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はじめに 
 
 平成２３年３月の甚大な被害をもたらした東日本大震災からはや２年が経ちました。こ

の大災害を契機に、国は南海トラフ大地震等の新たな災害予想などの情報を提供しており、

災害への対策を促しています。このことを受けて太平洋沿岸地域を中心に全国的に企業の

ＢＣＰ作成の機運は高まっているようです。しかしながら、福岡県の中小企業においては

依然としてＢＣＰ作成への取り組みが低いように感じます。 
 福岡県中小企業団体中央会は、平成２４年度に事業継続計画策定支援事業を実施し、県

内の中小企業や協同組合を対象にＢＣＰ策定の支援を行いました。これらの事業を通して

実際に策定されたＢＣＰをもとに、また県内の過去の自然災害や今後の予測も踏まえ、中

小企業や協同組合などがＢＣＰを策定する際の参考となるよう、有限会社薗田経営リスク

研究所 代表取締役 薗田恭久氏の監修のもと、福岡県中小企業団体中央会版ＢＣＰ策定マ
ニュアル、ＢＣＰ策定事例、ＢＣＰ様式を作成しました。 
このマニュアル等を参考にされ、県内の中小企業や組合・団体のＢＣＰ作成への一層の

取り組み拡大に繋がることを期待いたします。 
 
平成２５年３月 

福岡県中小企業団体中央会 
企業支援室 
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第Ⅰ部 過去の自然災害と今後の予測 
 
１．福岡地方における最近の自然災害 
(1)台風 

①平成３年台風１７号（出所：福岡県ホームページ）※原文どおり記載 

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。上陸時は中型（「中

型」の表現は 2000年に廃止）で中心気圧は 955ミリバールと 13日後に上陸した台風第 19

号と比較して劣る勢力だったにも関わらず、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。台風は午前中のうちに福岡市から山口県沿岸を通過した。 

  

台風１７号の被災状況（出所：フリー百科事典ウィキペディア） 
氾濫する長野川 （糸島市 ※当時は前原町） 

 

軒先をえぐる川付川 （糸島市 ※当時は前原町） 

 

第Ⅰ部　過去の自然災害と今後の予測
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②平成３年台風１９号（出所：福岡県ホームページ）※原文どおり記載 

9月 16日にマーシャル諸島の西海上で発生し、9月 23日にはフィリピンの東海上

で中心気圧 925hPa、最大風速 50m/s(100knot)の大型で非常に強い台風となった。9

月 27 日に長崎県佐世保に上陸し、山口県をかすめたあと日本海上をオーバースピ

ードで進み、翌日朝に北海道に再上陸した。この台風は、福岡市のほぼ真上を通過

した。 

九州上陸時の中心気圧 940hPaは、昭和 46年台風第 23号以来約 20年ぶりで、1951

年の統計開始以後では史上 5 番目に低い（2005 年現在）。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[2]。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。 

 
台風１９号の被災状況（出所：フリー百科事典ウィキペディア） 

損壊した１１０ＫＶ鳥栖久留米線鉄塔 （久留米市） 

 

（山門郡三橋町） 
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(2)水害 

①平成１１年６月２９日の福岡水害（出所：国土交通省九州地方整備局ホームページ） 

※原文どおり記載 

平成 11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。 

 

博多駅付近の水害の被災状況（出所：国土交通省九州地方整備局ホームページ） 
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②平成２４年７月九州北部豪雨 

矢部川流域の浸水状況（出所：国土地理院ホームページ） 

  

 

柳川市の被害状況（出所：柳川市ホームページ） 

 柳川市が平成２４年７月３１日に発表した被害の状況は、死者１人、家屋の床上浸水３

７６戸、床下浸水９５２戸等建物浸水多数、道路の損壊や冠水多数、矢部川と沖端川の堤

防決壊、水路の溢水や施設破損多数、農業の被害額１１億６千万円、漁業の被害額２億３

千万円、商工業の被害額９億円などとなっており、この時点で被害総額は２６億９千万円

となっています。 

 

