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０．はじめに

０．１ 本計画の目的

当社における本計画作成の目的は、次の通りである。

（１） 想定される災害が発生しても、被災を最小限にとどめるよう予めリスク回避、低減の対策を講じる。

（２） 想定される災害が発生したとき、従業員の安全、人命の確保と負傷の回避を図る。

（３） 万一被災しても、顧客への納入を維持し、取引先と継続できる信頼関係を構築する。

（４） 万一被災しても、早期復旧を計画し社員の雇用確保が図れる仕組みを作る。

（５） 万一被災し事業が中断しても、協力し合い事業を継続させる意識の高い企業体質を形成する。

　　０．２ 企業概要

　　０．３ 組織図

1

No. 項　　目

1 会社名

2 住所

3 業種

4 売上高（年間）

5 従業員数

6 設立年（西暦）

7 主な顧客の種類（業種等）

8 主な設備（機械・装置等）

9 事業の特徴

10 想定災害の種類

　××億

　××名

　×××年

　電力機器メーカー、住宅設備機器メーカー、自動車メーカー

　鍛造用プレス機、ダイカストマシン、精密切削加工機、測定機器、etc

　鍛造・鋳造等の塑性加工から精密切削加工及び表面処理・組立加工ま
での品質保証を行える企業

震度6強程度の地震、台風による風水害
津波、高潮、河川の氾濫による水害

内　　容

　株式会社Ａ社

　福岡県Ｂ市○○○

　製造業



１． 基本方針

１．１ ＢＣＰの基本方針

当社は大災害被災時、事業の継続を図る仕組みを作ることで、従業員の安全確保、雇用の維持、

取引先との取引維持、顧客その他の信用・信頼の確保、合わせて経営安定の確保を目指す。

そのため、事業継続計画（狭義のＢＣＰ）の策定により、計画立案による不測の事態への備えと、

不測の事態発生時の早期復旧への運用を規定する。さらに、ＢＣＭＳ（広義のＢＣＰ）の仕組みを作り、

常に事業継続に対する意識が高い企業体質・企業文化の構築を目指す。

※ＢＣＰ ： Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ （事業継続計画）

※ＢＣＭＳ ： Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ （事業継続マネジメントシステム）

２． 計画

２．１．１ 対象災害の特定

　当社の置かれた地理的リスク要因、過去の被災状況、今後可能性のある災害等を考慮し、当社の

事業を継続する上で特に重要と思われる災害について検討した結果、当社の想定する災害は、以

下の通りとする。（【様式①：企業基本情報】）を参照）

（１） 震度６強程度の地震の発生、及び津波による被害

（２） 台風による風水害、並びに河川の氾濫（洪水）による被害

２．１．２ 対象被害の情報

　当社が立地する場所において、対象としている災害の過去情報、発生した場合の想定被害は

次のとおりである。

(1)福岡県の特性

福岡県は玄界灘、響灘、周防灘、有明海によって三方を海に囲まれ、背振山地、英彦山山地、

釈迦岳山地、筑肥山地などを境界として隣県と接する。また、これらの山地をぬって筑後川や遠賀川

などの一級河川が流下して筑後平野、遠賀平野、筑豊盆地などの平地を形成する。

有明海沿岸はわが国最大の干満差をなし、最大６ｍに達し、海岸延長は約４７km、海岸保全施設の

有効延長は約５１kmで、昔から干拓された海岸堤防が連なり、天然海岸は皆無である。

　背後は、満潮面以下の農地、宅地が多く、地質は厚い沖積層の粘土質シルトの軟弱地盤であり、　　　

台風等による高潮対策とともに軟弱地盤対策が必要である。

 　北九州工業地帯は、その大部分が港湾施設、工業用地、埋立護岸等で海岸を形成している。

県内の活断層としては「新編日本の活断層(1991)」等によると、主なものとしては以下の６断層(系)

