
平成２８年１１月 
中小企業庁事業環境部企画課 

経営安定対策室 

BCPの必要性と 
国の支援策について 

資料１ 



1 

Ⅰ．平時からの災害等への備え 
～平時からの取組の必要性、意義～ 

 
Ⅱ．ＢＣＰ策定を促進するための国の支援策 
 
Ⅲ．中小企業庁の災害対策 
 
Ⅳ．参考 



2 

Ⅰ．平時からの災害等への備え 
 

～平時からの取組の必要性、意義～ 
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ＢＣＰの策定や実効性を高めるための経営活動 

 ＢＣＰは経営戦略そのもの。 
企業価値の維持･向上が主眼。 

 大地震等の自然災害、感染症のまん
延、テロ等の事件、大事故、サプライ
チェーン（供給網）の途絶、突発的な
経営環境の変化など不測の事態が発
生しても、重要な事業を中断させない、
または中断しても可能な限り短い期間
で復旧させるための方針、体制、手順
等を示した計画。 

ＢＣＰ（事業継続計画） 

出典：内閣府防災担当「事業継続ガイドライン解説書」抜粋 

 平時から災害などによる事業中断に備えて、経営的な取組として、 
事業継続の方針策定、対策の検討とそれを踏まえた 
ＢＣＰ(事業継続計画）の策定、教育・訓練、関係者との調整並びに 
ＢＣＰ等の実効性を検証するなどの、マネジメント活動が必要で、 
それらをＢＣＭと言います。 



内閣府（防災担当） 中小企業庁 
２００１年(平成１３年９月１１日)米国同時多発テロ → 欧米において大企業を中心にＢＣＰが広く普及 

2005年(平成17年)8月 事業継続ガイドライン第１版 → 身近な地震を想定 

2006年(平成18年)2月 中小企業BCP策定運用指針第１版 
「初級」､「中級」､「上級」コースを策定 

2009年(平成21年)11月 事業継続ガイドライン第２版 → 想定に新型インフルを追加 

２０１１年（平成２３年３月１１日)東日本大震災の発生 → 災害に対する日頃の備えの重要性を多くの国民が再認識 

2012年(平成24年)3月 
中小企業BCP策定運用指針第２版 
→初心者向け「入門」を追加  
 業種別の様式記入例を用意 

2013年(平成25年)8月 
2014年(平成26年)7月 

事業継続ガイドライン第３版 → 平時のＢＣＭの重要性 
経営層への理解を深めていただくため「解説書」を策定 

国の計画等におけるＢＣＰの位置づけ 

国土強靱化法（平成25年12月11日成立） 

＜国土強靱化基本計画（抜粋）＞ 
○各企業等におけるBCP/BCM の構築の促進に向けて、国際規格の動向

も見据えつつ、共通ガイドラインの改訂や、必要に応じて各業種・業態にあ
わせた策定マニュアル等の作成を推進するとともに、その普及啓発を行う 

＜国土強靱化アクションプラン2016（抜粋）＞ 
○大規模自然災害発生時にサプライチェーンを確保するために必要な企
業連携型BCP の策定への取組を、事業継続計画策定等推進連絡会議等

により関係府省庁の情報共有等を図りながら効率的に進める。また、個別
企業のBCP についても、BCP に関する融資制度の充実等により、策定を促

進するとともに、実効性向上のための指標や事業継続能力向上のための
訓練テキストを活用したセミナーの開催等により、その実効性を向上させ
る。 

日本再生戦略（平成24年7月31日閣議決定） 

2020年（平成32年）までに実現すべき成果目標 
○大企業BCP策定率：ほぼ全て 
○中堅企業BCP策定率：50％ 

 
企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、
事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害
時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよ
う努めるものとする。また、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震
化・耐浪化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電
力等の重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確
保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努める
ものとする。 

防災基本計画 
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ＢＣＰ／ＢＣＭのこれまでの取り組みと位置づけ 



地方 倒産件数 構成比 
北海道地方 ８４ 4.74% 

東北地方 ３６２ 20.46% 

関東地方 ９３８ 53.02% 

中部地方 １０９ 6.16% 

北陸地方 ５１ 2.88% 

近畿地方 ７９ 4.46% 

中国地方 ２２ 1.24% 

四国地方 １９ 1.07% 

九州地方 １０５ 5.93% 

合計 １，７６９ 100％ 

出典：商工リサーチを元に作成 

 東日本大震災関連の倒産件数は、全国で1,769件。 
 都道府県別でみると、最多は東京都の540件、次いで宮城県146件、北海道84件等であり、被災
地の東北地方の倒産件数は362件（20.5％）。 

 震災関連倒産は収束傾向を辿っているが、震災の影響を未だにひきずり業績不振から抜け出せない
企業が見られる。 
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参考：東日本大震災関連の倒産動向 