中山地区沖端川決壊箇所（出所：柳川市ホームページ） 
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合地区矢部川決壊箇所（出所：柳川市ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山地区の冠水の様子（出所：柳川市ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島漁港の様子（出所：柳川市ホームページ） 
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(3)地震 

①平成１７年３月２０日福岡県西方沖地震（出所：フリー百科事典ウィキペディア）※原

文どおり記載 

福岡県西方沖地震（ふくおかけんせいほうおきじしん）は、2005年（平成 17年）3月 20

日午前 10時 53 分 40.3秒、福岡県北西沖の玄界灘で発生した最大震度 6弱の地震である。

地震空白域とされる地域で発生した。 

 福岡市から北西 30kmほどの地点にある、長さ 30km、幅 20kmほどの断層が、北西と

南東の方向にそれぞれ逆にずれた（横ずれ型）ために発生した。ずれた距離は 60cm

程度。横ずれ型なので地面の盛り上がりが無く、海底を震源地としながらも幸い津

波が発生しなかった。 

 歴史上では 679年 1月頃（天武 7年 12月）に筑紫地震、1898年（明治 31年）8月

10日に福岡市付近を震源とする糸島地震（M6.0）が発生しているが、M7.0クラスの

大地震が発生した記録はなく、福岡市周辺地方では有史以来初の大地震となった。 

 九州地方で震度 6弱を観測したのは 1997年（平成 9年）5月 13日の鹿児島県北西

部地震の際に鹿児島県川内市（現薩摩川内市）で震度 6弱を観測して以来 7年 9ヶ

月ぶり。九州北部に限ると M7.0クラスの地震は 1700年に壱岐・対馬で発生して以

来約 300年ぶり、1890年（明治 23年）の観測開始以降では初めてとなる。福岡県・

佐賀県ではこれまで地震により最大で震度 4までしか観測されたことがなく、少な

くとも百数十年に一度という大きな地震になった。 

 政令指定都市に震度 6以上のクラスの地震が襲うのは、兵庫県南部地震（阪神・淡

路大震災）の際に神戸市で震度 6または 7が襲って以来 10年ぶりであるが、震源地

が沖合でありやや離れていたこと、併せて地震波動の周波数成分が 1秒未満の短周

期（高周波数）に偏っていた事もあり、都市部の直下型の地震による甚大な被害は

免れた[1]。 

 本震と余震の分布は、福岡市中心部から同市東区志賀島に向かって北西に延びる一

直線上に分布しており、今後もその地域で余震が発生すると見られている。この一

直線上の南には福岡市中心部から筑紫野市にかけて数十キロにわたる警固断層があ

り、今回の地震との関連性も調査された。それによると、警固断層の今後 30年以内

の大地震発生確率は 6%と比較的高いことがわかった。 

 最も揺れと被害が大きかった福岡市西区の玄界島には本震発生当時震度計が設置さ

れていなかった（本震での推定震度は震度 7〜震度 6弱）。そこで、翌 21日に気象

庁地震機動班が玄界島漁村センター（福岡市西区玄界島）に震度計を設置、以後震

度を観測している。 

 2005年（平成 17年）5月 23日頃、本震における玄界島での推定震度が最大で震度

7となる可能性があると報道された。東京大学地震研究所によると推定震度 7(6.57)、
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鹿島建設小堀研究室によると推定震度 6弱(5.9)と幅があるが、震度の正式な決定は

気象庁が行うもので、事後調査によるものも含めて同庁は正式に最大震度は変更し

ていない。 

 今回の地震では福岡市中心部でも多少の被害は出たが、より震源地に近かった同市

西区玄界島に被害が集中した。マスメディアでは玄界島の被害が主に報道されてい

るが、同程度に震源に近く被害も（建物被害の統計上も）大きかった同じ福岡市西

区でも、西浦地区は報道上あまり注目されていない。 

 2006年（平成 18年）10月 1日より、国内各地の震央地名が変更になり、地震発生

当時の「福岡県西方沖」は「福岡県北西沖」に改められた。 

 