をあげることができる。

  ①小倉東断層、②福智山断層、③西山断層系、④警固断層系、⑤水縄断層系、⑥宇美断層

これらの断層はいずれも④⑤を除き歴史時代には活動していないが、ほぼ確実に活断層である

と推定されている。　

（2） 福岡地方の過去の災害情報

    ①　地震動による被害

福岡県は、他の地域と比べると地震によって被害を受けた経験が少ないといわれてきたが、2005年

3月20日に福岡県西方沖（福岡市の北西約30㎞）を震源とする最大震度６弱の地震（深さ9㎞、マグニ

チュード7.0）が発生した。

 1904年に近代的地震観測が開始されて以降これまでの間、福岡管区気象台での有感地震記録による

と、福岡県内では福岡県西方沖の地震が発生した2005年3月20日まで震度５以上を観測したことは一

度もなく、震度４は1941年の日向灘の地震、1968年の愛媛県西方沖の地震、1991年の周防灘の地震、

1996年の日向灘の地震及び1997年の山口県北部の地震の５回である。 2



 ②　液状化による被害

2005年福岡県西方沖地震では、近年、埋め立て造成された福岡市早良区百道浜地区等の博多湾

沿岸部の広範囲で、地面に土砂を含んだ水がわき出る液状化現象が、道路やグラウンド、駐車場など

で起こった。

過去の被害では、1898年の糸島半島の地震の際に糸島半島の付け根の地域で、土地に生じた亀

裂から水や砂、塩水が噴出したとされており、液状化が発生していたと考えられる。

 ③　津波による被害

本県沿岸では、近年大きな津波は観測されていない。本県の海岸は玄界灘・響灘、周防灘、有明

海に分けられるが、これらの海岸に到達する津波の発生域としてはそれぞれ、日本海、南海トラフ・日

向灘、有明海が考えられる。

日本海では、1983年日本海中部地震や1993年北海道南西沖地震に伴い津波が発生しているが、

九州北部海岸で10数回の潮位変動が観測されたのみである。一方、周防灘では南海地震等に伴って

大分県で数十回の津波が記録されているものの、福岡県沿岸の津波の記録はない。有明海では、

地震に伴う津波はチリ地震に伴う津波が長崎県や鹿児島県の沿岸で記録されている程度である。

また、2005年福岡県西方沖地震においては、津波による被害は起こっていない。

 2011年東北地方太平洋沖地震においても、福岡県では津波による被害は起こっていない。

 火山活動に伴う地震では、1792年の雲仙火山の眉山大崩壊に伴う波高数十ｍにも及ぶ津波が発生

したことが知られている。島原半島側で約十ｍ、対岸の熊本県側で数十ｍにも及ぶ津波が発生し、

福岡県にも数ｍの津波が及んだ。記録上、福岡県沿岸での総被害がはっきりしないが、隣の佐賀領

では17名の死者、23名の負傷者が出ており、59件の家が流された、という記録がある。

　　④　台風による水害

　福岡県地方には、台風は毎年のように接近もしくは上陸している。近年では1991年に発生した

台風17号と19号の連続した台風が大きな影響を与えた。

　台風17号は、9月11日に日本の南海上で発生した第17号は発達しながら北上を開始し、沖縄

通過後は東シナ海へ進み、14日午前5時30分ごろ長崎県長崎市付近に上陸した。上陸時は中心

気圧は955ヘクトパスカルと並みの勢力にも関わらず、台風の進路となった佐賀県佐賀市では午前

6時すぎに観測史上最高となる54.3m/sの最大瞬間風速を観測するなど、九州北部一帯で40～

50m/s級の暴風が吹き荒れた。さらに、雨量も記録的で福岡県前原市では1時間の雨量が147mm

を記録するなど、暴風と降水が観測された地域があった。この大雨は西日本だけでなく、甲信越地方

まで及んだ。

　一方、台風19号は、九州上陸時の中心気圧940hPaは、1951年の統計開始以後では史上5番目。

阿蘇山で最大瞬間風速60.9m/s、広島市で58.9m/sを記録するなど、最大瞬間風速は26箇所、最大

風速は12箇所で観測記録を更新した。非公式ながら、鹿児島県下甑島の航空自衛隊ヘリ基地の

観測で、27日の13時過ぎに最大瞬間風速88m/sを記録した。日本全土に被害を及ぼし、死者62名、

負傷者1,261名が出た。保険支払額は、史上最高の5,679億円に達した。

　⑤　集中豪雨による被害

　1999年6月29日明け方より降り始めた雨は、77ミリ/1時間の豪雨を記録し、福岡市を貫流する

御笠川（福岡県管理）が氾濫するなど、福岡市街部で甚大な被害が発生し、地下に取り残された

従業員1名が亡くなった。また、博多駅周辺では1m程度の浸水被害が発生し、道路、JR、福岡市営

地下鉄の一部が運休するなど、市民生活に大きな打撃を与えた。この水害は我が国の都市部、

特に地下空間における問題提起となった。

（3） 福岡地方の今後の災害予測

　①地震および津波の予測

　内閣府が2013年３月１８日に発表した「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）」

によれば、関東から九州の太平洋岸で大被害が予想されるとしており、経済的な被害は最悪で２２０

　 兆円にのぼるとされる。福岡県においては震源地から比較的遠いものの、直接被害額が２０００億円        3



にのぼるとされる。併せて電気・ガス・水道のライフラインの供給停止や道路・鉄道の交通網の寸断も

広域に予想され、住民生活にとどまらず事業活動にも大きな影響が想定されている。

　ちなみに、北九州市小倉南区の最大震度は震度５強、津波は最大で4ｍと予測されている。

　非常に大きな脅威として、十分な警戒と備えが必要と思われる。

 　一方、政府の「活断層の長期評価」によれば、福岡県地域には多くの活断層が存在していることが

確認できる。小倉東断層、福知山断層帯、西山断層帯、宇美断層、警固断層帯、日向峠-小笠木峠

断層帯などである。今後予想される地震の規模は、マグニチュード７．０から７．６程度とされ、発生の

確率は、今後30年間に７～１３％とされている。

　地震空白地帯といわれた福岡地方で起きた福岡県西方沖地震（平成１７年）は記憶に新しいところ

である。活断層帯による地震も侮れない。南海トラフを震源とする巨大地震同様、非常に大きな脅威

として、十分な警戒と備えが必要と思われる。

②台風および水害の予測

　気象庁の過去のデータによれば、ほぼ毎年のように多くの台風が九州地方に接近している。また、

全国においてはほぼ毎年のように数回以上は上陸していることが確認できる。

　しかしながら、九州本土への上陸はこの５年間はない。そもそも九州はかつては台風銀座とまで

言われた台風の非常に多い地域である。前述の平成３年の台風１７号・１９号のように猛威を振るう

こともしばしばである。台風は九州においては今後も大いに警戒が必要な自然災害であるとの認識

のもと、十分な警戒と備えが必要と思われる。

　一方、水害については、上記台風に起因するもの、集中豪雨によるものなど、各地域において毎年

のように非常に多くの頻度で発生している。自治体が作成しているハザードマップによれば浸水の

恐れがあるとされており、前述の平成１１年６月や平成２４年７月のように短時間に記録的な集中した

豪雨が発生すれば、どの地域でも浸水は起こりやすいことを想定し、十分な警戒と備えが必要と思わ

れる。
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２．２ 中核事業の特定

当社では、事業継続のため、仮復旧活動を最優先する事を対象とした中核事業の選定に際し、その選

定要素として、事業毎の売上貢献度と主要取引先維持の２点を揚げる。

その結果、事業毎の売上シェアは電力部品事業が最も高く、収益性に関しても他の事業より付加価値が

高い為、電力部品事業を中核事業として位置づける。

中核事業を構成する業務は以下（１）～（５）である。（【様式②：中核事業の絞り込み】）を参照）

（１） 受注工程 （４） 組立・検査工程

（２） 塑性加工工程 （５） 出荷工程

（３） 精密切削加工工程

その中で復旧活動を最優先する業務(工程）は「塑性加工工程」とし、想定した災害による不測事態発

生に関わる業務中断が発生した場合、「塑性加工工程」の復旧に全ての経営資源を集中した対応を図る。

２．３中核事業の業務分類

２．３．１ 中核事業の業務プロセスの確認

当社では、想定した災害による不測事態に関わる業務の中断が発生した場合、中核事業の復旧を行

う為、同事業の業務プロセスの抽出を行うとともに、各活動単位の経営資源構成要素を洗い出し、中

核事業復旧に関わる要因分析を行った。（【様式③：中核事業の業務分類】）を参照）

２．４影響度評価と目標復旧時間の設定

２．４．１ 各業務の業務中断の影響度評価

【様式④：影響度評価と目標復旧時間の設定】により、各業務中断の影響度を「業務中断時間」、

「金銭的な影響」、「取引先への影響」の項目で評価を実施した。

２．４．２ 各業務の業務ごとの目標復旧時間の設定

【様式④：影響度評価と目標復旧時間の設定】により、各業務中断の影響度を評価した結果、特に重

要な業務における目標復旧時間を、以下の内容で設定した。

（１） 受注工程 5日 （４） 組立・検査工程　　  　3日

（２） 塑性加工工程 7日 （５） 出荷工程　　　　　　　  3日

（３） 精密切削加工工程 3日

各業務の目標復旧時間を考慮し、全体の復旧目標時間を３日と設定する。

なお、当該事業の目標復旧レベルは、通常生産レベルの８０％とする。

２．５ 各業務に必要な経営資源の確認

【様式⑤：各業務に必要な経営資源の確認】により、各事業毎に必要な経営資源を確認した。

主な経営資源は以下に設定し、各資源後の項目と、その内容（具体的なレベル）を確認した。

① 人 ④ 通信

② 機械装置・設備 ⑤ 外注・サプライヤー

③ ＩＴ・データ ⑥ インフラ・その他

確認の結果は【様式⑤：各業務に必要な経営資源の確認】を対象業務毎に参照のこと。

２．６ 各業務が受ける被害の想定とリスク評価

【様式⑥：各業務が受ける被害の想定とリスク評価】により、各事業毎に当社の想定する対象災害に

ついて、経営資源ごとに、事業継続に影響が大きいと想定される被害を抽出し具体的にまとめた。

また、抽出した想定被害が経営資源に与える影響度、脆弱性、リスクレベルを評価しまとめた。

評価結果は【様式⑥：各業務が受ける被害の想定とリスク評価】を対象業務毎に参照のこと。

２．７ 各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）の検討

【様式⑦：各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）】により、各事業毎に当社の

想定する対象災害について経営資源ごとにリスク対策の検討を行った。

対策は事前対応と緊急時の対応に分けて行い、対策内容、所要時間、費用について検討結果をまとめた。

検討結果は【様式⑦：各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）】を対象業務毎に

参照のこと。 5



　 ３．実施及び運用

 　３．１ 災害発生時の対応フロー

本対応フローに関わる用語を以下に定義する

　　　　事前対応： 台風や、地震の災害発生情報をメディアから入手し、事前の対応をいう

　　　　緊急事態： 災害の発生、被災により事業が中断する事をいう

　　　　初動対応： 被災した場合の事業継続への影響度、リスクを最小限に抑える為の対応をいう

　　　　ＢＣＰ発動：初動対応状況を踏まえ、復旧に関する情報を整理し、復旧活動開始の号令を発する

　　　　復旧活動： 中断した事業を、目標復旧時間内に復旧させる為の諸活動をいう

6

緊急事態の発生 

初動対応 

二
次
災
害
の
防
止 

社
員
の
安
否
確
認 

社
員
の
招
集 

被
災
状
況
の
確
認 

手順書⑤ 

BCP発動 手順書⑨） 

手順書⑥ 手順書⑦ 手順書⑧ 

事前対応 
手順書④ 

協
力
会
社
対
応 

社
員
対
応 

資
材
対
応 

設
備
対
応 

財
務
対
応 

手順書⑪ 手順書 手順書⑬ 手順書 手順書⑮ 

復旧活動 

顧
客
対
応 

手順書⑩ 

※台風の接近、水害の恐れ 



３．２ ＢＣＰ対応体制表

当社のＢＣＰ対応体制と指揮命令系統は、以下のとおりである。

役職名 所属 主な担当業務
プロジェクトオーナー

プロジェクトリーダー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

ＢＣＰ平時運用体制

役職名 所属 主な担当業務
ＢＣＰ管理担当

教育訓練担当

予防対策担当

演習担当

緊急時対策本部

役職名 所属 主な担当業務

対策本部長

本部員

本部員

本部員

初動対応グループ

二次災害防止班

社員安否確認

被災状況確認

社員招集

復旧活動グループ

顧客対応班

協力会社対応班

社員対応班

資材対応班

設備対応班

財務対応班
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（１） 当社では、想定した災害による不測事態発生に関わる業務の中断が発生した場合、社長

　　　（代理：専務）の判断により、ただちにＢＣＰ対応体制を編成する。上記のＢＣＰ平時運用体制

　　　から緊急時対策本部の命令系統に切り替える。

（２） ＢＣＰ対応体制のＢＣＰ対策本部長は、社長とする。ただし、社長不在の場合は専務が代行

　　　する。

（３） ＢＣＰ本部長をサポートする全社情報管理を、経営管理部にて行う。

（４） 初動対応においては、初動対応グループ、二次災害防止班、社員安否確認、被災状況確認

　　　に分けて行動する。

（５） 復旧活動においては、社員招集、復旧活動グループ、顧客対応班、協力会社対応班、

　　　社員対応班、資材対応班、設備対応班、財務対応班にそれぞれ分けて行動する。

（６）従業員は、ＢＣＰ対応体制の編成に従い、各業務を遂行する。

３．３ 初動（インシデント）対応手順書

想定した災害が発生した場合、一次対応を行い、緊急に社内の被災状況を調査する。

同時に２次災害の防止、事業継続のため以下の内容で、初動対応を図る。

（１） ＢＣＰ本部長により、初動対応が発令される。

（２） 初動対応は、避難、初期防災活動及び被害状況の把握を主な目的とする。

（３） 避難は、ＢＣＰ本部長の非難命令の発動により、【様式⑬：避難計画・避難経路図】に

　　　基づいて、所定の避難場所に、所定の避難経路を参考に実施する。

（４） 初期防災活動は、自社の防災計画（自衛消防組織）に従い、人命救助、負傷者の治療、

　　　従業員、その他家族の安否確認、二次災害の防止などを行う。

（５） 被災状況の把握は、本部員（役員職）の指示に従い、人的被害・建物・設備等の物的

　　　被害、通信システム、ライフライン等について正確に把握する。

（６） 全社情報管理を行う経営管理部では、福岡県内、北九州市内、その他

　　　マスコミ等の情報収集を行う。

（７） 状況に応じて、地域の被災住民の支援など地域への支援活動も検討する。

初動対応の詳細については、

【手順書④ 初動対応「一次対応・二次災害の防止」】

【手順書⑤ 初動対応「社員の安否確認」】

【手順書⑥ 初動対応「被災状況の確認」】

【手順書⑦ 初動対応「社員の招集」】を参照する。

※ 一次対応： 当社においては初動対応の他に、インターネット、テレビ等で地震、台風、

ゲリラ豪雨の予報の情報を入手した場合の対応として【手順書③：一次対応】を設定する。
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３．４ ＢＣＰ発動対応手順書

ＢＣＰの発動は、ＢＣＰ対策本部長から、以下の期順により判断し、宣言を行う。

（１） 初動対応の避難が概ね終了し、復旧活動への人員が確保できる状況となっているか

（２） 初動活動の、初期防災活動における、人命救助、負傷者の治療、従業員・その他の

　　　家族の安否確認、二次災害の防止などが進み、復旧活動への展開が可能な状況であるかどうか

（３） 初期活動における、人的被害、建物・設備等の物的被害、通信システム、ライフライン

　　　等について、被害状況の把握が進み、復旧活動への展開は可能かどうか

（４） 仕入先、納品先等の事業活動、公共インフラの回復等、事業再開に向けた社外の環境はどうか

（５） 当社の中核事業において、事業継続の対応策に基づいて、復旧活動が推進できる状況

　　　が整ってきているか

初動対応の詳細については、【手順書⑧-1、⑧-2、⑧-3 BCP発動対応】を参照する。

３．５ 復旧活動手順書

３．５．１ 仮復旧活動

ＢＣＰ発動により、中断した中核事業の目標復旧時間内の業務再開を目指す。当社の中核

事業は全工程であり、仮復旧活動は以下のとおりである。

（１） 中核事業の目標復旧時間は3日とする。また復旧のレベルは８０％程度とする。

（２） ＢＣＰ対策本部長は、当社のＢＣＰ体制表に従い、直ちに全社管理室の情報に基づいた

　　　仮復旧行動計画書の作成を取りまとめる。

（３） 仮復旧行動計画に基づき、各班は以下の対応を実施する。

・顧客対応班は【手順書⑨ 復旧活動「顧客対応」】に順じ、顧客への被害状況の内容

  を伝えるとともに、復旧の見込みについて説明を行う。

・協力会社対応班は、【手順書⑩ 復旧活動「協力会社対応」】に順じ、今後の納品等

  について説明を求め、必要に応じて一時的に他社への代替生産等の調整を行う。

・社員対応班は、【手順書⑪ 復旧活動「社員対応」】に順じ、従業員の安否確認や

  被災状況を共有するとともに、当社の事業継続活動の方針を説明する。

・資材対応班は、【手順書⑫ 復旧活動「資材対応」】に順じ、通常ルートの調達が困難

  な場合は、代替ルートの調整等を行い、資材の確保を行う。

・設備対応班は、【手順書⑬ 復旧活動「設備対応」】に順じ、建屋、設備の被害状況

  の復旧、インフラの早期復旧の調整等を行う。

・財務対応班は、【手順書⑭ 復旧活動「財務対応」】に順じ、当面必要な運転資金の確保を行う。

３．５．２ 本復旧活動

複数の業務が中断している場合、ＢＣＰ対策本部は状況を判断し、復旧優先の順位を立てるが

最優先は、成形工程としその他の工程について順位を立てるものとする。

（１） 通常業務レベルへの目標復旧時間は３０日とする。

（２） ＢＣＰ対策本部長は、当社のＢＣＰ対応体制表（状況に応じて本復旧への再編成を行う）

　　　に従い、直ちに全社管理室の情報に基づいた本復旧行動計画書の作成を取りまとめる。

（３） 本復旧行動計画に基づき、各班は本復旧活動を行う。手順については、仮復旧活動の手順に

      準拠する。

３．６ 財務計画

財務管理班は、ＢＣＰ対応に関わる財務計画を、【様式⑧ ： 緊急時資金繰り計画表】に従い

作成する。検討すべき内容は次のとおりである。

・被災に関わる復旧費用の積算

・業務中断期間の損失（営業利益減）の積算

・手持ち資金の積算

・資金調達の是非の確認

・資金調達先の検討

ＢＣＰ対策本部長は、この緊急時資金繰り計画表を確認し、実行の判断を行なう。 9



４．教育・訓練

４．１ 教育・訓練計画

当社ではＢＣＰへの意識定着を図るため【様式⑨：教育・訓練計画書】に従い、教育・訓練を行う。

（１） 教育については、毎年２回実施する。

・毎年5月に一般従業員を対象として、防災・ＢＣＰ意識向上を目的とした教育を行う。

・毎年6月に管理監督者を対象として、ＢＣＰ運用管理を目的とした教育を行う。

（２） 訓練については、毎年2回実施する。

・毎年7月に全従業員を対象として、台風による風水災害を想定した訓練を行う。

・毎年9月に全従業員を対象として、地震災害を想定した訓練を行う。

５．点検・是正・見直し

５．１ 点検

当社では経営管理部長の指示の下、各部門長が【様式⑩：ＢＣＰ運用チェックリスト】に従い、年

に１回（２月）点検を行う。

各部門長は、定められた期日内に経営管理部長宛にＢＣＰ運用チェックリストの提出を行う。

経営管理部長は、定められた期日内に各部門のＢＣＰ運用チェックリストのとりまとめを行う。

５．２ 是正

当社では教育・訓練の活動状況及びＢＣＰ運用チェックリストの内容を精査し、不具合事項につい

て改善、修正及び追加の是正案を立案する。

この是正案に基づいて、年に１度（３月）ＢＣＰ会議を開催する。ＢＣＰに関わる教育・訓練の活

動及びＢＣＰ運用チェックリストによる点検結果を確認し、状況に応じた是正処置等に関する協議

を行い是正案を取りまとめる。

５．３ 見直し

役員は、ＢＣＰ会議において取りまとめた是正案に基づいて年に1度（××月）見直し会議を実施

する。

役員はこの会議の結果を基に、必要に応じて予算計画を含めたＢＣＰ計画全体の見直しを行なう。
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【様式①：企業基本情報】