①基本方針の立案～何のためにＢＣＰを策定するのか～  
   
 ②重要商品の検討～何のためにＢＣＰを策定するのか～ 
   

③被害状況の確認～災害等により受ける影響のイメージ～ 

④事前対策の実施～重要商品を提供し続けるために～   
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ＢＣＰ策定・運用するためのポイント(入門コース) 

・人命の安全を守るため 
・供給責任を果たし、顧客からの信用を守るため     
   
 

・従業員の雇用を守るため 
・地域経済の活力を守るため     
   
 ・災害発生時には、限りある人員や資機材の範囲内で事業を計測させ、基本方針を実現することが必要。 

・限られた人員、資機材で、優先的に製造や販売する商品・サービスを予め決めておく。 
・もし重要商品を選ぶのに迷ったら～商品・サービスの提供が停止するととで、自社の売上に大きな影響がある  
 ものや顧客への影響が大きなものは何ですか？～考えてください。 

⑤緊急時の体制の整備～緊急時の対応とその責任者を整理～ 
   

直
下
型
地
震
な
ど 

インフラへの影響  
ライフライン 道路 鉄道 情報通信 

・停電 
・ガス･水道の停止 

・道路が通行規制 
・他の道路で渋滞 ・鉄道の運行停止 ・電話やインターネットの 

 不通 
利用の可否 × △ × × 

あなたの会社への影響 

人 物 金 情報 

・従業員への負傷 
・従業員の出社不可 

・工場・店舗の倒壊 
・商品の破損 
・仕入先の被災による 
 原材料の調達不可 

・事業停止による売り上 
 げなし 
・運転資金の枯渇 

・パソコン等の機械類の  
 破損 
・重要な書類・データ 
 の喪失 

事
前
対
策 

人 物 金 情報 

・安否確認ルールの整備 
・代替要員の確保 

・設備の固定 
・代替方法の確保 

・緊急時に必要な資金の把握 
・現金・預金の準備 

・重要なデータの適切な保管 
・情報収集・発信手段の確保 

・緊急時の対応には、初動対応、復旧のための活動など様々なものがある。最低限そうした全社の対応に 
 関する重要な意思決定及びその指揮命令を行う統指責任者を決めておくとことが重要。 
・また、総括責任者が不在の場合や被災する場合も想定し、代理責任者（2名）を決めておくことも必要。 
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  企業の従来の防災活動 企業におけるＢＣＰ 

主な目的 
●身体・生命の安全確保 
●物的被害の軽減 

●身体・生命の安全確保に加え、復旧等を速やかに行う事業継続を目的。 

考慮すべき事象 
●拠点がある地域で発生することが想 
 定される災害 

●自社の事業中断の原因となり得るあらゆる事象（インシデント）想定 

 ＊インシデントとは：地震・風水害・火山・新型インフルエンザ etc 

重要視される事項 

●人的（従業員・顧客）・物的（店舗・設
備等）の被害を最小限にすること 
●従業員等の安否を確認し、被災者を 
 救助・支援すること 
●被害を受けた拠点を早期復旧すること 

●左の事項を確保するとともに、 
自社の事業継続を図るために必要な、 

「顧客と収益を確保し、企業として生き残るための方策」 

「関係者（取引先・地元・地方公共団体）との協力」 

活動、対策の検討の
範囲 

●自社の店舗・設備 
 ①本社ビル 
 ②工場 
 ③データセンター等 

●被災していない自社・グループ拠点を含めた全社 
●自社の取引先 
●自社が存在する地域の地方公共団体・団体など 

 ※事業継続に必要な関係者 

取組の単位、主体 
●防災部門、総務部門、施設部門等、 
 特定の防災関連部門が取り組む 

●経営者を中心に、各事業部門、調達・販売部門、サポート部門（経営 
 企画、広報、財務、総務、情報システム等）が横断的に取り組む 

検討すべき戦略・ 
対策の種類 

●拠点の損害抑制と被災後の早期復旧の 
 対策（耐震補強、備蓄、二次災害の防 
 止、救助・救援、復旧工事 等） 

●代替拠点の確保、拠点や設備の二重化、OEMの実施 
●早期の復旧に向けた取り組み など 

防災活動のみをＢＣＰと認識してい
る大企業・中堅企業も多い 防災活動 ＢＣＰ 

＜防災活動とＢＣＰの関係（イメージ）＞ 

■ 平時から災害などによる事業中断に備えて、経営的な取り組みとして、事業継続の方針策定、  
  対策の検討とそれを踏まえたＢＣＰ(事業継続計画）の策定、教育・訓練、関係者との調整 
  並びにＢＣＰ等の実効性を検証などの活動を行います。 
■ 防災活動は、災害による直接的な被害を軽減するための対策を講ずるものですが、この活動も 
  災害時の事業継続の取り組みの一つとして活用ができます。 