九州内の市町村の震度（出所：フリー百科事典ウィキペディア） 
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福岡市中央区天神地区の被災状況（出所：フリー百科事典ウィキペディア） 

 

 

福岡市西区玄海島の被災状況（出所：福岡市ホームページ） 
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２．福岡地方における今後の災害の予測 

(1)台風・水害 

 

平成１２年までの九州北部の台風の接近数（出所：気象庁ホームページ） 

 

 

平成１２年までの本土（全国）への台風の上陸数（出所：気象庁ホームページ） 

 

 

 上記の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

しています。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

できます。 

しかしながら、九州本土への上陸はこの５年間はありません。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す。前述の平成３年の台風１７号・１９
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号のように猛威を振るうこともしばしばです。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ます。 

 

 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ます。各地域の地方自治体が作成して

いるハザードマップにて浸水の恐れがある地域はもとより、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ます。 

 

(2)地震 

①太平洋の「南海トラフ」を震源とする巨大地震が発生した場合の被害（内閣府公開情報を引用） 

 

震度分布の例（出所：内閣府防災情報ホームページ） 
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津波の高さの例（出所：内閣府防災情報ホームページ） 

 

 

内閣府が平成２５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ます。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２０００億円にのぼるとされます。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

されます。 

 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ます。 
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②九州の活断層による地震 

 

九州地方の活断層帯（出所：地震調査推進本部ホームページ） 

 

 
 

 福岡県にも多くの活断層帯が存在することがわかります。 

 これらの中で、特に注意をしたいのが、警固断層帯の南東部です。以下、この断層帯に

ついて資料を示します。 
 

（出所：地震調査推進本部ホームページ）※原文どおり記載 

＜過去の活動＞ 

 警固断層帯北西部の最新の活動は、２００５年の福岡県西方沖の地震（マグニチュード
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７．０）です。この地震以前の活動履歴は不明です。 

 警固断層帯南東部の最新活動時期は、約４千３百年前以後、約３千４百年前以前であっ

た可能性があります。また、平均活動間隔は、約３千１百－５千５百年の可能性がありま

す。 

＜将来の活動＞ 

 警固断層帯は、過去の活動と同様に北西部と南東部の２つの区間に分かれて活動すると

推定されます。 

 警固断層帯北西部ではマグニチュード７．０程度の地震が発生し、その際には２ｍ程度

の左横ずれが生じると推定されます。警固断層帯北西部は、平均活動間隔などが明らかで

ないため、将来このような地震が発生する長期確率を求めることができません。ただし、

断層帯北西部の最新活動が２００５年福岡県西方沖の地震であったことを考慮すると、我

が国の主な活断層の平均的な活動間隔と比べ非常に短い時間しか経過していないことから、

断層帯北西部でごく近い将来に今回評価したような地震が発生する可能性は低いと考えら

れます。 

 警固断層帯南東部ではマグニチュード７．２程度の地震が発生すると推定され、その際

には断層近傍の地表面で、２ｍ程度の左横ずれが生じる可能性があります。地震発生の確

率には幅がありますが、その最大値をとると、今後３０年の間に地震が発生する可能性が、

我が国の主な活断層の中では高いグループに属することになります。 

 なお、断層帯北西部の２００５年の活動により、断層帯南東部で地震が発生する可能性

は、より高くなっているという指摘もあり、そのことに留意する必要があります。 

 また、遠い将来においては警固断層帯全体が同時に活動する可能性も否定できません。

この場合の地震の規模は、マグニチュード７．７程度となります。ただし、現時点でこの

ような地震の発生する確率は低いと考えられます。 
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警固断層帯南東部の震度分布例（出所：地震調査推進本部ホームページ） 

 

 
 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

ころです。活断層帯による地震も侮れません。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ます。 
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第Ⅱ部 事業継続についての取り組み状況診断 

