従業員等とその家族に

感染予防策を周知する。 

(6) 従業員等とその家族の感染状況を把握し、事業継続の状況について対策本

部に報告する。 

(7) マスコミ対応については、総務部ＩＲ・広報グループと協議の上実施する。 
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第３章 操業継続 

 

１．被害想定 

   日本政府が発生段階区分を第二段階（国内発生早期）に引き上げ、かつ感染地域

が市原・袖ケ浦地区に拡大した場合は、当社従業員等とその家族に多くの感染者

が発生するとともに、処理量ダウンや操業の一部停止など当社の操業継続にも支

障が出ることが想定される。このような状況下でも、社会的機能維持事業者とし

て石油製品を安定的に供給していくため、要員確保計画を策定するとともに、発

生段階別の操業継続措置を講じる。 

 

２．要員確保計画 

製造、入出荷、メンテナンス、スタッフ部門等は、要員確保計画を以下のとおり

策定する。 

(1) 全部署共通 

ア．事業継続に必要最小限の業務のリストアップ 

イ．各部署の必要最小限の要員数 

ウ．在宅勤務が可能な業務内容、具体的方法・取り扱い 

エ．その他事業継続にかかわる事項 

(2) 製造部製造一課、二課、三課 

ア．装置を運転継続する場合の必要最小限の要員数（運転継続要員数） 

イ．運転継続要員数を確保するための代替勤務体制 

ウ．運転継続要員数を確保できなくなった場合の運転停止順序。また、

そのときに必要な必要最小要員数 

(3) 製造部製造三課 

ア．入出荷業務を継続する場合の、海上出荷、陸上出荷、外航船受入業

務ごとの、製造部製造三課および富士臨海の必要最小限の要員数

（出荷継続要員数） 

イ．入出荷継続要員を確保するための代替勤務体制 

ウ．入出荷継続要員数を確保できなくなった場合の入出荷形態およびバ

ース毎の入出荷制限 

(4) 製造部製造二課 

ア．ピッチを出荷継続できる製造部製造二課および富士臨海等の必要最

小限の要員数（出荷継続要員数） 

イ．入出荷継続要員を確保するための代替勤務体制 

ウ．入出荷継続要員数を確保できなくなった場合の出荷制限 
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(5) 工務部 

ア．装置運転継続および保守業務遂行における工務部員および協力会社

の必要最小限の要員数（メンテナンス継続要員数） 

イ．メンテナンス継続要員数を確保するための体制 

(6) 安全環境部 

ア．富士臨海防災課の法定要員数を確保するための代替勤務体制 

 

３．処理量ダウン・操業の一部停止 

新型インフルエンザの感染による欠勤者が要員確保計画を超え、通常運転の継続

が困難であると対策本部長が判断した場合は、処理量ダウンまたは操業の一部停

止など必要な対策を行う。なお、この場合でも処理量ダウンまたは操業の一部停

止については必要最小限とし、可能な限り石油製品の生産・出荷を継続するよう

努力する。 

 

４．操業継続措置 

   当社は、日本政府の発生段階区分に応じて操業継続を行う。なお、第二段階（国

内発生早期）は、市原・袖ケ浦地区で発生した場合（イ）とそれ以外の地域で発

生した場合（ア）に分けて対応する。 

発生段階 内容 

前段階 

（未発生期） 

鳥や豚から人への感染はあるが、人から人への

感染は見られない 

第一段階 

（海外発生期） 

海外で小規模な集団感染またはパンデミック

に繋がる可能性のある大きな集団感染が発生。

但し国内感染はない。 

（国内の空港や港等の検疫で感染者が確認さ

れた場合は海外発生期とみなす） 

第二段階 

（国内発生早期） 

ア 国内で小規模な集団感染が発生 

イ 市原・袖ケ浦地区で小規模な集団感染が発生 

第三段階 

（感染拡大・まん延・回復期） 

上記に加えて国内感染が拡大 

パンデミックが発生、急速に感染拡大 

第四段階 

（小康期） 
小康状態 

 

    (1) 第一段階（海外発生期） 

ア．第二段階に備え、対策本部の設置準備を始める。 

イ．関係部署は公的機関の情報収集を行う。 
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ウ．関係部署は感染予防備品の備蓄を確認する。 