企業における防災活動とＢＣＰの関係について 

出典：内閣府の事業継続ガイドライン第３版解説書を基に作成 
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なぜ事前の備えが必要なのか 

災害発生時には 
  当初の想定外のことが起きる可能性がある。 
  普段、出来ていることが、混乱するなどしていて、対応できないことがある。 
  経営陣などが、自社・現場にいない可能性がある。 

  
 
事前に備えることで 
■ 事前の計画に基づき、たとえば災害後に必要な情報収集（従業員の安否確認・自社等の被害 
  状況把握）を早目に行い、事業継続に必要な人員確保や取引先向けの情報発信  
■ 想定外であっても、これまでの防災訓練・課題検証の取り組みの経験を生かした応用が可能。 
■ 従業員に浸透することで、指示を待つまでもない取り組みから早期復旧の手助けとなる。  
    
 

企業の存続・競争力の確保 
 

そのためには 
売り上げ確保（顧客の確保） 
社会的な信頼の確保 など 
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どのような備えが必要なのか 

①従業員や来訪顧客の安全に係る備え 
  →ｅｘ．・従業員の安否確認 
      ・来訪顧客の安全確保（帰宅困難者となった場合の対応など） 
      ・工場・施設の耐震化や転倒防止対策 

②取引先との取引関係確保のための備え 
  →ｅｘ．・商品・サービス提供を復旧させるための備え（従業員・燃料などの確保） 
      ・取引先との連絡手段（通信インフラ）や顧客情報の安全確保（二重化など） 
      ・代替設備や支援企業の確保 
      ・自社の復旧時期などの情報発信の準備 

③社会貢献・地域貢献に係る備え 
  →ｅｘ．・地域に存在する企業としての雇用の確保 
      ・地方公共団体・地域住民との連携による地域への貢献        

④事業継続態勢の構築に向けた備え 
  →ｅｘ．・経営方針（必要な人材・モノ・予算・ノウハウの確保） 
      ・従業員への教育（動機付け（なぜ事前の備えが必要なのか）） 
      ・関係者との調整やすり合わせ 



・東日本大震災において、震度６強（仙台市若林区）の激しい揺れと津波により被災。 
会社建屋及び設備に甚大な被害が発生 

取組事例①：鈴木工業株式会社 
会社概要 
・業務内容：産業廃棄物の収集運搬、リサイクル等の中間処理、上下水施設の清掃 等 
・創立：１９６６年７月１５日 
・資本金：６，０００万円 
・従業員：８７名 
 
ＩＳＯ（ＩＳＯ９００１／ＩＳＯ１４００１）認証取得 
宮城県沖地震への備えとして、２００９年９月にＢＣＰ策定 

同社の被害状況 

本社 再生館 
（産業廃棄物リサイクル施設） 

エコミュージアム２１ 
（産業廃棄物中間処理施設） 

建屋被害 大規模損壊（地震による） 一部損壊（地震による） 全壊 
（地震及び津波による） 

設備等被害 ＰＣ等ＯＡ器具の他多数 建屋、路面のひび割れ、 
シャッター損壊 

事務所流出 
プラント全壊 
重機水没及び流出 
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ＢＣＰ（事業継続計画）による復旧・復興の事例 



震災からの復旧状況（エコミュージアム２１） 
 建屋 焼却炉 無機汚泥施設 有機汚泥脱水施設 

震災直後 

復旧直後 

発災時の対応 
平時からＢＣＰの机上演習・ 
模擬演習を実施 → 

従業員一人一人が重要業務・ 
目標復旧時間を認識 → 

プラントメーカー等と災害協定を締結 
他県の処理業者と連携し、 
顧客の処理業務を継続 

→ 

自家発電装置や衛星電話機、 
入手困難部材を事前に配備 → 
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従業員の安否を速やかに確認 

概ね目標復旧時間内に事業を復旧 

事業を中断することなく復旧工事を開始 

修理業者や顧客との連絡等、 
災害後の初期対応で有効に活用 

＜得られた効果＞ 



○BCPの取り組み動機 
⇒リスク管理経営を実施するため、従業員一人一人がリスク認識を向上することが重要。 
 東日本大震災を契機に、経営者が、社内にプロジェクトチームを発足させ本格的に取組。  

○BCP策定にあたっての基本方針 

○BCPの主な取り組みとその効果 

取組④：緊急時に自ら判断し行動できるよう、課題解決型演習の実施。 

・従業員及び来訪者の人命・身体の安全確保 
・顧客への供給責任と信頼維持や市場シェアを守る 
・経営を早期に安定させ従業員の雇用を守る 

取組⇒課題を与えて、班単位で議論し、とるべき行動を全員で考え、行動とりまとめ。 

取組①：1人が複数業務に対応できる多能工化 

取組事例②：大成ファインケミカル株式会社（樹脂等製造販売） 
会社概要：千葉県旭市 資本金4,000万円 従業員6６人 

ＢＣＰ（事業継続計画）による復旧・復興の事例 
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効果⇒緊急時の人手不足に備えた取組。従業員の能力向上にも効果。 
取組②：日常スケジュール管理に活用できる安否確認システムの導入 

