
職場で始める！
感染症対応力向上プロジェクト

東京都福祉保健局
感染症対策部防疫・情報管理課

－ 事 業 説 明 －



感染症対応力向上プロジェクトの概要

感染症の特徴、予防策等の必要な知識を得る研修の実施、

感染症ＢＣＰの作成、風しん予防策等の取組をする企業を支援し、

その取組を推進することで、従業員及び組織の対応力を高め、

職場での感染予防・まん延防止を図っていくことを目的としていま
す。

企業がすぐに取り組めるよう３つのコースを設定し、

①取組（コース）の提示、②企業からの申込み、③申込企業の公表、

④研修教材や支援ツールの提供等、⑤取組実施、⑥目標達成、

⑦達成企業の公表、

という事業スキームにより、企業の取組を支援しています。



感染症対応力向上プロジェクトとは①

• 新型コロナウイルスに感染した可能性のある職員がいる場合、
職場でどのように対処すればよいか？

• 海外出張先での感染症の流行が心配だが、何をすればよい
か？

• インフルエンザで係員が３名欠勤して業務が滞ってしまったが、
どうすればよいのか？

• 前回の風しん流行時に職場で感染が広がってしまったが、ど
うすればよかったのか？

こんなことありませんか？
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2019年 性・年齢階級別 計860人

男性（686人）

女性（174人）

2019年は成人が圧倒的

小児疾患定点130か所（うち患者定点
128か所、検査定点2か所）において、
5～9歳が報告の45.6%を占める
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2019年  経路不明を除く計 143人 
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感染症対応力向上プロジェクトとは②

• 新型コロナウイルスをはじめ、海外で流行している感染
症やインフルエンザなど、感染症に関する基礎知識を
学ぶことができます。

• 職場で感染症発生に備えた対策が実施できます。

• 風しんの予防対策を推進し、社員と未来の赤ちゃんを
守ることができます。

＜本プロジェクトの取組＞



◆取組コース設定や教材等作成・提供

◆参画企業名を都ホームページに公表
し、取組をＰＲ

東 京 都

◆企業への事業周知（説明会等において経営戦略上のメリットをアピール）

◆企業へのフォロー（相談、支援等）

東京商工会議所

◆予防接種等協力医療機関の確保

◆産業医や地域産業保健センター
の協力体制の確保

東京都医師会

連携・協働 都内の
企業等

連携・協働

三者で連携体制を構築し、それぞれの強みを生かし企業の感染症対策をサポート

特徴①企業団体、医師会、行政が後押し

連携・協働



必要な知識の習得や風しん予防対策など、実践すべき
取組を３コース設定。企業は実情に応じたコースを選択
して、すぐに取り組むことができます。

コースⅠ 感染症理解のための従業者研修

コースⅡ 感染症ＢＣＰ（業務継続計画）の作成

コースⅢ 風しん予防対策の推進

特徴②企業にとってやるべきことが明確な
「コース」

 各コースとも、支援ツールの提供などにより、企業の
取組をサポートします。



コースⅠ 感染症理解のための従業者研修

目的
従業員が感染予防に必要な知識を習得
する。

事業所で
実施すること

従業員に対し自習教材を用いた研修を
実施する。

提供する
教材等

感染症基礎知識ドリル（自習教材）

達成基準 従業員の8割以上が教材受講

コースⅠの概要



コースⅡ 感染症ＢＣＰ（業務継続計画）の作成

目的
職場での感染症発生時に業務が円滑に
継続できるようにする。

事業所で
実施すること

ひな形を活用し事業所単位のBCPを作成
する。

提供する
教材等

BCPひな形・BCP作成ガイド

達成基準 事業所単位でのBCP作成

コースⅡの概要



コースⅢ 風しん予防対策の推進

コースⅢの概要

目的 職場で風しん流行を防止する。

事業所で
実施すること

従業員の風しん抗体（免疫）保有を確認し、
抗体を保有しない従業員には予防接種
等を促す。

提供する
教材等

コースⅢ実施ガイダンス
予防接種等協力医療機関の紹介

達成基準 風しん抗体保有者が従業員の9割以上



本プロジェクトに参画する企業を都ホームページ

に公表し、取組をPR

○ 参加申込をした企業・・・「協力企業」

事業所や部署単位での申し込みも可

※ 「協力企業」の掲載期間は６か月間

○ コースの基準を達成した企業・・・「達成企業」

※ コースⅢは到達段階（抗体保有者割合7割、8割）

に応じて企業・事業所名を掲載

（希望により公表しないことも可能）

都のホームページに企業名を掲載



これまでの企業の取組状況

協力企業 延べ1,621企業・事業所

コースⅠ 820企業・事業所

コースⅡ 592企業・事業所

コースⅢ 209企業・事業所

うち達成企業 延べ448企業・事業所

コースⅠ 334企業・事業所

コースⅡ 110企業・事業所

コースⅢ 27企業・事業所

※令和４年３月末時点



「達成企業」ホームページ公表画面（一部）



〇専門家の先生方により、ニーズが高い新型コロナウイルスに関する情報やそ
の感染対策などを中心に、様々な角度からリレー形式で講演。

⇒企業の参加の動機付けを促進

〇この講演動画と併せて、事業説明動画をオンラインにより通年で配信。

【令和３年度実績】

オンラインによる動画配信

講　師 御　　所　　属　　等 演　目（テーマ） 配信期間

1 濱田　篤郎 氏 東京医科大学病院　渡航者医療センター　教授 職場の感染症対策・総論 8/10～9/9

2 忽那　賢志 氏
大阪大学　大学院医学系研究科　感染制御学
教授

新型コロナウイルス感染症予防について 9/10～10/31

3 中島　一敏 氏
大東文化大学　スポーツ・健康科学部
健康科学科教授

職場での新型コロナウイルス感染症対策と検
査の意義

11/11～1/20

4 西田　淳志 氏
公益社団法人東京都医学総合研究所
社会健康医学研究センター長

都内における夜間と昼間の人流の状況 1/18～3/25

5 賀来　満夫 氏
東北医科薬科大学　医学部　感染症学教室
特任教授　東北大学名誉教授

新型コロナウイルス感染症－現状と今後－ 3/10～3/31（4/22）



• Ｑ＆Ａが明快で、楽しく知識として共有することのできる資料だった。

• コンテンツごとに内容が簡潔にまとまっており、携帯等でも進められてよかった。

• 感染症予防ＢＣＰが出来上がった後、新型コロナウイルスが発生したため、これを
基にすぐに実行することができた。

• ゼロからのＢＣＰでどこから着手してよいかわからない中で、完成版や動画での解
説があり、分かりやすかった。

• 社員の意識改革と、修了書を店頭に飾っていたらお客様にどういうものなのか聞
かれて、きちんと対応している会社と認識された。

参加企業の感想（抜粋）



【課題】

・新型コロナウイルスの影響もあり、取組意欲が高い企業等からの申込が増加してい
たが、最近は申込数が伸び悩んでいる。

【今後の展望】

・企業に意識をより向上していただけるよう、職場での感染症対策の意義を伝えると
ともに、企業に対する普及啓発を促進する。

・「新型コロナウイルス感染症対策」をはじめとして、その時々の企業ニーズに応えた
コース内容を提供していく。

・当事業へより参加しやすい取組（コース）設定を検討していく。

職域プロジェクトの課題・今後の展望について