エ．国内感染発生に備え、計画発動の準備を始める。 

オ．人事部はマスク着用、うがい・手洗いなどの感染予防対策を励行す

るよう従業員等に通知する。 

カ．人事部は感染地域への海外出張に関し、公的機関の情報を確認した

上で不要不急の出張・旅行は原則自粛するよう従業員等に通知する。 

キ．人事部は海外勤務者に対し、必要な情報を連絡する。 

ク．海外勤務者は勤務地域の状況が問題ない場合は原則として、勤務地

から移動しない。ただし、勤務地域で感染拡大が想定される場合、

人事部は海外勤務者に対し状況に応じ必要な措置を指示する。 

    (2) 第二段階（国内発生早期） 

ア．国内で小規模な集団感染が発生 

(ｱ) 対策本部を設置する。 

(ｲ) 事務局は当計画に基づき必要な対策を検討し、対策本部に具

申し、対策本部は従業員等に具体的な指示・連絡を行う。 

(ｳ) 事務局は公的機関が発信する情報収集にあたり、必要に応じ

対策本部・従業員等に連絡・周知する。 

(ｴ) 従業員等は出勤前に体調の確認を行い、上司はそれを確認す

る。 

(ｵ) 事務局は感染あるいは感染の疑いにより出社できない従業

員等の数・状況を把握し、対策本部に報告する。 

(ｶ) 海外・国内出張は原則として自粛とする。 

(ｷ) 関係会社は連絡窓口を明確にし、当社対策本部の情報・通

知・指示に準拠し感染予防対策を実施する。 

(ｸ) 対策本部は協力会社に対し、対策本部の情報・通知・指示に

基づき対応するよう協力を要請する。 

(ｹ) 本社、製油所等の必要な場所に感染予防のための注意文を掲

示する。 

イ．市原・袖ケ浦地区で小規模な集団感染が発生 

(ｱ) 事務局は千葉県・袖ケ浦市・市原市と連携を密にし、製油所

近傍での感染者の発生情報を速やかに入手するとともに、必

要な対応策について協議を始め、その内容を対策本部に報告

する。 

(ｲ) 出荷業務担当者など外部者との接触の機会がある従業員等

は、マスクを常時着用する。 

(ｳ) 社内会議はメール・電話で代替し極力開催しない。 
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(ｴ) 対策本部は製造・出荷・メンテナンス・スタッフ部門に対し

要員確保計画を確認させ、準備させる。 

(ｵ) 対策本部は、生産管理関係部署に要員確保計画に基づく処理

量ダウンまたは一部装置の停止の場合を想定した生産計画

の検討を指示する。 

(ｶ) 本社、製油所の入り口に、新型インフルエンザ対策本部長名

で、感染予防対策を実施中であり、感染予防のため立ち入り

を制限する場合がある旨を掲示する。 

(3) 第三段階（感染拡大期・まん延期・回復期） 

ア．対策本部は公的機関の感染拡大状況情報を入手するとともに、地方

自治体との情報交換を密に行う。 

イ．関係部署は状況を勘案し、必要に応じて要員確保計画を実行する。 

ウ．対策本部は従業員等あるいは家族の感染状況を注視する。 

エ．対策本部は感染状況に応じ、従業員等に在宅勤務を命じることがで

きる。 

オ．従業員等の欠勤率が増加した場合、対策本部は要員確保計画に基づ

き、安全確保を第一優先とし、処理量ダウンまたは一部装置の停止

を検討し決定する。 

カ．海外・国内出張は原則として禁止とする。 

    (4) 第四段階（小康期） 

ア．対策本部は継続する。 

イ．従業員等あるいは家族の健康状況を把握する。 

ウ．公的機関の第二波に対する予測情報を入手する。 

エ．対策本部が実施した感染予防対策・要員確保計画などを評価・分析

し、必要に応じ見直し・改善を行う。 

オ．第二波に備え、感染予防備品を準備する。 

カ．海外・国内出張は原則として自粛とする。 
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第４章 情報連絡に関する指針 

 

１．関係諸機関との情報連絡 

   下記ウェブサイトを参考に必要な情報を確認する。 

 【世界の情報】 

・世界保健機構（ＷＨＯ）のウェブサイト 

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

 

 【国の情報】 

・厚生労働省ウェブサイト 

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

・外務省ウェブサイト 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kansen/influenza/index.html 

・国立感染症研究所 

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

 

【都道府県・市町村・保健所の情報】 

各都道府県・市町村・保健所においてウェブサイトが開設されており、そこか

ら情報や住民へのお知らせが発信されている。例として千葉県および東京都の

ウェブサイトを以下に示す。 

・千葉県ウェブサイト 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/shingata-jouhou/ 

・東京都ウェブサイト 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainfl

u/index.html 

 

対策本部は、日本における流行または世界的大流行の前後の期間を通して公的機

関の情報を収集し、的確な情報を共有する。 

得た情報を計画の見直しや各部署の対応方針に反映する。 

 

２．従業員等との情報連絡 

(1) 事務局は得た情報を社内のイントラネットにより各部室長あるいは従業員

等に連絡する。 

(2) 従業員等からの質問・意見に対し対策本部は回答する。 
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３．関係会社・協力会社との情報連絡 

(1) 対策本部は関係会社および協力会社に従業員等と同様、対策本部の全ての情

報・通知・指示等を連絡する。 

(2) 対策本部は関係会社および協力会社と情報交換を密に行い、感染予防対策を

協力して行う。 

 

４．医療専門家との情報連絡 

産業医は対策本部に必要な助言をする。また必要に応じ地域の発熱相談センター、

病院と連絡を行なう。 

 

５．社外との情報連絡 

対策本部は地元関係者等に対し情報開示に努め、感染予防対策を協力して行う。  

 

  

以上 

 

 

 