効果⇒多能工化による従業員のレベルアップ。効率性の観点から外部サーバの活用。 
取組③多能工化や業務見直しによるサーバの外部委託化 

取組⑤：日々の改善活動やISO活動の一環としたBCPの取組 



○BCPの取り組み動機 
⇒東日本大震災の被災地を見て、経営者が 「会社を守る」、「従業員の生活を守る」 
 という考えの下、 日々の経営の延長として取り組んでいる。  

○BCP策定にあたっての基本方針 

○BCPの主な取り組みとその効果 

取組③：実際の台風・大雨時における実戦訓練の実施 

・対外信用の向上・従業員の雇用と生活の安定につながる業務継続・安定経営 
・従業員の研鑽喚起（自覚と自信をもった行動力・判断力を持つよう指導） 
・平時からも緊張感を持って運用することで、緊急時の速やかな対応 

効果⇒BCPを日常から見直し。台風等時に実戦的な対応を訓練の一環として実施。 

取組①：男女区別なく1人が複数業務に対応できるよう指導 

ＢＣＰ（事業継続計画）による復旧・復興の事例 
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効果⇒ 平時から担当不在時でも対応が可能。人材育成や業務効率化にもつながる。 
取組②：耐震・対火・セキュリティを高めた新工場への集約 
効果⇒災害対応と合わせて、照明等のLED化や在庫管理の高度化による効率化 

取組事例③：星成商事株式会社（紙製品加工販売） 
会社概要：静岡県島田市 資本金3,000万円 従業員50人 
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熊本地震での事例 

熊本県内の中小企業 
企業概要 
・業務内容：半導体製造関連装置・自動車製造関連装置等の設計・生産 
・会社設立から30年弱 
・従業員：９０名強 

・熊本地震において、震度６強の激しい揺れに２度あう。事務所と工場の仕切り壁の崩落や事務所 
什器等が揺れで散乱するなどの被害。周辺道路などにも被害。 
 
＜地震発生後の取り組み＞ 
 ・社員の安否確認 
 ・出社した社員達が、率先して早期の復旧を目指し、社内の片付け・復旧活動を実施 
 ・自社ＨＰを活用して、自社の業務が再開したことをHP公表（16日の本震発生から2日後に発信） 
 
 
 
 
  
日頃からの 
  ・社長のリーダーシップ（社員との風通しのよさ） 
  ・社員が、日常の業務において課題と向きあい、自分達で考え対応（知恵を出す文化） 
  
 
 

・熊本県（被災地）にある企業とは、取引が難しいのではないかとの取引先の懸念払拭 
・地域に存在する企業として、雇用を守ることや、企業存続することが地域貢献。 

これらの取り組みの動機とは 

当該事例は、企業訪問時の聞き取りに基づき中企庁作成 



15 15 15 

 
■尾鷲市は、平坦地が極めて少なく、海岸線は典型的なリアス式海岸のため、南海トラフ地震が発生した場合、震度６強以上の揺れや２０メー

トル以上の巨大津波が短時間で押し寄せることが予想されている。 
■また、台風・豪雨などの災害リスクも高く、経済や人口の維持が厳しい環境にある地域である。 
■これまでに尾鷲市では、防災情報発信システムの整備や、住民主導型避難体制の推進など、積極的に防災の取り組みを行ってきたところ。

地域の防災力・復興力の向上のためには、地域経済と雇用を支える地元企業の事業継続が不可欠。 

 
 
  
 大規模地震及び津波発生時に壊滅的な被害が想定される中、具体的な避難方法や防災対策を共有するとともに、地域連携により、物流確
保や必要な資源の供給などについての早期再開に向けた検討を開始した。 
 
 
■ガソリンスタンドにおいて、プロパンガス・ガソリン併用の発電機を導入。被災時における緊急車両への確実な供給が行えるようになり、日常

的な安定供給にもつながった。 
■事業継続における「水」の重要性を再認識し、新たに井戸水を活用。水道料金の削減にも役立った。 
■サーバーのミラーリングに加えて、バックアップＨＤの厳重保管化など情報システムのバックアップ態勢を強化した。 
 