No. 項　　目

1 会社名

2 住所

3 業種

4 売上高（年間）

5 従業員数

6 設立年（西暦）

7 主な顧客の種類（業種等）

8 主な設備（機械・装置等）

9 事業の特徴

10 想定災害の種類

【様式②：中核事業の絞り込み】

No. 項　　目

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位

電力部品事業 住設部品事業 自動車部品事業 その他

2
同上ごとの売上シェア

（　％　）
41% 40% 15% 4%   %

3 優先度理由

4 対象事業（範囲）の特定 ○

内　　容

内　　容

　株式会社Ａ社

　福岡県Ｂ市○○○

　製造業

売上高、収益性、公共性、社会機能維持

1
商品・サービスの
種類（事業）

　××億

　××名

　×××年

　電力機器メーカー、住宅設備機器メーカー、自動車メーカー

　鍛造用プレス機、ダイカストマシン、精密切削加工機、測定機器、
etc

　鍛造・鋳造等の塑性加工から精密切削加工及び表面処理・組立
加工までの品質保証を行える企業

震度6強程度の地震、台風による風水害
津波、高潮、河川の氾濫による水害

11



【様式③：中核事業の業務分類】

業務名：受注 業務名：塑性加工 業務名：精密切削加工 業務名：検査・組立 業務名：出荷

社内材料確認依頼
社内材料在庫チェック
金型設計
社内製造現場用図面設計
工程計画作成
組立計画
材料注文
金型注文
材料入荷
材料確認

鍛造試作材料切断
鍛造材料切断
鍛造
抜き
鍛造トライ
鍛造試作検査

外径機械加工
内径機械加工

社内加工品検査
外注品受入れ検査
仕上げ検査
検積作成
塗装
ショットブラスト
仕上げ検査
組立

梱包作業
発送伝票
納品書作成
生産数量管理
在庫台帳入力・台帳管理
請求書発行
経理処理
代金回収

業務を構成する主な経営資源 業務を構成する主な経営資源 業務を構成する主な経営資源 業務を構成する主な経営資源 業務を構成する主な経営資源

技術営業スタッフ
製造部スタッフ
調達グループスタッフ
事務スタッフ
パソコン、電話機、FAX機
コンピューターソフト

切断機
鍛造プレス機
検査器

精密加工機
MC旋盤
複合NC旋盤

検査スタッフ
組立スタッフ
3次元測定器
検査・試験器

出荷スタッフ
事務スタッフ
経理スタッフ
パソコン、電話機、FAX機
コンピューターソフト
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【様式④：影響度評価と目標復旧時間の設定】

中核事業名 [　　　　電力事業　　　　　] ※中核事業全体の目標復旧時間：7日、目標復旧レベル：８０％

業務名 業務中断時間
金銭的な
影響

取引先への
影響

目標
復旧時間 目標復旧時間決定の理由

1日未満 無 無

1～3日 小 小

4～7日 小 小

8日～1ヶ月 中 中

2ヶ月目～3ヶ月 大 大

4ヶ月～ 大 大

1日未満 無 無

1～3日 小 小

4～7日 小 小

8日～1ヶ月 中 中

2ヶ月目～3ヶ月 大 大

4ヶ月～ 大 大

1日未満 小 小

1～3日 小 小

4～7日 中 中

8日～1ヶ月 大 大

2ヶ月目～3ヶ月 大 大

4ヶ月～ 大 大

1日未満 小 小

1～3日 中 中

4～7日 大 大

8日～1ヶ月 大 大

2ヶ月目～3ヶ月 大 大

4ヶ月～ 大 大

1日未満 無 無

1～3日 小 小

4～7日 小 小

8日～1ヶ月 中 中

2ヶ月目～3ヶ月 大 大

4ヶ月～ 大 大

※大・中・小・
無で記入

※大・中・小・
無で記入

【凡例】
影響度小：事業への影響は多少あり
影響度中：事業への影響は深刻な状態
影響度大：事業への影響は極めて重大

出荷 3日

担当者が専属で決まっているが、事務系のスタッフ
の中で少し指導をすればある程度誰でも出来る内容
である。
経理についてはネットバンキングを使用しているので
ネットワーク環境が復旧のカギとなる。電力を必要と
する為、電力復旧もカギとなる。

組立検査 3日
人手の作業となるため、要員確保が必要。またコンプ
レッサー等に電力を使用するため、電力復旧がカ
ギ。

受注 5日

受注データはネットワーク内のフォルダに保存されて
いる。注残担当責任者は1名。外注担当責任者は1
名。他工場に同システムがある為、取り込みは可能。
電力を必要とする為、電力復旧がカギ。※電力復旧
を前提とする。

精密切削加工 3日
切削工程は、電気が復旧し、コンプレッサーの作動と
機械精度が確認できれば、加工を再開できるため

塑性加工 ７日

塑性加工は、製造工程の最初のプロセスとなる為、
一早く復旧しないと、後工程への供給ができない。
予備設備が無い為、早期修理が必要。加工機に電
力、水、ガスが必要な為、ライフラインの早期復旧が
カギとなる。
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【様式⑤：各業務に必要な経営資源の確認】

評価対象業務：[　受注　　　　　　　　　　　]

経営資源 項目（抽出し適宜追加） 具体的なレベル

受注担当者 ×人（最低必要人数は×名）

スキル 実務経験×か月以上。

工程担当 現状×人で対応。（最低必要人数は×名）

スキル 実務経験×年以上。

調達担当 現状×人で対応。（最低必要人数は×名）

スキル 実務経験×年以上。

建屋（工場・事務所） ××××年建設

パソコン デスクトップタイプ×台。ノートタイプ×台あり。（最低必要台数は、いずれかで×台）

ネットワークシステム 有線・無線式双方有。

レーザープリンター ×台あり。復旧は○○社任せ。本体故障時のサービス対応は○○社

サーバー 専用ファイルサーバー（○○社）設置。外部サーバー利用していない。

バックアップシステム ×階事務所に外部HDDあり。代替機無し。

ネットワークシステム 有線・無線式双方有。復旧への難易度は低い。

FAX ×台あり。復旧は○○社任せ。本体故障時のサービス対応は、○○社。

固定電話 ビジネス電話×台。復旧は○○社任せ。本体故障時のサービス対応は○○社。

携帯電話 会社契約携帯（○○社）。×台所有。　復旧は○○社任せ

原材料 調達担当が発注し、入庫確認する。　×社購買。

部材 調達担当及び総務が発注し、入庫確認する。　×社購買。（×社は主）

仕入れ部品 生産管理が発注し、入庫確認する。　×社購買。

加工外注（表面処理） 生産管理が加工依頼し、入庫確認する。　協力企業×社あり。

電力 全ての要であり停電の際は全ての装置が中断する。代替設備は無し。

外注・
サプライヤー

インフラ・その
他

人

機械装置
・設備

IT・データ

通信
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【様式⑤：各業務に必要な経営資源の確認】

評価対象業務：[　塑性加工　　　　　　　　　　　]

経営資源 項目（抽出し適宜追加） 具体的なレベル

材料受入れ担当

スキル

段取り担当

スキル

金型メンテナンス

スキル

建屋

金型置き場

機械名称 圧力能力 製造社名 製造年式 製造番号 点検 故障時対応

プレス機（×t）

プレス機（×t）

プレス機（×t）

プレス機（×t）

プレス機（×t）

プレス機（×t）

プレス機（×t）

プレス機（×t）

ベルトコンベア

温度調節機（加熱炉）

ショットブラスト器 ×台あり、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。故障時対応：○○社

鍛造整形金型

天井クレーン

段取工具

生産管理システムデータ

ネットワークシステム

電話

金型

金型表面処理

電力

水

ガス・酸素

人

機械装置
・設備

外注・
サプライヤー

現状×人で担当。（最低必要人数は１人）

実務経験×か月以上。

現状×人で対応。各機械に専任で×人程度、すべての機械の段取りができるのは×人。
（最低必要人数は×人。）

実務経験×年以上。

現状×人で対応。（最低必要人数は×人）

実務経験×年以上。

××××年建設

××××年建設

機械プレス用。×台有り、復旧難易度は低い。

×台有り、代替不可能。日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。故障時対応：○○社

各製品1型のみで、ほとんど予備金型はなし。復旧難易度は高い。

×台設置。年次点検実施し、故障予防している。修理は外部業者任せのため、復旧難易
度は高い。

一式段取者各自×セット所持。代替あり。

他製造グループに同データ有。人的資源あれば代替使用できる。

通信

無線式を使用。復旧への難易度は低い。

内線のみ。外線無し。復旧は○○社任せ。

IT・データ

現場担当が発注し、入庫確認する。依頼先は○○社。

現場担当が発注し、入庫確認する。依頼先は○○社と○○社。

インフラ・その
他

電力は、全ての要であり停電の際は全ての装置が中断する。代替設備はなし。

公共水道を利用。断水の際は金型冷却ができない為要となり、災害時は全て中断する。
ただし、防火水槽の水を利用しているので公共水道が断水したからといって即座に影響
がでるわけではない。

ガスボンベ使用。生産に直接影響が高い。
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【様式⑤：各業務に必要な経営資源の確認】

評価対象業務：[　　精密切削加工　　　　　　　　]

経営資源 項目（抽出し適宜追加） 具体的なレベル

段取担当 ×人

スキル 実務経験×年以上

加工・検査担当 ×人

スキル 実務経験×ヶ月以上

建屋（第１工場） ××××年建設

機械ＡＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＡＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＡＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＡＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＢＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＢＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＢＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＢＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＣＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＣＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

機械ＣＧ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

棒材機械Ｇ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

棒材機械Ｇ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

棒材機械Ｇ設備 ○○(○○社製)、日常・月次点検、年次点検制度にて点検実施。保守：○○社

治具・刃具一式 各製品１式のみで代替えなし。復旧難易度は高い。

測定具 作業者各自で×セット所持。代替あり。

ＮＣプログラム バックアップデータは、ＰＣのＨＤＤに保存。プログラム復旧は、×日で可能。

ネットワークシステム 有線式・無線式を使用。復旧への難易度は低い。

電話 内線のみ。外線無し。復旧は○○社任せ。

原材料 調達担当が発注し、入庫確認する。または、鍛造品在庫を確認する。

切削油 調達担当が発注し、入庫確認する。

電力 電力は、全ての要であり停電の際は全ての装置が中断する。代替設備はなし。

水
公共水道を利用。断水の際は水溶性切削油の使用ができなくなり、災害時は切削加
工が中断する。ただし、防火水槽の水を利用できるので、公共水道が断水したからと
いって即座に影響がでるわけではない。