 

 ＢＣＰを策定するにあたって、先ずは自社の危機管理や事業継続に関する取り組みがど

の程度行われているかが大事です。次のチェックリストにしたがってチェックをしてみま

しょう。 

 

 チェックリストの結果は、現在の御社の緊急時の事業継続への対応や早期復旧に向けた

準備ができているかの判断材料となります。 
 以下に、「はい」の数ごとに対応の目安を提示しますので参考にしてください。 
 
【０～１０個】 
 仮に、大地震等の大きな災害が発生した場合、御社では緊急時の初動対応がままならず、

事業が停止してしまい、復旧への活動にも大きな支障が出てしまう恐れがあります。 
 この機会に、先ずは社内で危機管理対応についての協議を早急に進めてください。その

上でＢＣＰ作成の取り組みを検討されることをお奨めします。 
 
【１１～２５個】 
 大きな災害に対する意識はあり、ある程度の備えは講じていると考えられます。しかし

ながら、災害への対策は進んでいるものの、事業を継続するための体系的な仕組みになっ

ているとは言えません。 
 この機会に、事業継続への体系的な仕組み構築のために、ＢＣＰ作成を検討されること

をお奨めします。 
 
【２６～４０】 
 社内の危機管理に対する意識は高いものを感じます。併せて相当程度の具体的な対策も

備えています。 
 もし、ＢＣＰを作成していないのであれば、現在の社内での個々の取り組みを纏めて、

形あるものに整理をするという意味で、ＢＣＰの作成をお奨めします。 
 
【４１～５０】 
 社内の事業継続に対する意識は非常に高く、具体的な対策もかなりのレベルで進んでい

るものと考えます。 
 ＢＣＰを作成できる基本的な材料はすでにできています。もし、ＢＣＰを作成していな

いのであれば、是非作成ください。これまでのせっかくの取り組みが、ＢＣＰとして纏め

ることで対外的な評価に繋がることなるでしょう。 

第Ⅱ部　事業継続についての取り組み状況診断

事業継続についての取り組み状況診断チェックリスト

区分 質問項目 はい いいえ

経
営

経営計画（事業計画）に危機管理についての項目がありますか

経営会議・幹部会議等で危機管理等について議論がなされていますか

危機管理マニュアル（あるいは防災計画等）は整備されていますか

危機管理関連の担当部署はありますか

有事の際社長が指揮をとれない場合の代行は決まっていますか

人

防災に関する従業員教育や意識合わせは定期的に実施していますか

防火訓練・避難訓練等は定期的に行われていますか

従業員は災害発生時の初動対応や連絡の仕方を把握していますか

現場の管理者は災害発生時の初動対応や連絡の仕方を把握していますか

災害発生時の指揮命令組織表はありますか

建
物
・
設
備
・
装
置

事業運営上、特に重要な建物・設備・装置は何か把握していますか

地震や水害による被害想定がなされてますか

建物は震度6弱に耐えられる程度の耐震構造になっていますか

設備や機械装置は震度6弱に耐えられる程度の対策は講じていますか

災害時の備蓄品（食料・水・救急箱・懐中電灯・ラジオ・工具等）は整備していますか

Ｉ
Ｔ
・
情
報

事業運営上、特に重要なIT設備・データは何か把握していますか

重要な資料やデータは特別な保管方法（耐火金庫収納・バックアップ等）をとってい
ますか

重要なデータを扱うコンピュータにはUPS（無停電装置）を備えていますか

重要なデータやマニュアルはITが使用できない時のために紙媒体で保存していますか

緊急時の重要なアプリケーションやサーバの復旧手順について把握ができていますか

通
信

社内ネットワークやインターネット接続において特に重要な装置等は何か把握して
いますか

全従業員の自宅の固定電話番号以外の通信手段は何種類か把握していますか

災害時の従業員の安否確認の仕組みはできていますか

主要販売先は固定電話番号以外の通信手段を何種類か把握していますか

主要仕入れ先は固定電話番号以外の通信手段を何種類か把握していますか
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外
注
・
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