 
 地域の商工会議所・主要企業がＢＣＰに取り組むことにより、災害対応が進んでいる地域・企業として取引先からの評価を高め、事業継続力
の強化に寄与した。  

地域概要 

取組効果 
１．地方都市における、商工会議所と地場に根ざした中小企業群によるＢＣＰ構築モデル 

２．地域連携ＢＣＰ導入による個社ＢＣＰへのフィードバック例 

 
■リーダー組織の尾鷲商工会議所と有志中小企業４社（※）による個社ＢＣＰの策定 
（※スーパーマーケット、石油販売、水産加工業、水門等金属加工業といった地域の主要産業で構成） 
■沿岸に立地する地域特有の課題点の洗い出しと具体的な対策の検討 
←避難ビルの確保など、企業個社では対応が困難な行政アプローチを、商工会議所を窓口として検討 
■尾鷲市が防災研究者と開発した「動く津波ハザードマップ」を用いた被害イメージの共有、机上訓練 
■尾鷲商工会議所会員企業や市民向けの取組報告会の実施 

実施内容 

３．外部への訴求ポイント 

資料提供：経済産業省中部経済産業局 

地域一体でのＢＣＰ等の取組＜三重県尾鷲市地域企業群＞ 



 
■当該地域は、南海トラフ巨大地震での津波被害が想定される地域。 
■株式会社大塚製薬工場は、災害時に欠かせない輸液の供給メーカー（国内シェア５０％超） 
 南海トラフ巨大地震等を想定し、BCPを経営計画に組み込み整備済。 
■平成２４年１０月に、同社と鳴門市は大規模な災害が発生した場合の食糧、飲料水等の生活必需物資提
供、住民の施設の受入れ等を盛り込んだ災害時応援協定を締結。また、同社は、工場周辺の自主防災
会と共に防災活動に取り組んでいる。（自社社員が周辺地域に居住されている。） 

地域概要 

実施内容 
■同社は、平成２５年９月に周辺地域住民、消防署、警察、学校関係者など
を招き、地域の津波避難ビルに指定されている同社工場屋上の見学会を
開催。 

■平成２７年３月２９日に、同社と工場周辺自主防災会は、工場の屋上倉庫
に防災資機材を備蓄実施。このほかに南海トラフ巨大地震を想定した津
波避難訓練を実施。 

■同社と工場周辺自主防災会による連携に留まらず、地域の小中学校、 
 警察署及び消防団等との連携にも発展。 

工場を使った 
避難訓練の様子 

避難場所 
見学会 

情報提供：株式会社大塚製薬工場の協力の下、内閣府防災で資料作成 

 
■同社と工場周辺自主防災会（３地区）は共同して、地域の防災活動について取り決める 
 「地区防災計画」の制定に向けて検討開始。 

今後の取組 

地域一体でのＢＣＰ等の取組＜大塚製薬工場と周辺地域（徳島県鳴門市）＞ 



 日常の業務で使えるものは活用 
     日常の業務で利用できるもので、災害時に活用できるものがあります。 
（たとえば非常電源は、災害だけでなく不測の停電対応でも利用可。リスクへの意識。） 
  

 

 何故取り組むのか「問題意識の明確化」と「社内での共有」 
     実効性のあるものにするため、経営者をはじめ役員・従業員に事業継続 の 
  重要性について認識し、取り組みを「会社全体での取り組み」、「企業文化」と 
  していくことが大切です。 
 

 常に確認し、不備の事項や課題を検証し、見直していく 
   防災訓練などや取引先との事業継続に係る検討などを契機として、不備な事項 
  や課題を洗い出し、その都度、見直しを図る。（不要な事項は止める） 

 まずは対応できることから取り組む 
     最初から一定程度のレベルの取り組みは無理でも、ステップアップしていくこと。 
 （初歩的な「社員の安否確認方法の確認」や「社内の安全点検とそれらに基づく改修」など） 
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平時から災害に備えるためのポイント(まとめ) 



Ⅱ．ＢＣＰ策定を促進するための 
     国の支援策 

18 
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左のグラフは中小企業におけるＢＣＰの
認知度です。 
ＢＣＰをよく知っており必要であると考え
ている中小企業は全体の１／４。 
また聞いたことがあり必要であると考え
ている企業を含めると６割を超えます。 
 

中小企業におけるＢＣＰ策定状況 

②中小企業におけるＢＣＰの認知度 

①中小企業におけるＢＣＰ策定状況 
中小企業におけるＢＣＰ策定済みの企業は 
１５％です。 
企業の規模別で見ると右の図のとおり、企業規
模が大きくなる程、策定率が高くなっていること
がわかります。 
 

全体 企業の規模別 



http://www.bmaa.or.jp/html/news20130315.html  

「中小企業・中小企業支援機関における 
災害対応・BCP事例集」 
（西日本編・東日本編） 

（一般財団企業共済協会作成） 

http://www.chuokai.or.jp/kumiai/BCP.html  

「組合向けＢＣＰ策定運用ハンドブック」  
（全国中小企業団体中央会作成） 

中小企業ＢＣＰ策定運用指針（第２版） 
～ＢＣＰの策定・運用に必要な事項を、事例なども入れながらわかりやすく解説した支援ツール～ 

1. ＢＣＰに初めて取り組む方でも容易に策定できる内容と
なっている「入門コース」から、徐々にレベルを上げた「基
本」、「中級」、「上級」の４コースを用意しており、策定され
る方が自分のレベルに合ったコースを選択し、策定するこ
とができ、訓練等の運用を通じて、改善（ステップアップ）
していくことができるように工夫。 