エアー
コンプレッサーによる空気圧を利用。停電の際は、ＮＣ旋盤等の設備稼働ができなくな
り、全て中断する。

IT・データ

通信

外注・
サプライヤー

インフラ・その
他

人

機械装置
・設備
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【様式⑤：各業務に必要な経営資源の確認】

評価対象業務：[　　　　　　組立検査　　　　　　]

経営資源 項目（抽出し適宜追加） 具体的なレベル

組立担当 現状担当者は×人。

スキル 実務経験×年以上

検査担当 現状×人で担当。

スキル 実務経験×ヵ月以上

測定担当 現状×人で担当。

スキル 実務経験×か月以上。

建屋 ××××年建設

検査台 汎用机（手作り）。材料予備さえあれば作成可能。復旧難易度低い。

コンプレッサー ×台あり。代替機なし。

エアーブローガン 各検査台に設置。代替機あり。

パソコン ノートタイプ×台。代替機あり。

ショットブラスト ×台あり。代替機あり。
測定機器（ノギス、マイクロ、投影
機、ホールテスト、硬度計） 故障時対応は、○○社（○○市）。但し、硬度計は○○社（○○市）。

測定機器（ゲージ、気密試験機等） ゲージは、破損時の修理不可。気密試験機の故障時対応は、○○社（商社：○○社）。

電気炉 ×台あり。代替機は第×工場にあり。

誘導加熱炉 ×台あり。代替機はなし。

ボール盤 ×台所有

プリンター ×台あり。代替機なし。

サーバー 専用サーバー設置。代替機なし。

ネットワークシステム 有線式、無線式双方あり。復旧への難易度は低い。

電話 復旧は○○社任せ。

表面処理 生産管理Gが発注し、出荷Gが入庫確認する。

電力 電力は全ての要であり停電の際は全ての装置が中断する。代替設備はなし。

インフラ・その
他

通信

外注・
サプライヤー

人

機械装置
・設備

IT・データ

17



【様式⑤：各業務に必要な経営資源の確認】

評価対象業務：[　出荷　　]

経営資源 項目（抽出し適宜追加） 具体的なレベル

納品書・請求書作成 現状×人で対応。最低必要人数は×人。

スキル 手順書に添って作成すればよい。特別な技能は特に必要ない。実務経験×か月以上。

経理担当 現状×人で対応。

スキル 実務経験×年以上　現状経験者は社内×名のみ。

出荷伝票作成担当 現状×人で対応。

スキル
手順書はないが、少し指導すれば作成できる。特別な技術は特に必要ない。
実務経験×か月以上。

配送担当 現状×人で対応。最低必要員数は×人。

スキル 大型自動車を運転出来るもの、ルートを把握している必要があるので、実務経験×年以上。

建屋 ××××年建設

パソコン
現状デスクトップタイプ×台。ノートパソコンタイプ×台所有。他、第×工場にも所有。
代替可能。最低必要台数は×台。

レーザープリンタ
現状×台所有。他、第×工場に×台所有。インクジェットプリンタ×台所有。
代替可能。最低×台必要。

車両 現状×台所有。第×工場に×台。最低×台必要。

フォークリフト 免許必要。社内免許保持人数×人で全社員の×割程度。

サーバー 専用サーバー設置。バックアップシステムは外部HDD有。サービス対応は○○社

運送伝票発行システム 専用システム導入済みパソコンは社内×台のみ。手書き伝票発行可能。

安川EDIシステム 専用システム導入済みパソコンは社内×台のみ。手書き伝票発行不可能。

FAX 復旧は○○社任せ。本体故障時のサービス対応は○○社。

電話 ビジネス電話。復旧は○○社任せ。本体故障時のサービス対応は○○社。

携帯電話

メール

ネットワークシステム 有線・無線双方所有

購買製品 協力会社より部品を仕入れる。協力会社は、100社程度。

配送 トラック運送の代行。LMサービスに依頼。

電力 電力は全ての要であり、停電の際は全ての装置が中断する。

道路 交通網がマヒすると配送ができない。

ガソリン 車両の動力源。ほとんどの場合で満タン。

人

機械装置
・設備

IT・データ

通信

外注・
サプライヤー

インフラ・その
他
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【様式⑥：各業務が受ける被害の想定とリスク評価】

評価対象業務：[　受　注　]

経営資源 想定被害（抽出し適宜追加） 影響度 脆弱性
リスク
レベル

震度6強の地震の揺れで従業員が転倒し、負傷。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで交通網が寸断し従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

津波・河川の氾濫により従業員の家屋が浸水し、出社出来ない。代替要員対応可。 2 2 4

台風による風雨・土砂災害で交通網が寸断し従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、安全のため従業員が避難し、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で交通網が寸断し従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで工場内の壁面が剥がれ落ち、窓ガラス割れる。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。生産管理システム（パソコン）が機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、広域に停電する。プリンタが機能せず作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで、プリンタが落下、転倒し作動せず、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、プリンタが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、プリンタが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。サーバーが機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、サーバーが落下、転倒し作動せず、作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震で、外部ＨＤＤが落下、破損しバックアップデータが損傷する。 3 2 6

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、サーバーが作動せず、作業が中断する。 3 2 6

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、外部ＨＤＤのバックアップデータが損傷する。 3 2 6

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、サーバーが作動せず、作業が中断する。 3 2 6

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、サーバ及び外部バックアップデータが損傷する。 3 2 6

震度6強の地震で、広域に停電する。サーバー・ネットワーク機器が機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震の揺れで、機器（ＦＡＸ・固定電話・携帯電話）が落下、転倒し作動せず、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、機器（ＦＡＸ・固定電話・携帯電話）が作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、機器（ＦＡＸ・固定電話・携帯電話）が作動せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで、システム管理メーカーが被災。メンテナンス・修理は受けられない。 2 1 2

震度6強の地震で、広域に停電する。機器（ＦＡＸ及びパソコン）が機能せず受発注の作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで、機器（ＦＡＸ及びパソコン）が落下、転倒し作動せず、受発注の作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで、電力会社が被災。電力の供給が受けられない。 3 3 9

※1・2・3で
記入

※1・2・3で
記入

外注・
サプライヤー

インフラ・その他

人

機械装置
・設備

IT・データ

通信
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【様式⑥：各業務が受ける被害の想定とリスク評価】

評価対象業務：[　　塑性加工　　　　　　　　]

経営資源 想定被害（抽出し適宜追加） 影響度 脆弱性
リスク
レベル

震度6強の地震の揺れで従業員が転倒し、負傷。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで交通網が寸断し従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

津波・河川の氾濫により従業員の家屋が浸水し、出社出来ない。代替要員対応可。 2 2 4

台風による風雨・土砂災害で交通網が寸断し従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、安全のため従業員が避難し、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で交通網が寸断し従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで工場内の壁面が剥がれ落ち、窓ガラス割れる。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。生産管理システムが機能せず作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。（鍛造プレス機）全プレス機が機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、広域に停電する　（周辺機器）加熱炉、ショットブラスト機、ガス貯蔵タンクが機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、広域に停電する（クレーン）天井クレーンが機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、広域に停電する。酸洗い装置、乾燥機が機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、（成形機×Ｔ以上）プレス機（×トン以上）が移動し作動せず、作業が中断する。　アンカーボルト対策済み 3 3 9

震度6強の地震で、（成形機×Ｔ以上）プレス機（×トン以下）が転倒し作動せず、作業が中断する。　アンカーボルト対策無し 3 3 9

震度6強の地震で、（金型）鍛造整形金型、抜き型が落下、転倒し破損した為、作業が中断する。 3 3 9

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、（プレス機）全プレス機が作動せず、作業が中断する。 2 3 6

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、（機器）　鍛造整形金型、抜き型が浸水、除去による作業が中断する。 3 2 6

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、（機器）　全プレス機が作動せず、作業が中断する。 2 3 6

台風による風雨・洪水で工場が浸水し（金型）鍛造整形金型、抜き型が浸水、作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震で、広域に停電する。xサーバーへの接続パソコンが機能せず作業が中断する。 1 3 3

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、パソコンが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、パソコン作動せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で、電話機が落下、転倒し作動せず、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、電話機が作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、電話機が作動せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで、プレス機メーカー○○社が被災。プレス機のメンテナンス・修理は受けられない。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで、加熱炉メーカー○○社が被災。周辺機器のメンテナンス・修理は受けられない。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで、金型メーカー○○社が被災。金型のメンテナンス・修理は受けられない。 3 1 3

震度6強の地震の揺れで、材料メーカー○○社の倉庫が被災。材料の供給が受けられない。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで、電力会社が被災。電力（○○社）の供給が受けられない。 3 3 9

震度6強の地震の揺れで、広域に断水。水の供給が受けられない。 3 2 6

※1・2・3で
記入

※1・2・3で
記入

外注・
サプライヤー

インフラ・その他

人

機械装置
・設備

IT・データ

通信
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【様式⑥：各業務が受ける被害の想定とリスク評価】

評価対象業務：[　　精密切削加工　　　　　　　　]

経営資源 想定被害（抽出し適宜追加） 影響度 脆弱性
リスク
レベル

震度6強の地震の揺れで従業員が転倒し、負傷。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで交通網が寸断し、従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

津波・河川の氾濫により従業員の家屋が浸水し、出社出来ない。代替要員対応可。 2 2 4

台風による風雨・土砂災害で交通網が寸断し、従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、安全のため従業員が避難し作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で交通網が寸断し従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで工場内の窓ガラスやスレートが割れる。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。生産管理システムが機能せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。（工作機）NC旋盤、マシニングセンターが機能せず、作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、広域に停電する。コンプレッサーが作動せず、作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、（工作機）NC旋盤、マシニングセンターが移動し作動せず、作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震で、コンプレッサーが移動し作動せず、作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震で、治具・刃具等が破損し、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、工作機が作動せず、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、コンプレッサーが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、（工作機）NC旋盤、マシニングセンターが作動せず、作業が中断する。 3 3 9

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、コンプレッサーが作動せず、作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で広域に停電する。（機器）ファイルサーバー及びバックアップ用ＨＤが機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で機器が落下、転倒し作動せず作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、機器（パソコン）が作動せず作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、機器（パソコン）が作動せず作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で広域に停電する。（機器）電話機・ＦＡＸ・無線ＬＡＮが機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で機器（電話機）が落下、転倒し作動せず、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、機器（電話機）が作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、機器（電話機）が作動せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで、工作機メーカー○○社が被災。メンテナンス・修理が受けられない。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで、周辺機器メーカーが被災。周辺機器のメンテナンス・修理が受けられない。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで、治具・刃具メーカーが被災。治具・刃具のメンテナンス・修理が受けられない。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで材料メーカーが被災。原材料の供給が受けられない。 3 1 3

震度6強の地震の揺れで、（電力会社）○○社が被災。電力の供給が受けられない。 3 3 9

震度6強の地震の揺れで、広域に断水。水の供給が受けられない。 2 2 4

※1・2・3で
記入

※1・2・3で
記入

外注・
サプライヤー

インフラ・その他

人

機械装置
・設備

IT・データ
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【様式⑥：各業務が受ける被害の想定とリスク評価】

評価対象業務：[　　　　　組立検査　　　　　]

経営資源 想定被害（抽出し適宜追加） 影響度 脆弱性
リスク
レベル

震度6強の地震の揺れで従業員が転倒し、負傷。代替要員の対応可。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで交通網が寸断し、従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 3 2 6

津波・河川の氾濫により従業員の家屋が浸水し、出社出来ない。代替要員対応可。 3 2 6

台風による風雨・土砂災害で交通網が寸断し、従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 3 2 6

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、安全のため従業員が避難し作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで工場内の窓ガラスが割れる。 2 2 4