事業運営上、外注先・サプライヤー・メンテナンス先で特に重要な相手先はどこか
把握できていますか

災害時の業務連携について外注先・協力会社と協議は行われていますか

災害時の商品や材料等の供給について仕入れ先と協議は行われていますか

設備・装置等の災害時の修理対応について社内の協議は行われていますか

外注先・サプライヤー・メンテナンサー等の連絡先は一覧表になっていますか

イ
ン
フ
ラ

電気・ガス・水道等のインフラが停止した場合、事業運営のシミュレーションはで
きていますか

電気・ガス・水道等のインフラが停止した場合の対応策は決めていますか

災害発生時、電気・ガス・水道等のインフラが停止した場合の復旧日数の目安は把
握していますか

緊急時の電気・ガス・水道等のインフラ供給機関の連絡先は一覧表になっていますか

緊急時に近隣の道路は使用できるか把握されいますか

金

一週間あるいは一か月、事業が停止した場合の損失を把握していますか

一か月程度事業が中断しても自由に使える資金がありますか

重要な設備・装置等が破損した場合の復旧資金を把握していますか

事前の災害対策や被災時復旧のための公的な融資制度を把握していますか

地震保険・火災保険・動産保険等の保険活用について内容を把握していますか

販
売
先（
取
引
先
）

主要販売先とは災害等の緊急対応について協議をされていますか

自社にとって重要な販売先を把握していますか

主要販売先は当社が事業中断した場合どのくらい待ってくれるか把握していますか

被災時等の緊急時に主要販売先の誰に連絡をすればよいか把握していますか

被災時等の緊急時に主要販売先に当社の誰がどのように状況説明をするか決めてい
ますか

事
業
継
続

当社を取り巻く事業リスクはどのようなものが想定されるか把握されていますか

自社にとって事業中断を及ぼし、復旧に支障を来す恐れのある災害や事故等は把握してい
ますか

事業が中断した場合、先ず復旧させるべき自社の重要な事業は何か把握していますか

災害発生時の初動対応の仕組みはできていますか

事業中断時の復旧対応の仕組みはできていますか

合　　　　　　計
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第Ⅱ部 事業継続についての取り組み状況診断 

 

 ＢＣＰを策定するにあたって、先ずは自社の危機管理や事業継続に関する取り組みがど

の程度行われているかが大事です。次のチェックリストにしたがってチェックをしてみま

しょう。 

 

 チェックリストの結果は、現在の御社の緊急時の事業継続への対応や早期復旧に向けた

準備ができているかの判断材料となります。 
 以下に、「はい」の数ごとに対応の目安を提示しますので参考にしてください。 
 
【０～１０個】 
 仮に、大地震等の大きな災害が発生した場合、御社では緊急時の初動対応がままならず、

事業が停止してしまい、復旧への活動にも大きな支障が出てしまう恐れがあります。 
 この機会に、先ずは社内で危機管理対応についての協議を早急に進めてください。その

上でＢＣＰ作成の取り組みを検討されることをお奨めします。 
 
【１１～２５個】 
 大きな災害に対する意識はあり、ある程度の備えは講じていると考えられます。しかし

ながら、災害への対策は進んでいるものの、事業を継続するための体系的な仕組みになっ

ているとは言えません。 
 この機会に、事業継続への体系的な仕組み構築のために、ＢＣＰ作成を検討されること

をお奨めします。 
 
【２６～４０】 
 社内の危機管理に対する意識は高いものを感じます。併せて相当程度の具体的な対策も

備えています。 
 もし、ＢＣＰを作成していないのであれば、現在の社内での個々の取り組みを纏めて、

形あるものに整理をするという意味で、ＢＣＰの作成をお奨めします。 
 
【４１～５０】 
 社内の事業継続に対する意識は非常に高く、具体的な対策もかなりのレベルで進んでい

るものと考えます。 
 ＢＣＰを作成できる基本的な材料はすでにできています。もし、ＢＣＰを作成していな

いのであれば、是非作成ください。これまでのせっかくの取り組みが、ＢＣＰとして纏め

ることで対外的な評価に繋がることなるでしょう。 
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第Ⅲ部 ＢＣＰの策定 
 