2. 必要な様式等は、ＨPダウンロードが可能。 

災害対応事例集等の紹介 

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

 ＜中小企業庁ＢＣＰリーフレット＞ 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2014/141015BCPcheck.pdf  

＜チェックリスト＞ 
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中小企業庁のＢＣＰ策定支援の取組 

http://www.bmaa.or.jp/html/news20130315.html
http://www.chuokai.or.jp/kumiai/BCP.html
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2014/141015BCPcheck.pdf


名称：社会環境対応施設整備資金（ＢＣＰ関連） 

対象：中小企業庁が公表するBCP策定運用指針（以下、中企庁指針という。）に則り、策定したBCPに基づき、防 
         災に資する施設等の整備を行う中小企業者 
           ※中企庁指針による入門、基本、中級、上級の各コースが対象。なお、自治体や団体等発行のマニュアル等であっても、中企庁指針に則っ   
              ていれば対象とする。） 

取扱金融機関：日本政策金融公庫（中小企業事業、国民生活事業） 

貸付対象： 
 ○設備資金：施設の耐震化、自家発設備の設置、倉庫の防火対策、機械の転倒・転落防止対策、データバック 
                    アップ設備設置、窓ガラス飛散防止対策など（※施設の建て直し、移転を含む。） 
 ○運転資金：耐震診断に必要となる運転資金 
 
貸付限度額及び貸付利率： 
  （中小企業事業） 
    ○貸付限度額：７億２千万円（うち、運転資金２億５千万円） 
        ○貸付利率   ：【設備資金】２億７千万円まで：基準利率－０．６５％ 

                      ２億７千万円超：基準利率 
              【運転資金】基準利率－０．４％ 

  （国民生活事業） 
    ○貸付限度額：７，２００万円（うち、運転資金：４，８００万円） 
    ○貸付利率   ：【設備資金】基準利率－０．６５％  

              【運転資金】基準利率－０．４％  
 
    ※両事業ともに、耐震改修促進法に基づく特定既存耐震不適格建築物等の耐震改修を行う者が必要とする設備資金 
       については、貸付利率を基準利率から－０．９％引き下げる。 

中小企業庁のＢＣＰ指針に基づく融資制度 

21 （注）上記の融資制度は、第１９０国会（通常国会）で審議・成立後、平成２８年４月からの措置内容。  



対象 ガイドラインの名称 策定者 策定時期 ＵＲＬ 

民間企業等 新型インフルエンザ等対策ガイドライン 内閣官房 平成25年6月 （総合ページ） 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html  

あらゆる 
企業・組織 

事業継続ガイドライン第三版－あらゆる危機的事象
を乗り越えるための戦略と対応－ 内閣府 平成25年8月 

（総合ページ） 
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/topics/index.ht
ml  

民間企業等 地方公共団体におけるICT部門の業務継続計画
（ICT-BCP）初動版サンプル 総務省 平成25年5月 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/01gyosei07_02000013.html  

金融機関 

主要行等向けの総合的な監督指針 

金融庁 平成25年8月 
（法令・指針等のページ） 
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city.pdf 
 

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 

保険会社向けの総合的な監督指針 

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 

医療機関 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第
4.1版 厚生労働省 平成22年2月 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0202-4.html  

食品産業 
～新型インフルエンザ対策～食品産業事業者等のため
の事業継続計画（簡易版）の策定及び取組の手引
き 

農林水産省 平成21年6月 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/bcp.html 

水産業 漁業地域における水産物の生産・流通に関する 
ＢＣＰ策定ガイドライン（案） 水産庁 平成27年3月 http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_hourei/pd

f/bcp.pdf  

民間企業等 ＩＴサービス継続ガイドライン 経済産業省 平成20年9月 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles
/itsc_gl.pdf  

民間企業等 事業継続計画策定ガイドライン 経済産業省 平成17年3月 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2005_J
igyoKeizokuKeikakuSakuteiGuideline.pdf 

中小企業 中小企業ＢＣＰ策定運用指針～緊急事態を生き抜くため
に～ 中小企業庁 平成24年3月 http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/ 

建設業 土木工事の一般競争入札にＢＣＰの項目を追加 

国土交通省 

平成22年4月 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002348.html  

下水道 下水道ＢＣＰ策定マニュアル（地震編）～第１版～ 平成21年11月 http://www.mlit.go.jp/common/000053136.pdf  

港湾 港湾の事業継続計画策定ガイドライン 平成27年3月 http://www.mlit.go.jp/common/001084472.pdf  
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国や業界団体の主なＢＣＰガイドライン 