震度6強の地震で広域に停電する。（機器）測定機器が機能せず作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で広域に停電する。（機器）コンプレッサーが機能せず作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震で（機器）測定機器が落下、転倒し作動せず作業が中断する。 2 2 4

震度7強の地震で（機器）コンプレッサーが転倒し作動せず作業が中断する。 3 2 6

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、（機器）測定機器が作動せず作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、（機器）コンプレッサーが作動せず作業が中断する。 3 2 6

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、（機器）測定機器が作動せず作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、（機器）コンプレッサーが作動せず作業が中断する。 3 2 6

震度6強の地震で広域に停電する。（機器）パソコン、サーバーが機能せず作業が中断する。 2 3 6

震度6強の地震で（機器）パソコン、サーバーが落下、転倒し作動せず作業が中断する。 2 3 6

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、（機器）パソコンが作動せず作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、（機器）パソコンが作動せず作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で広域に停電する。（機器）ネットワークシステムが機能せず作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、（機器）ネットワークシステムが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、（機器）ネットワークシステムが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで測定機器メーカー○○社が被災。メンテナンス・修理が受けられない。 3 2 6

震度6強の地震の揺れで部材メーカーが被災。部材の供給が受けられない。 3 1 3

震度6強の地震の揺れで、電力会社が被災。電力の供給が受けられない。 3 3 9

※1・2・3で
記入

※1・2・3で
記入

外注・
サプライヤー

インフラ・その他

人

機械装置
・設備

IT・データ

通信

 22



【様式⑥：各業務が受ける被害の想定とリスク評価】

評価対象業務：[　　出荷　]

経営資源 想定被害（抽出し適宜追加） 影響度 脆弱性
リスク
レベル

震度6強の地震の揺れで従業員が転倒し、負傷。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで交通網が寸断し、従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

津波・河川の氾濫により従業員の家屋が浸水し、出社できない。代替要員の対応可。 2 2 4

台風による風雨・土砂災害で交通網が寸断し、従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、安全のため従業員が避難し、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で交通網が寸断し、従業員の出社が困難になる。代替要員の対応可。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで工場内の壁面が剥がれ落ち、窓ガラスが割れる。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。パソコンを起動させられず、作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震で、パソコンが落下、転倒し作動せず、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、パソコンが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、）パソコンが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で、車のエンジンが作動せず、配送ができない。 3 2 6

震度6強の地震で、広域に停電する。サーバー・インターネットが機能せず、作業が中断する。 3 3 9
震度6強の地震で、サーバーが落下、破損し、サーバー・インターネットを利用することができず、作業が中断する。 2 2 4
震度6強の地震でサーバーが落下、破損しバックアップデータが損傷する。 3 2 6

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、サーバー・インターネットを使用することができず作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、サーバー・インターネットを使用することができず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、サーバーのバックアップデータが損傷する。 3 2 6

震度6強の地震で、広域に停電する。電話・FAXが機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度６強の地震で機器が落下、転倒し、作動せず、作業が中断する。 2 2 4

津波・河川の氾濫により工場が浸水し、電話・FAXが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

台風による風雨・洪水で工場が浸水し、電話・FAXが作動せず、作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震で、広域に停電する。ネットワークシステムが機能せず作業が中断する。 3 3 9

震度6強の地震の揺れでシステム管理メーカーが被災。メンテナンス・修理が受けられない。 2 2 4

震度6強の地震で広域に停電する。機器が機能せず、出荷の作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで、機器が落下、転倒し作動せず、出荷の作業が中断する。 2 2 4

震度6強の地震の揺れで、○○社が被災。電力の供給が受けられない。 3 3 9

震度6強の地震の揺れで、道路が寸断し、交通網がマヒ。製品を出荷発送ができなくなる。 3 3 9

※1・2・3で
記入

※1・2・3で
記入

外注・
サプライヤー

インフラ・その他

人

機械装置
・設備

IT・データ

通信
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【様式⑦：各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）】

評価対象業務：〔　　受　　注　　〕

想定被害

基本対応

目標復旧時間

対策内容 所要時間 費用(千円) 対策内容 所要時間 費用(千円)

人

・多能工化教育を行い×
人の可能者を確保する。
（各作業マニュアルあり）

・×日 ・×円
時間内実
施

・被災負傷、交通寸断によ
る×人の交代要員の確
保。
・社内対応不可の場合は
他工場の人材確保。
・高潮、洪水で工場内浸水
の場合、作業中断し避難。

・×日 代替要員：
×名

機械装置
・設備

・耐震サーバラックの設置
・デスクトップＰＣ・プリン
ターの固定
・ＰＣを底上げ設置
・ＰＣ、レーザープリンタの
代替機確保
・無停電装置（ＵＰＳ）の設
置

・×日
・×日

・×日
・×日

・×日

・×円
・×円

・×円
・×円

・×円

・紙媒体での作業実施。
（A1用紙の工程表ブランク
フォームの保管）

・×日

IT・データ

・グループ共有サーバ
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ）による保存管
理
※クラウドサーバにて保管

・×日 ・×円/月

通信

・従業員の連絡先確保（携
帯番号表作成
・社内緊急連絡ＨＰの社員
周知（カード配布）

・×日

・×日

・インフラの復旧を待つ
・従業員の連絡先一覧を
使用し安否確認実施。
・社内緊急連絡ＨＰにて情
報提供

・×日
・×日

・×日

外注
・サプライヤー

・メンテナンスメーカーとの
緊急連絡網作成
・協力会社との緊急連絡
網作成
・代替メーカーの確保

・×日

・×日

・×日

・メンテナンスメーカーへの
緊急対応要請。
・協力会社の被害状況確
認実施。

・×日

・×日

インフラ・その
他

・広域な停電の場合電力
会社との連絡体制を確保
・広域停電が5日以上
の場合、顧客との契約維
持の交渉、資金の調達を
検討。

・試算難しい

24

事前対応 緊急時対応
分類

震度６強の地震、津波、台風による風水害、河川の氾濫・洪水による水害

取引先との契約上、納期遅延は許されない。また取引先地域が多岐に渡る為、一日の猶予の無い場合も想定さ
れる。生産優先で有るがその為には社員の安全を最優先に取り組む。

5日



【様式⑦：各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）】

評価対象業務：〔　　塑性加工　　　　　　　　〕

想定被害

基本対応

目標復旧時間

対策内容 所要時間 費用(千円) 対策内容 所要時間 費用(千円)

機械装置
・設備

・広域停電の場合、自家発
電装置の保有
・全プレス機のアンカー施
工
・プレス機以外の機器の転
倒防止施工
・○○金型の準備
××T、×種類
××Ｔ、正加工前の状態
で確保

・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月

・×円

・×円

・×円

・×円

インフラの復旧を待つ
･プレス機、高熱炉、金型
メー
カーへ緊急対応要請。
・協力会社への一時生産
委託

・×日
・×日

・×日

IT・データ

重要なデータをサーバー
からバックアップできる状
態で保存

各種資材の回
復

他のパソコンの利用し、必
要なデータにアクセス

・×日

通信

・従業員の連絡先確保（携
帯番号表作成
・社内緊急連絡ＨＰの社員
周知（カード配布）

・×日

・×日

・インフラの復旧を待つ
・従業員の連絡先一覧を
使用し安否確認実施。
・社内緊急連絡ＨＰにて情
報提供

・×日
・×日

・×日

インフラ・その
他

・広域な停電の場合電力
会社との連絡体制を確保
・広域停電が７日以上
の場合、顧客との契約維
持の交渉、資金の調達を
検討。

・×日

・×日 ・試算難しい

25

・×日

・×日

・×ヶ月

・メンテナンスメーカーへの
緊急対応要請。
・協力会社の被害状況確
認実施。

分類
事前対応 緊急時対応

・×円
時間内実
施

・被災負傷、交通寸断によ
る2人の交代要員の確
保。
・社内対応不可の場合は
他工場の人材確保。
・高潮、洪水で工場内浸水
の場合、作業中断し避難。

・×日

・×日

・×月

・代替要員
費用

・×日

・×日

人

・段取：現行段取者のレベ
ルアップ
・金型メンテ：現行メンテ者
のレベルアップ
・保全：現行保担当者のレ
ベルアップ

震度６強の地震、津波、台風による風水害、河川の氾濫・洪水による水害

取引先との契約上、納期遅延は許されない。また取引先地域が多岐に渡る為、一日の猶予の無い場合も想定さ
れる。生産優先で有るがその為には社員の安全を最優先に取り組む。

7日

・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月

外注
・サプライヤー

・メンテナンスメーカーとの
緊急連絡網作成
・協力会社との緊急連絡
網作成
・代替メーカーの確保



【様式⑦：各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）】

評価対象業務：〔　　精密切削加工　　　　　〕

想定被害

基本対応

目標復旧時間

対策内容 所要時間 費用(千円) 対策内容 所要時間 費用(千円)

機械装置
・設備

・広域停電の場合、自家発
電装置のレンタル
・ＮＣ旋盤・マシニングセンタ
のアンカー施工
・周辺機器の転倒防止施工
・協力会社への一時生産委
託が可能かどうか調整

・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月
・×ヶ月

・×円 ・インフラの復旧を待つ
･成形機、周辺機器のメーカー
へ緊急対応要請
・協力会社への一時生産委託

・×日
・×日

・×日

IT・データ

･帳票類はデータセンター
へ保管管理

通信

・従業員の連絡先確保（携
帯番号表作成
・社内緊急連絡ＨＰの社員
周知（カード配布）

・インフラの復旧を待つ
・従業員の連絡先一覧を
使用し安否確認実施。
・社内緊急連絡ＨＰにて情
報提供

・×日
・×日

・×日

・×日

・×日

インフラ・その
他

・広域な停電の場合電力会社
との連絡体制を確保
・広域停電が３日以上の場
合、顧客との契約維持の交
渉、資金の調達を検討。

・×日

・×日 ・試算難しい

26

震度６強の地震、津波、台風による風水害、河川の氾濫・洪水による水害

取引先との契約上、納期遅延は許されない。また取引先地域が多岐に渡る為、一日の猶予の無い場合も想定され
る。生産優先で有るがその為には社員の安全を最優先に取り組む。

３日

分類
事前対応 緊急時対応

人

・段取：現行段取者のレベ
ルアップ
・生産作業者：作業者の技能
レベルアップ
・検査：多能工化教育を行
い全員３台持ちの可能
者を確保する。
・治具・刃具メンテ：現行メンテ
者のレベルアップ
・保全：現行保担当者のレ
ベルアップ

・×円 ・被災負傷、交通寸断によ
る３人の交代要員の確保。
・社内対応不可の場合は
他工場の人材確保。
・高潮、洪水で工場内浸水
の場合、作業中断し避難。

・×日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・１日・×円・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月

外注
・サプライヤー

・メンテナンスメーカーとの
緊急連絡網作成
・協力会社との緊急連絡
網作成
・代替メーカーの確保

・×日

・×日

・×ヶ月

・メンテナンスメーカーへの
緊急対応要請。
・協力会社の被害状況確
認実施。



【様式⑦：各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）】

評価対象業務：〔　　　　　組立検査　　　　　〕

想定被害

基本対応

目標復旧時間

対策内容 所要時間 費用(千円) 対策内容 所要時間 費用(千円)

人

・組立：多能工化教育を行
い２人の可能者を確保。
・検査：多能工化教育を行
い６人の可能者を確保。
・保全：現行メンテ者のレ
ベルアップ。

・×ヶ月

・×ヶ月

・×ヶ月

時間内実
施

・被災負傷、交通寸断によ
る２人の交代要員の確保。
・高潮、洪水で工場内浸水
の場合、作業中断し避難。

・×日 代替要員：
×人

機械装置
・設備

・修理用の予備部品確保。 ・×ヶ月 ・インフラの復旧を待つ。
・広域停電の場合、自家発
電装置のレンタル。
・コンプレッサーの代替の
為、エンジンコンプレッサー
を確保。
・測定機メーカーへ緊急対
応要請。