１．スムーズなＢＣＰ策定の仕組み作り 
 企業のＢＣＰ策定率は大企業になるほど高いといわれています。これは大企業では専門

の部署があり、人材も豊富で比較的ＢＣＰを作れる環境が整っていることが理由の一つと

思われます。一方中小企業では、これとは逆で、専門部署はなし、専門要員もいないとい

う中でＢＣＰを作っていくことになります。つまり、中小企業での作成は、日頃の業務と

の掛け持ちで行うことになります。段取り良く進めないと上手くいかない場合もあります。 
 そこで、中小企業においてＢＣＰを作る際のポイントを整理したいと思います。それは、

先ずはスムーズなＢＣＰ策定の仕組みを作っていただくということです。以下にその内容

を整理していきます。 
 

(1)社長の号令と社内のコンセンサス 

 “目の前の業務が忙しいのに、いつ来るかわからない災害のための備え？・・・”。ＢＣ

Ｐを作る際に、ともすればこのような現場の本音に直面する場面も想定されます。 

ＢＣＰに対するしっかりした社員への説明がなかったり、経営上の位置づけが分からな

いままに、安易にＢＣＰ作成を進めるとこのような状況になりかねません。 

 ＢＣＰ作成にあたっては、導入部分で次のような取り組みが必要です。 

① ＢＣＰを作る意義や有効性について経営幹部がしっかり協議し、経営（戦略）レベルで

ＢＣＰを作ることを決定する 

② このことを、社長がしっかり社内に説明し、ＢＣＰ策定の号令を発する。 

③ 尐なくとも現場の管理者には、これからＢＣＰを作っていくことについてコンセンサス

を得るようにする 

つまり、ＢＣＰ作成の号令は社長のトップダウンで行うことがポイントになります。 

 

(2)組織編制 

 総務部長が一人で鉛筆なめなめＢＣＰを作っていく・・・。このような例は尐なくあり

ません。ＢＣＰ作成は“成果物としての形”を作ることが目的となりますが、“作るプロセ

ス”も重要になります。有事の際、他人が作ったＢＣＰに沿ってどのくらい現場の管理者

が動けるかを考えると、難しい状況も想定されます。 

 ＢＣＰを作る際には、できれば複数で作成し、なるべく“現場を巻き込みながら”作成

していくことが、結果として有事の際に“ＢＣＰを運用に活かす”ことにつながります。 

 企業規模にもよりますが、ＢＣＰ作成のモデル的な策定プロジェクトを以下に示します

ので参考にしてください。 

 

第Ⅲ部　ＢＣＰの策定
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① プロジェクトオーナー 

一般には社長です。また規模の大きい企業では担当役員になります。ＢＣＰ策定に常に

携わることは難しいと思いますが、ＢＣＰ作成を進める上で、経営レベルで要所の確認

と判断をしていきます。 

② プロジェクトリーダー 

ＢＣＰ策定の中心となる人です。一般的には総務部長や課長、他のＩＳＯ構築を担当し

た人、ＣＳＲなどの取り組みを推進した人などが適任と思われます。プロジェクトメン

バーとともにＢＣＰ作成を進めて行きます。 

③ メンバー 

プロジェクトリーダーの指示に基づいてＢＣＰを作成していきます。一般的には、製造

業であれば生産管理全般が分かっている人、仕入れ管理全般が分かっている人などが適

任でしょう。メンバーの数は２～３人が適当と思われます。企業規模にもよりますが多

からず、尐なからずがスムーズにいくポイントです。 

④ 各部門責任者 

図のように総務～情報・通信関連まで、会社全体の部門責任者（各部門が良くわかって

いる人）も構成員となることをお奨めします。作成そのものはプロジェクトメンバーが

中心になって行いますが、各現場のリスクの洗い出しやその対応策など、できるだけ有

効な現場の意見がＢＣＰに反映されることにつながります。また、これらの部門責任者

がこのＢＣＰ策定に参画することで、現場レベルでの教育・訓練が責任者をリーダーに

メンバー メンバー
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積極的に行われることに繋がり、ひいては有事の際、初動対応への責任者の現場指揮が