＜１．国が策定した主なＢＣＰガイドライン＞ 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/topics/index.html
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/topics/index.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei07_02000013.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei07_02000013.html
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0202-4.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_hourei/pdf/bcp.pdf
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_hourei/pdf/bcp.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/itsc_gl.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/itsc_gl.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2005_JigyoKeizokuKeikakuSakuteiGuideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2005_JigyoKeizokuKeikakuSakuteiGuideline.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002348.html
http://www.mlit.go.jp/common/000053136.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001084472.pdf
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/bcp.html
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＜２．業界団体等が策定した主なＢＣＰガイドライン＞ 
対象 ガイドラインの名称 策定者 策定時期 ＵＲＬ 

銀行 震災対応にかかる業務継続計画（ＢＣＰ）に関するガイド
ライン 全国銀行協会 平成24年3月 http://www.zenginkyo.or.jp/news/2012/03/16150000.html  

証券 会員の緊急時事業継続体制の整備に関するガイドライン 日本証券業協会 平成17年6月 http://www.jsda.or.jp/shiryo/web-
handbook/101_kanri/files/c0241.pdf 

食品卸売市
場 

事業継続計画 策定のイメージと解説 【青果市場卸売業】
（新型インフル） 

株式会社損保ジ 
ャパン・リスクマネジ
メント 

平成21年12月 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/kaisetsu_seika.pdf 

自動車部品 ＢＣＰガイドライン初版 日本自動車部品
協会 平成25年3月 http://www.japia.or.jp/info/BCPguideline.pdf 

電機・電子・
情報通信 

 電機・電子・情報通信産業 
ＢＣＰ策定・ＢＣＭ導入のポイント 
～取り組み事例と課題～ 

電子情報技術産
業協会／ 
情報通信ネット 
ワーク産業協会 

平成20年1月 http://www.jeita.or.jp/japanese/hot/2008/0115/BCPBC
M_2008.pdf  

中小企業 中小企業ＢＣＰステップアップ・ガイド（４．０版） 事業継続推進機
構 平成20年11月 http://www.bcao.org/data/01.html  

中小企業 ＢＣＰ策定ガイド 東京商工会議所 平成25年3月 http://www.tokyo-cci.or.jp/survey/bcp/  

物流 自然災害時における物流業のＢＣＰ作成ガイドライン 日本物流団体連
合会 平成24年7月 http://www.butsuryu.or.jp/images/pdf/news/255.pdf 

建設 建設ＢＣＰガイドライン―大規模自然災害に備えた建
設会社の行動指針― 

日本建設業団体
連合会 平成24年3月 http://www.nikkenren.com/publication/pdf/67/bcpguide

line.pdf 

建設 地域建設企業における「災害時事業継続の手引き」 全国建設業協会 http://www.zenken-net.or.jp/wp-
content/uploads/zenken-jktebiki.pdf 

中小トラック
運送 

中小トラック運送事業者のための 
リスク対策ガイドブック 

全日本トラック 
協会 平成24年9月 http://www.jta.or.jp/keieikaizen/skillup_site/BCP_guide.

pdf  

不動産 不動産協会事業継続ガイドライン 不動産協会 平成19年11月 https://www.fdk.or.jp/k_etc/pdf/guideline01.pdf  

 出典：関係省庁の協力のもと作成 

 ※ 生命保険協会、日本損害保険協会、食品卸売業界、日本チェーンストア協会、日本百貨店協会、新日本スーパーマーケット協会、日本スーパーマーケット協会、 
   日本貿易会、日本ホテル協会においては、ＢＣＰガイドラインを策定していますが、非公表となっております。 

http://www.zenginkyo.or.jp/news/2012/03/16150000.html
http://www.jsda.or.jp/shiryo/web-handbook/101_kanri/files/c0241.pdf
http://www.jsda.or.jp/shiryo/web-handbook/101_kanri/files/c0241.pdf
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/kaisetsu_seika.pdf
http://www.japia.or.jp/info/BCPguideline.pdf
http://www.jeita.or.jp/japanese/hot/2008/0115/BCPBCM_2008.pdf
http://www.jeita.or.jp/japanese/hot/2008/0115/BCPBCM_2008.pdf
http://www.bcao.org/data/01.html
http://www.tokyo-cci.or.jp/survey/bcp/
http://www.butsuryu.or.jp/images/pdf/news/255.pdf
http://www.nikkenren.com/publication/pdf/67/bcpguideline.pdf
http://www.nikkenren.com/publication/pdf/67/bcpguideline.pdf
http://www.zenken-net.or.jp/wp-content/uploads/zenken-jktebiki.pdf
http://www.zenken-net.or.jp/wp-content/uploads/zenken-jktebiki.pdf
http://www.jta.or.jp/keieikaizen/skillup_site/BCP_guide.pdf
http://www.jta.or.jp/keieikaizen/skillup_site/BCP_guide.pdf
https://www.fdk.or.jp/k_etc/pdf/guideline01.pdf