・×日
・×日

・×日

・×日

IT・データ

・各種資料の回復。 ・1日

通信

・従業員の連絡先確保。
（携帯番号表作成）

・×日 ・インフラの復旧を待つ。
・従業員の連絡先一覧を
使用し安否確認実施。

・×日
・×日

外注
・サプライヤー

・協力会社との緊急連絡
網作成。
・代替メーカーの確保。

・×日

・×ヶ月

・協力会社の被害状況確
認実施。

・×日

インフラ・その
他

・広域な停電の場合、電力
会社との連絡体制を確保。
・広域停電が３日以上の場
合、顧客との契約維持の
交渉、資金の調達を検討。

・×日

・試算難しい

27

震度６強の地震、津波、台風による風水害、河川の氾濫・洪水による水害

取引先との契約上、納期遅延は許されない。また取引先地域が多岐に渡る為、一日の猶予の無い場合も想定さ
れる。生産優先で有るがその為には社員の安全を最優先に取り組む。

3日

分類
事前対応 緊急時対応



【様式⑦：各業務の事業継続のための対応策（事前対応・緊急時対応）】

評価対象業務：〔　出荷　〕

想定被害

基本対応

目標復旧時間

対策内容 所要時間 費用(千円) 対策内容 所要時間 費用(千円)

人

・受注担当者、発注担当
者、請求担当者間で多能
工化教育を行い各×人の
可能者を確保する
・経理：手順書を作成す
る。
・手順書を拡充し、誰でも
納品書・請求書が作成で
きるようにする。

・×日/人

・随時

・随時

- ・被災負傷・交通寸断によ
る出社困難社員の交代要
因の確保（最低×人）
・社内対応不可の場合は
第×工場の人材で確保
・高潮、洪水で工場内浸水
の場合、作業中断し避難

・×日

・×日

・×日

機械装置
・設備

・PCを底上げ設置
・デスクトップPC・プリンタ
の固定
・FAXと電話を２階にも分
散させる
・×階事務所のコンセント
位置の底上げ実施

・×日 ・×円/台
・-
・円/箇所
(×箇所）
一箇所コン
セント位置
自体を変更
する必要あ
り

・紙媒体での作業実施
・第×工場の装置を代替
使用する
・社用車が使用できない場
合は私用車のガソリン料
金支給にて対応を検討す
る

・×日
・×日

・×日

IT・データ

・○○社・運送伝票発行ソ
フトを他のパソコンにも導
入する。
・バックアップデータを週に
１度耐火金庫に保管する

・×日/台 - ・紙媒体での作業実施

通信

・従業員の連絡先確保（携
帯番号表作成）
・社内緊急連絡網の周知

・×日 ・インフラ復旧を待つ
・作業員の連絡先一覧を
使用し安否確認実施。
・社内緊急連絡にて情報
提供

・×日
・×日

・×日

外注
・サプライヤー

・メンテナンスメーカーとの
緊急連絡網作成（電話番
号とFAXだけでなくメール
アドレスも）
・協力会社との緊急連絡
網作成
・代替メーカーの確保

・×日

・×日

・×ヶ月

・メンテナンスメーカーへの
緊急対応要請。
・協力会社の被害状況確
認実施。

・×日

・×日

インフラ・その
他

・広域な停電の場合、電力
会社との連絡体制を確保
・配送ルートの地図・手順
書を作成する
・配送ルートの緊急時用
ルートを定めておく
・広域停電が×日以上の
場合、顧客との契約維持
の交渉、資金の調達を検
討。

・×日

・×日

・×日

・広域な停電の場合、電力
会社との連絡体制を確保
・広域停電が３日以上の場
合、顧客との契約維持の
交渉、資金の調達を検討。

・×日

・×日

28

震度６強の地震、津波、台風による風水害、河川の氾濫・洪水による水害

取引先との契約上、納期遅延は許されない。また取引先地域が多岐に渡る為、一日の猶予の無い場合も想定さ
れる。生産優先で有るがその為には社員の安全を最優先に取り組む。

3日

分類
事前対応 緊急時対応



【様式⑧：緊急時資金繰り計画書】

●復旧費用

復旧費用金額 備　考

機械装置・設備

ＩＴ・データ

通信

ライフライン

その他

①小　計（Ａ）

●業務中断期間の損失

金　額 備　考

②商品・原材料喪失

売上高（目標－予想）

粗利益（目標－予想）

販売・管理費（目標－予想）

③営業利益（目標－予想）

④小　計（Ｂ） ②＋③

●手持ち資金の積算

金　額 備　考

現金・預金

損害保険金

経営者からの支援

⑤小　計（Ｃ）

●資金調達の是非の確認

金　額 備　考

⑤－（①＋④） マイナスであれば資金調達

●資金調達先の検討

金　額 備　考

調達資金合計
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【様式⑨：教育・訓練計画書】

●教育・訓練計画

名　称 期　日 目的・内容

教育①
一般社員教育（知
識/意識/動機付）

毎年×月（中
途入社都度）

一般従業員を対象とした防災・ＢＣＰ意識高揚教育
（実施内容）
・防災・ＢＣＰの目的・動機付
・ＢＣＰ対応体制・人員配置
・計画について
・実施手順につい

教育②
管理監督者教育
（ＢＣＰ運用管理）

毎年×月

管理・監督者を対象としたＢＣＰ運用管理教育
（実施内容）
・ＢＣＰの経営戦略上の目的・意義
・ＢＣＰ対応体制・組織間連携・人員配置
・年間活動計画について
・実施手順について
・ＢＣＰ運用責任者としての日頃の心構え
・対応策の検討・提案について
・ＢＣＰに関わる財務管理・資金運用等

避難訓練①
風水害想定避難
訓練

毎年×月

台風の時期に合わせて実施（風水害が主）
（実施内容）
･机上訓練（洪水を想定した初動活動、復旧活動のシミュレー
ション）
・実地訓練（洪水を想定した初動活動、特に人命中心の避難訓
練）

避難訓練②
地震想定避難訓
練

毎年×月

防災の日に合わせて実施（地震対策が主）
（実施内容）
･机上訓練（洪水を想定した初動活動、復旧活動のシミュレー
ション）
・実地訓練（地震を想定した初動活動、特に人命中心の避難訓
練）
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【様式⑩：ＢＣＰ運用チェックリスト】

　　　　　　　年　　　月　　　日

●ＢＣＰ運用チェックリスト

No チェック

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 特
 記
 事
 項

その他の点について問題はないか

復旧活動の進め方はこれで良いか

財務計画の進め方はこれで良いか

教育・訓練の進め方はこれで良いか。教育・訓練は予定通り実行されているか

点検の進め方はこれで良いか。事前対策・緊急時対応は準備ができているか

初動対応の進め方はこれで良いか

ＢＣＰ発動の進め方はこれで良いか

是正の進め方はこれで良いか

見直しの進め方はこれで良いか

各業務のリスク評価に変更はないか

各業務の事業継続のための対応策はこれで良いか

ＢＣＰ対応体制の仕組みはこれで良いか

ＢＣＰ対応体制表のメンバーに変更はないか

目標復旧時間の変更はないか

各業務に必要な経営資源の内容に大きな変更はないか

各業務が受ける被害の想定に変更はないか

企業情報に大きな変更はないか

ＢＣＰの基本方針に変更はないか

対象としている災害に変更はないか

中核事業の特定に変更はないか

本計画の目的に変更はないか

期　日

部門名

部門長名

内　容

中核事業の業務分類に変更はないか
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

携帯メール
アドレス

緊急連絡先
（家族など）

安否確
認チェッ
ク

備考氏　名 部署 役職
主な資格、技術
・BCPでの役割

電話番号 携帯電話番号

【様式⑪：従業員連絡先リスト・安否確認チェックシート】 

Ｈ   年  月   日更新 

 出社対象者、安否確認者は、○印
でチェックしてください！ 
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区分 項　目 企業・機関名 担当者 電話 携帯電話 メールアドレス 備考

システム・デー
タ

ライフライン

官公庁

組合

金融機関

その他

主要顧客

協力先企業

機械・メンテナ
ンス設備業者

原材料

物流

【様式⑫主要取引先リスト】 

Ｈ  年   月   日更新 
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34
避難誘導時の注意点

人命を最優先とした行動をとる。各担当者は、避難持ち
出し物を責任を持って持ち出しする。

事業所名 株式会社○○製作所

避難場所
（集合場所）

株式会社○○製作所　駐車場

避難誘導責任者
（代理責任者）

○○　○○

【様式⑬：避難計画・避難経路図】 

避難計画 

避難経路図 及び 危険マップ 

避難所への経路マップ 

【様式⑬：避難計画・避難経路図】 

避難計画 

就業時の災害発生時においては、従業員の人命確保、安全確保を最優先とした対応を図る。建物内、敷地内での残留に危険性を感じ

た場合は、直ちに避難誘導責任者の指示に従い一時避難場所、地区避難場所へ移動する。 
避難は、ＢＣＰ対策本部長の避難命令と避難誘導責任者の指示に従い、予め定められた避難経路に沿って行うものとする。 

避難経路図 及び 危険マップ 

【地震時】一時避難所への経路マップ 【水害時、津波予測時】地域避難所への経路マップ 

本社工場見取図 



×日分で、本社お昼にいる人数は×人を想定している

項目 備蓄量 更新日
整備状況
チェック

救急箱（脱脂綿・消毒液・包帯） ×セット

AED ×台

タンカー ×台

衛生用具（ウェットティッシュ、トイレットペーパー等）
トイレットペーパー　×ケース（×個入り）

ウェットティッシュ　×個

フェイスタオル ×枚

ラジオ、予備電池 ×台　×台分（予備電池）

懐中電灯、予備電池 ×個　電池×台分（予備×台分）

従業員分の水 ペットボトル×㍑　×本

食料 堅パン保存缶入り×缶

工具類（バール・スコップ） 各×個

ブルーシート ×枚

毛布 ×枚

簡易トイレ処理セット ×人用（×回で×人用）

拡声器 ×台

近隣地図、避難場所地図 ×式

紙コップ、ペーパー皿、箸、スプーン ×セットずつ

ガムテープ ×個

投光機 ×個

ポリタンク ×個

ロープ ×M

紙媒体の書類 ×式

自家発電装置 １台

古新聞紙・ダンボール 古新聞　×週間分・ダンボール

土嚢袋 ×枚

マスク ×枚（×日分）

ホッカイロ ×個

クールカイロ ×個

カセットガスコンロ ×台

カセットガスボンベ ×本

軍手 ×双

カッパ（上下セット） ○サイズ　×セット　　　○サイズ　×セット

ヘルメット ×個

テント ×個 35

    ✔ チェックしてください！ ✔ 

【様式⑭：備蓄品リスト】 

    ✔ チェックしてください！ ✔ 

【様式⑭：備蓄品リスト】 



　１班所属長に連絡する（所属長は対策本部へ連絡） 道路交通
情報

○○市道路情報システム http://www.