Ⅲ．中小企業庁の災害対策 
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１．災害救助法の適用に伴う措置 

①特別相談窓口の設置 
 ⇒・日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、経済産業局等 
②災害復旧貸付 
 ⇒・基準利率（貸付期間５年間）：中小企業事業１．３０％、国民生活事業１．４５％（平成２８年２月現在（毎月改定）） 
   ※国民生活事業は基準利率（災害貸付）の利率 
  ・貸付限度額：日本政策金融公庫中小企業事業１億5,000万円（別枠） 
  ・貸付限度額：国民生活事業３，０００万円（各貸付制度の限度額に上乗せ）、商工中金１億５，０００万円(別枠) 
③セーフティーネット保証４号（※災害救助法で指定された地域で適用） 
  ・保証限度額（別枠）：普通保証２億円、無担保保証８，０００万円、特別小口保証１，２５０万円（借入額の１００％を保証） 
④既往債務の返済条件緩和等の実施（被災者の実情に応じて弾力的に対応） 
  ・日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会等 
⑤小規模共済災害時貸付の即時実施（中小企業基盤整備機構）（※災害救助法で指定された地域で適用） 
  ・積立掛金の範囲内で原則上限１，０００万円、貸付期間５年以内で融資（窓口は商工中金の各支店） 

２．激甚災害の指定による措置 

①中小企業信用保険法の特例（災害関係保証）  
 ⇒・一般保証と同額（普通保証２億円、無担保保証８千万円、特別小口保証１，２５０万円）   
   を別枠（災害関係保証枠）で保証（借入額の１００％を保証）。（市町村の罹災証明が必要） 
  ・保証協会への保険塡補率を引き上げ（７０％→８０％） 
  ・保険料率の引き下げ（０．９７％→０．４１％） 
②事業協同組合等の災害復旧事業への補助（本激のみ） 
 ⇒・本激（都道府県単位以上）を対象に、都道府県が３／４以上を補助する場合、中小企業共同施設を対象に、 
   国は県補助分の２／３を補助（国は実質１／２を補助） 
③災害復旧貸付の利率の引き下げ（日本政策金融公庫、商工中金） (市町村の罹災証明が必要） 
  ⇒・貸付額のうち１,０００万円を限度に当初３年間、貸付利率から０．９％引下げた利率を適用。 

中小企業庁の災害対応の流れ 
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平成26年8月19日からの大雨 
（広島県） 

平成26年8月15日 
からの大雨 

(京都府・兵庫県等) 

平成26年 
長野県北部地震 
（長野県等） 

御嶽山噴火（平成26年9月）
（長野県 等） 

口永良部島の噴火 
（平成27年5月）（鹿児島県） 

 
 
 
 
 
 

平成27年9月関東・東北豪雨 
（茨城県、栃木県、宮城県） 

平成27年台風第21号 
（沖縄県） 

中小企業庁が初動措置を講じた平成26年度・平成27年度・平成28年度の災害 
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平成26年台風第11・12号 
（高知県、徳島県 等） 

平成26年台風第8号 
（長野県、山形県 等） 

平成28年熊本地震 
（熊本県 等） 

平成28年8月16日からの 
台風7･9･10･11号の豪雨

（北海道、岩手県） 

平成26年12月5日からの大雪 
（徳島県等） 

平成28年 
鳥取県中部地震 

（鳥取県） 
 
 
 
 
 
 



Ⅳ．参考 
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根室沖の地震（Ｍ７.９程度）の 
３０年以内の発生確率：３０～４０％ 

南関東地域におけるＭ７クラスの地震の
３０年以内の発生確率：７０％程度 

日本の中枢機能の被災が懸念 

海溝型地震 

直下型地震 

Ｍ８クラスの大正型関東地震の 
３０年以内の発生確率：０～５％程度 

首都直下地震 
Ｍ７クラスの直下地震 

東北地方太平洋地震 
（東日本大震災）の震源域 

日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震 

Ｍ８クラスの海溝型地震 
・大正関東地震タイプ 

東海地震 

南海トラフ地震 
・東海、東南海、南海地震の 
 単独、２連動、３連動の地 
 震、最大クラスの地震 

西日本全域に及ぶ巨大地震 

南海トラフで発生するＭ８から 
Ｍ９クラスの地震の３０年以内 
の発生確率：７０％程度  

概ね１００年～１５０年の間隔で大規模な地震が
発生。安政東海地震（１８５４）から１６１年間
大地震が発生していないため相当なひずみが蓄積
されており、いつ発生してもおかしくない。 

予知の可能性のある地震 

 我が国は、地震多発国で、①日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、②首都直下地震、③東海地震、④南海
トラフ地震の発生が危惧されています。 
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日本で危惧される大規模地震 
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本日は、ご清聴ありがとうございました。 
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