九州・山口県の気象台と
測候所

携帯

http://www.　２班所属長に連絡する（所属長は対策本部へ連絡）
携帯

携帯メール

災害情報２

携帯メール

災害情報１

自宅

気象情報

※これらの情報は福岡県公式ウェブサイト
（http://http://www.pref.fukuoka.lg.jp/)から入手でき

ます

福岡県緊急災害情報 http://自宅
　３班所属長に連絡する（所属長は対策本部へ連絡）

携帯
水位観測情報 http://携帯メール

安否確認
実施基準

１．電話（固定電話、携帯電話）
２．携帯メール
３．災害伝言ダイヤル（NTT災害伝言ダイヤル１７
１）
４．携帯電話「災害伝言板サービス」
５．直接出社

自宅
　所属長に連絡が取れない場合は下記に直接連絡

　安否確認シートに状況を入力

携帯
携帯メール
対策本部

 

 

就業時 
•予め定めた初動対応の実施 

•自分の周辺の機器の 

   電源をOFF 

•指示に従い避難 

①基本ルール
・安否情報を所属長へ連絡する。所属長への連絡がつかない場合、

対策本部のアドレスへメールまたは電話を通じて報告する。

②報告内容
・本人および同居家族の安否
・自宅の損傷状況、出社の見込み
・避難している場合、その場所・電話番号

③報告を行う場合は以下のいずれか

従業員携帯カード

A

B

各部署、各従業員が、被災時の連絡先や自分のやるべきことについて記入しましょう。
記入したものは、定期入れや財布に納め常に携行するようにしてください。

【様式⑮：従業員携帯カード】 

[5]NTT災害伝言ダイヤル をする [6]初期行動 [7]行動要領 

[1]携帯電話（災害伝言板サービス） 

[3]会社への連絡 [4]災害情報入手先 [2]安否確認ルール 

 

 

①基本ルール
・安否情報を所属長へ連絡する。所属長への連絡がつかない場合、

対策本部のアドレスへメールまたは電話を通じて報告する。

②報告内容
・本人および同居家族の安否
・自宅の損傷状況、出社の見込み
・避難している場合、その場所・電話番号

③報告を行う場合は以下のいずれか

従業員携帯カード

A

B

各部署、各従業員が、被災時の連絡先や自分のやるべきことについて記入しましょう。
記入したものは、定期入れや財布に納め常に携行するようにしてください。

【様式⑮：従業員携帯カード】 

[5]NTT災害伝言ダイヤル をする [6]初期行動 

外出・通勤時
• 原則として帰社（外出先が自

宅に近い場合は帰宅するな
ど状況により判断）

• 帰宅後、安否報告ルールに
従い、会社に安否等を報告

早朝・夜間・休日
• 原則として指示があるまで

自宅待機
• 安否報告ルールに従い、会

社に安否等を報告する

[7]行動要領 

[1]携帯電話（災害伝言板サービス） 

[3]会社への連絡 [4]災害情報入手先 [2]安否確認ルール 

トップメニュー 

⇒ 

災害用伝言板 

Yahoo!携帯 

⇒ 

災害用伝言板 

i-menu 

⇒ 

災害用伝言板 

設定された 

アドレスに 
安否情報 

を送信 

①伝言板トップから 
「確認」を選択 

②確認したい電話 
番号を入力・検索 
③安否情報を選択 
④安否情報が表示 

1電話番号に 

つき10件登録 
可 

http:// 

http:// 

http:// 

5つのコメントから選択 
または100文字以内の 

コメント登録可 
○○ 

○○ 
 

4つのコメントから選択 

または101文字以内の 
コメント登録可 

○○ 
 

4つのコメントから選択 
または102文字以内の 

コメント登録可 
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様式【⑯災害情報収集先一覧】

１．避難場所情報

http://www.
http://www.

２．防災・災害情報
福岡県県緊急災害情報

http://www.
http://www.

○○市緊急災害情報
http://www.
http://www.

福岡県県土木防災情報システム

福岡管区気象台
http://www.

３．ライフライン
○○電力

http://www.

○○ガス
http://www.

水道
http://www.

○○社　
http://www.

＊災害伝言ダイヤル　１７１

４．交通情報
国土交通省九州地方整備局○○国道事務所

http://www.

福岡県　道路情報
http://www.
http://www.

http://www.

列車運行情報
http://www.

http://www.

http://www.

http://www.

５．モバイル　災害・避難情報
災害・避難情報 -○○社
http://www.
災害・避難情報 -○○社
http://www.
災害・避難情報 -○○社
http://www.

http://www.
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【手順書①】
災害発生時の対応フロー

復旧活動

緊急事態の発生 

初動対応 

二
次
災
害
の
防
止 

社 

員 

の 

安 

否 

確 

認 

社
員
の
招
集 

被 

災 

状 

況 

の 

確 

認 

手順書⑤ 

BCP発動 手順書⑨ 

手順書⑥ 手順書⑦ 手順書⑧ 

事前対応 手順書④ 

協
力
会
社
対
応 

社
員
対
応 

資
材
対
応 

設
備
対
応 

財
務
対
応 

手順書⑪ 手順書⑫ 手順書⑬ 手順書⑭ 手順書⑮ 

復旧活動 

顧
客
対
応 

手順書⑩ 

※台風の接近、水害の恐れ 
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【手順書②】　※風水害の場合　事前対応、初動対応の流れ

台風の接近、集中豪雨の予想 

事前対応 
①気象及び災害情報の収集、伝達 
②施設・設備の点検、安全・防災対策措置等 
③臨時休業措置の検討・準備 
④早期退勤勧告の準備 

社員とその家族の 

安否確認 
社員と所属長相互に連絡を取り合う 

身の安全の確保 

救出・救護 
負傷者がいる場合は救急処置。 
必要に応じ、救急車の要請また
は車両にて搬送 

建物の安全の確認 

会社へ連絡 
社員と所属長相互に連絡を取り合う 

【携帯カード】を確認 

就業時間内 

就業時間外 

社屋内 

社屋外 

周辺の安全確認 
周辺の土砂崩れ、河川の氾
濫、道路の冠水などの確認 

お客様・社員へ 

避難を促す 
携帯電話・口頭で伝達。 
慌てずに行動するよう促す 

安全 

緊急避難場所へ避難 

社員とその家族の安否確認 
携帯電話・口頭で伝達。 

慌てずに行動するよう促す 

危険 

安全 

被災状況の確認【手順書⑤】へ 

社員召集 
必要に応じて直ちに社員の 

招集を行う 

台風・大型低気圧・集中豪雨の通過 

身の安全の確保 

災害情報の確認 
気象及び災害情報の収集、 

伝達 

危険 

危険 

安全 
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【手順書②】　※地震の場合　初動対応の流れ

津波の予想なし（津波なし） 

被災場所 

社員とその家族の 

安否確認 
社員と所属長相互に連絡を取り合

う 

身の安全の確保 

身の安全の確保 

一次対応・二次災害防止 
災害情報の収集・火災発生の場合は
初期消火、消防への通報を行う 

【手順書③】を確認 

救出・救護 
負傷者がいる場合は救急処置。 
必要に応じ、救急車の要請また
は車両にて搬送 

建物の安全の確認 

会社へ連絡 
社員と所属長相互に連絡を取り

合う。【携帯カード】を確認 

就業時間内 

就業時間外 

社屋内 

社屋外 

周辺の安全確認 
周辺の建物の状況、崖崩れ・
土砂崩れ、火災の状況など
の確認 

お客様・社員へ 

避難を促す 
携帯電話・口頭で伝達。 
慌てずに行動するよう促す 

危険 

安全 

緊急避難場所へ避難 

社員とその家族の安否確認 
携帯電話・口頭で伝達。 

慌てずに行動するよう促す 

危険 安全 

被災状況の確認【手順書⑤】へ 

社員召集 
必要に応じて直ちに社員の 

招集を行う 

大規模地震の発生 

※津波警報・注意報の場合 
直ちに高台の緊急避難場所へ避難 

津波情報の収集 

津波なし 
津波発生・警報長期化 
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【手順書③】

ＢＣＰ構築プロジェクト

役職名 氏名 所属 主な担当業務

プロジェクトオーナー

プロジェクトリーダー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

ＢＣＰ平時運用体制

役職名 氏名 所属 主な担当業務

ＢＣＰ管理担当

教育訓練担当

予防対策担当

演習担当

緊急時対策本部

役職名 氏名 所属 主な担当業務

対策本部長
正
副

本部員
正
副

本部員
正
副

初動対応グループ
正
副

二次災害防止班
正
副

社員安否確認
正
副

被災状況確認
正
副

社員招集
正
副

復旧活動グループ
正
副

顧客対応班
正
副

協力会社対応班
正
副

社員対応班
正
副

資材対応班
正
副

設備対応班
正
副

財務対応班
正
副

ＢＣＰ対応体制
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【手順書④ 事前対応
手順 具体的処理内容 担当者 参照資料

●情報の入手 インターネット、テレビ等で地震、台風、ゲリラ 正○○　○○

豪雨の予報の情報を入手する 副○○　○○

●対応の判断 入手した情報を整理し、判断する 正○○　○○ 様式⑬ 避難計画・避難経路図

（台風の場合）・九州北部が暴風圏内、又は通 副○○　○○ 様式⑭ 備蓄品リスト

過経路に掛かっているか

・接近前に社員を退社させるべきか判断する

（ゲリラ豪雨の場合） 予報地域にあたるか

（地震の場合） 津波の予報は出ているか

・以上の判断結果を社内展開する

●被災防止行動 （台風の場合） 事業中断が無い様に設備、資 正○○　○○ 様式⑬ 避難計画・避難経路図地区

材等への暴風、水没対策を行なう。 副○○　○○ 避難所への経路

（ゲリラ豪雨の場合） 事業中断が無い様に設 避難所への経路マップ②

備、資材等への暴風、水没対策を行なう。

（地震の場合） 津波発生情報の場合、緊急避

難する。状況に応じて火災発生防止策を講じる。

【備考】
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【手順書⑤】 初動対応「一次対応・二次災害の防止」
手順 具体的処理内容 担当者 参照資料

●事業所からの ・事業所に留まっていると危険な場合、お客様や 正○○　○○ 様式⑬ 避難計画・避難経路図

　退避 従業員を事業所内、あるいは事業所外の安全な 副○○　○○

場所に退避させる

・退避が必要な状況としては、余震発生の可能性

、津波の来襲、洪水、火災など

・事前に決めておいた持ち出し物を各自持ち出す

●応急手当や ・負傷者の救出や応急手当を行う 正○○　○○ 様式⑬ 避難計画・避難経路図

　初期消火 ・火災が発生した場合は初期消火を行う 副○○　○○ 様式⑭ 備蓄品リスト

●警察・消防への ・事件性がある場合は110番通報する 正○○　○○ 様式⑮  従業員携帯カード

　通報 ・火災発生時や救急車出動要請の場合は119番 副○○　○○ 様式⑯ 災害情報収集先一覧

通報する

・その他、法律や協定で決められた機関がある

場合は、そこに通報する

●重要書類の保護 ・重要書類が損傷するおそれのある場合、 正○○　○○

事業所内の安全な場所に移動するか、事業所 副○○　○○

外へ持ち出す

・重要書類が損傷した場合、予め別の場所に保管

していた書類のコピーで然るべき処置を行う

●電子データ等の ・サーバ、データベース等の特に重要な危機・

　保護 データについて、損傷の恐れがある場合、

事業所内の安全な場所に移動するか、事業所

外へ持ち出す

【備考】
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【手順書⑥】
手順 具体的処理内容 担当者

●お客様、従業 ・来社中のお客様に負傷がないか確認する。 正○○　○○ 様式⑫ 主要取引先リスト

員の安否 ・従業員に負傷がないかを確認する。 副○○　○○

・従業員が全員いるか確認する。

①一般電話の利用

②FAXの利用

③携帯電話の利用

④PCメールの利用

⑤携帯メールの利用

●従業員の家族の安否 ・従業員とその家族に負傷がないか、 正○○　○○ 様式⑪ 従業員連絡先リスト

住家の損傷がないかを確認する。 副○○　○○ 安否確認チェックシート

・従業員と電話がつながらない場合、

近所の従業員等に様子を見に行かせる。

【備考】

初動対応「社員の安否確認」
参照資料
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【手順書⑦】
手順 具体的処理内容 担当者

●経営者の対応 ・社外にいる場合、直ちに出社する。 正○○　○○様式⑪ 従業員連絡先リスト

・出社するまでの間、電話等で従業員に指示 副○○　○○ ・安否確認チェック

・を出す。 シート

●従業員の情報 ・就業時間外に緊急事態が発生した場合、従 正○○　○○ 様式⑪ 従業員連絡先リスト

　確認 ・業員へメールや電話等を使って従業員及び 副○○　○○ ・安否確認チェック

・その家族の情報を確認する。 シート

●従業員の参集 ・就業時間外に緊急事態が発生した場合、従 正○○　○○ 様式⑪ 従業員連絡先リスト

・業員を招集する。 副○○　○○ ・安否確認チェック

・地震や風水害では従業員が自主的に参集 シート

・する基準を事前に設けておく。

【備考】

初動対応「社員の招集」
参照資料
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【手順書⑧】

手順 具体的処理内容 担当者

●お客さま、従業 ・来社中のお客様の安否確認する。 正○○　○○様式⑫ 主要取引先リスト

　員の安否 ・従業員の安否を確認する。 副○○　○○

※一般電話、FAX、携帯電話、ＰＣメール、

携帯メールの利用

●従業員の家族の ・従業員とその家族に負傷がないか、住家の 正○○　○○ 様式⑪ 従業員連絡先リスト

　安否 損傷がないかを確認する。 副○○　○○ ・安否確認チェック

・従業員と電話がつながらない場合、近所の シート

従業員等に様子を見に行かせる。

●建屋、生産機械、 ・事業所内への立入りが危険でなくなってか 正○○　○○

●通信機器 ・ら実施。 副○○　○○

・建屋の損傷状況を調べる。

・生産機械の損傷状況を調べる。

・測定機器の損傷状況を調べる。

・一般電話、携帯電話、ＦＡＸ、インターネット

・等の通信機器が使えるかどうか調べる。

●生産資材・機材 ・事業所内への立入りが危険でなくなってか 正○○　○○

　部品 ・ら実施。 副○○　○○

・生産材料、部品等の損傷状況を調べる。

●情報システム ・事業所内への立入りが危険でなくなってか 正○○　○○

・ら実施。 副○○　○○

・パソコン、ソフトウェアが使えるかどうか調べる。

●地域住民や近隣 ・延焼火災や有毒ガス漏洩等、直ちに避難が 正○○　○○

●事業所 ・必要な状況でないかどうか調べる。 副○○　○○

・初期消火や下敷き者の救出等、地域貢献

・活動が必要な状況かどうかを把握する。

●自然災害、交通 ・地震の場合、津波の恐れがないか2次災害 正○○　○○ 様式⑯ 災害情報収集先

●やライフライン ・の兆候に注意する。 副○○　○○ 一覧

・交通機関の混乱状況を調べる。

・電気、ガス、上下水道の停止状況を調べる。

・それらの情報源としては、ラジオ、テレビ、

・インターネット、電話問合せなどがある。

【備考】

初動対応「被災状況の確認」

参照資料
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【手順書⑨】

手順 具体的処理内容 担当者

●連絡手段の確保 ・顧客や協力会社との連絡手段を確保する。 正○○　○○ 様式⑫ 主要取引先リスト

※一般電話、FAX、携帯電話、ＰＣメール、 副○○　○○

携帯メールの利用

●顧客への被災 ・顧客に対して、手順⑤で取りまとめした 正○○　○○ 様式⑫ 主要取引先リスト

　状況報告 事業所の被災状況、今後の納品等のメド、 副○○　○○

確実な連絡手段、次回の連絡時期について

報告を求める。

●協力会社・材料 ・協力会社・材料メーカーに対して、事業所の 正○○　○○ 様式⑫ 主要取引先リスト

　メーカーの被災 被災状況、今後の納品の目処、確実な連絡 副○○　○○

　状況把握 手段、次回の連絡時期について報告を求める。

●中核事業の ・中核事業について、ボトルネックとなる事業 正○○　○○ 様式③ 中核事業の業務

　ダメージ判定 資源の被災状況等から、中核事業が被った 副○○　○○ 分類

ダメージの大きさを把握する。 様式⑤ 各業務に必要な

・ボトルネックとなる事業資源としては、顧客 経営資源の確認

や協力会社、従業員、建屋や切削機械、 様式⑥ 各業務が受ける

鍛造機械、パソコンのサーバー、ライフライン 被害想定とリスク

などがあげられる。 評価

●目標復旧時間 ・予め検討していた「目標復旧時間の目処」 正○○　○○ 様式④ 影響度評価と目標

　設定 を元に、現在の被災状況、今後の事態進展 副○○　○○ 復旧時間の設定

の予測を考慮して設定する。 様式⑧ 緊急時資金繰り

・顧客の納得が得られるか、復旧後に経営 計画書

、現実的かどうかを総合的に考えて設定する。

●応急・復旧対応 ・事業資源の損害が大きい場合、次にどの 正○○　○○ 様式⑦ 各業務の事業継

　方針の決定 方針で目標復旧時間内に中核事業の復旧 副○○　○○ 続のための対応

を目指すかを決定する（組み合わせもある）。 策（事前対応・緊

①現在の事業所を復旧させて操業 急時対応）

②代替工場に生産機械等を異動して操業

③他社等に生産を一時移管する。

●財務の予測診断 ・財務診断モデルを用いて、復旧費用、今後 正○○　○○ 様式⑧ 緊急時資金繰り

のキャッシュフロー、不足資金を予測する。 副○○　○○ 計画書

・予測結果は融資申請の際にも役立てる。

●実施体制の確立 ・指揮命令系統と役割分担を従業員に明示 正○○　○○ 手順書 BCP対応体制

する。 副○○　○○ ③

●拠点場所の確保 ・事業所が損傷した場合、顧客や協力会社 正○○　○○ 候補地を決める

と連絡がとれ、従業員を指揮できる拠点 副○○　○○

場所を確保する（自宅やプレハブ、自動車

でもよい）

●BCP発動 対策本部長は、上記の情報の整理や目標 正○○　○○

復旧時間等を勘案し、普及に向けた活動を 副○○　○○

始める号令を発する。

【備考】

　ＢＣＰ発動対応

参照資料

 47



【手順書⑩】

手順 具体的処理内容 担当者

●取引調整 ・顧客に対して今後の納品等の計画を説明し 正○○　○○様式⑦ 各業務の事業

　（他社等への一 了解を得る。 副○○　○○ 継続のための対

　時移管を含む） ・必要に応じて、他社での一時的な代替生 応策（事前対応

産等を調整する。（協力企業、顧客を通じて） ・緊急時対応）

・顧客との取引ルールとして、他社での代替

生産は一時的なものであり、復旧後は発注を

戻すことを原則とする。

●取引復元 ・自社の事業資源が復旧した時点で、代替生 正○○　○○ 様式⑦ 各業務の事業

産を引き上げ、顧客に被災前の取引に復元 副○○　○○ 継続のための対

してもらう（上記の調整結果どおり）。 応策（事前対応

・緊急時対応）

【備考】

復旧活動「顧客対応」

参照資料
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【手順書⑪】

手順 具体的処理内容 担当者

●取引調整 ・協力会社に対して今後の納品等の計画の 正○○　○○様式⑦ 各業務の事業

　（他社等への一 説明を求め、必要に応じて、他社での一時的 副○○　○○ 継続のための対

　時保管を含む） な代替生産等を調整する。 応策（事前対応

・緊急時対応）

●取引復元 ・協力会社の事業資源が復旧した時点で、 正○○　○○ 様式⑦ 各業務の事業

代替生産を引き上げ、被災前の取引に復元 副○○　○○ 継続のための対

する（上記の調整結果通り） 応策（事前対応

・緊急時対応）

【備考】

復旧活動「協力会社対応」

参照資料
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【手順書⑫】

手順 具体的処理内容 担当者

●従業員との ・全従業員に対して事業継続方針を説明し、 正○○　○○ 様式⑦ 各業務の事業

　情報共有と生活 適宜、その進捗状況を示す。 副○○　○○ 継続のための対

　支援 ・従業員の食事や日用品等を確保する。 応策（事前対応

・従業員の本人や家族が死傷した場合、でき ・緊急時対応）

る限りの配慮を行う。

・住家が被災した従業員に対して、可能であ

れば仮住居を提供する。

【備考】

復旧活動「社員対応」

参照資料
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【手順書⑬】

手順 具体的処理内容 担当者

●供給品の調達 ・通常のルートからの調達が困難な場合、予 正○○　○○様式⑦ 各業務の事業

め定めた代替ルート（業者や搬送方法）によ 副○○　○○ 継続のための対

り調達する。 応策（事前対応

・緊急時対応）

様式⑫ 主要取引先リスト

●供給品の保管 ・調達した供給品の保管に関して工場復旧ま 正○○　○○

での一時保管先（倉庫）を確保する 副○○　○○

【備考】

復旧活動「資材対応」

参照資料
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【手順書⑭】

手順 具体的処理内容 担当者

●建屋の修理・ ・建屋が損傷した場合、その修理を建設会社 正○○　○○様式⑦ 各業務の事業

　一時移転 等に要請する（目標復旧時間に間に合う 副○○　○○ 継続のための対

スケジュールで）。 応策（事前対応

・建屋の早期復旧が困難な場合は、他の ・緊急時対応）

場所に移転する。 様式⑫ 主要取引先リスト

●生産機械の修理 ・生産機械の修理・調達を専門メーカー等に 正○○　○○ 様式⑦ 各業務の事業

　・調達 要請する。 副○○　○○ 継続のための対

応策（事前対応

・緊急時対応）

様式⑫ 主要取引先リスト

●測定機器の修理 ・測定機器の修理・調達を専門メーカー等に 正○○　○○ 様式⑦ 各業務の事業

　・調達 要請する。 副○○　○○ 継続のための対

応策（事前対応

・緊急時対応）

様式⑫ 主要取引先リスト

●情報システムの ・パソコン等ハードウェアの修理・調達を専門 正○○　○○ 様式⑦ 各業務の事業

　回復 メーカー等に要請する。 副○○　○○ 継続のための対

・ソフトウェアの破損は、予めバックアップして 応策（事前対応

いたデータを用いて回復させる。 ・緊急時対応）

様式⑫ 主要取引先リスト

●インフラの早期 ・電力、ガス、水道のインフラ関係の早期 正○○　○○ 様式⑫ 主要取引先リスト

　復旧 復旧を各関係先に依頼する。 副○○　○○

【備考】

復旧活動「設備対応」

参照資料
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【手順書⑮】

手順 具体的処理内容 担当者

●運転資金の確保 ・緊急時発生後１ヶ月間、当面必要な資金 正○○　○○様式⑧ 緊急時資金繰り

を確保する。 副○○　○○ 計画書

・銀行預金を引き出す。

・資金不足の場合は、手持ち手形の割引か、

当座借り越しで資金調達する。

●決済不渡り対策 ・発行済み手形が不渡りにならないよう、 正○○　○○ 様式⑧ 緊急時資金繰り

取引銀行等と調整する。 副○○　○○ 計画書

※○○銀行、○○銀行

●仕入支払い・給 ・できる限り、協力会社や納品業者等に対 正○○　○○ 様式⑧ 緊急時資金繰り

　与支払い して過日分の支払いを行う。 副○○　○○ 計画書

・できる限り、従業員に対して給料を支払う。

●復旧資金の確保 ・財務診断結果から、建物や生産機械の修 正○○　○○ 様式⑧ 緊急時資金繰り

理費用等、復旧に必要な費用を見積もる。 副○○　○○ 計画書

・損害保険の支払いを受ける。

・証券等の資産を売却する。

・必要に応じて、政府系金融機関から災害

復旧貸し付けを受ける。

※○○公庫

【備考】

復旧活動「財務対応」

参照資料
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