しっかり行われることに繋がっていきます。つまり、作成は現場責任者を巻き込んで、

ボトムアップで作成していくのが良いでしょう。 

 

(3)進捗管理 

 ＢＣＰ策定プロジェクトは作ったとしても、構成メンバーは全て本来業務に携わってい

ます。この本来業務に影響が出てはいけません。ＢＣＰ策定がスムーズに行くために、い

くつかのポイントを以下に示します。 

① スケジュールはしっかり立てる 

ＢＣＰ策定期間は、短い時間を設定して極端に構成メンバーへの負加が高くても本来業

務との両立ができません。一方で、あまり時間が長いとモチベーションが続かない恐れ

が出てきます。 

企業規模にもよりますが、一般に策定期間は４～５か月程度が望ましいでしょう。また、

ＢＣＰの策定を８～１０回くらいにセグメント化して、2週間くらいに一度進捗管理を

行うと良いでしょう。重要な点は、この進捗管理の日程は、月日まで冒頭に決めておき

ます。したがって完成日もしっかり決めておくことが大事です。 

② キックオフミーティングでの社長の号令 

キックオフミーティング（初回会議）には、ＢＣＰ策定構成員全員（策定プロジェクト

だけでなく、プロジェクトオーナー、各部門責任者全員）の参加が望ましいでしょう。

ここで、しっかり社長（プロジェクトオーナー）がＢＣＰ策定開始の号令を発していた

だくことで、プロジェクトメンバーが各部門責任者の協力を得やすくなり、作成の進行

がスムーズになるでしょう。 

③ 身の丈に合ったもので先ずは初版を作るという合言葉で 

策定期間の４～５か月の間には業務繁忙時期とかち合うこともあります。しかし、基本

的には完成日をずらすことなく進めることが望ましいでしょう。つまり、スケジュール

修正を余儀なくされる場合はなるべく作成期間を修正しないで、出来上がりレベルで調

整するということをお奨めします。それは精度は十分でなくとも期限内にできる範囲で

“身の丈に合ったもの”で、まずは“初版を作る”ということに重きを置いてほしいの

です。 

ＢＣＰは作ってお終いではありません。作ったものに沿って、教育・訓練や点検・是正・

見直しを行い、ＢＣＭ（事業継続管理）として経営の仕組みに定着させていきます。つ

まり、1 年後、2 年後に尐しずつ追加・修正をかけて実効性の高いものに仕上げていく

ことが重要になるでしょう。 
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２．ＢＣＰ基本フレーム 

ＢＣＰは一般に次のようなフローで構成されます。 

 

０．はじめに 

 ０．１ 本計画の目的 

０．２ 企業概要 

 

１．基本方針 

 １．１ ＢＣＰの基本方針 

 

２．計画 

 ２．１ 対象災害の特定 

 ２．２ 中核事業の決定 

 ２．３ 中核事業の業務分類 

２．４ 影響度評価と目標復旧時間の設定 

 ２．５ 各業務に必要な経営資源の確認 

２．６ 各業務が受ける被害の想定とリスク評価 

２．７ 各業務の事業継続のための対応策 

 

３．実施および運用 

 ３．１ 災害発生時の対応フロー 

３．２ ＢＣＰ対応体制表 

３．３ 初動（インシデント）対応手順 

３．４ ＢＣＰ発動対応手順 

３．５ 復旧活動手順 

３．６ 財務計画 

 

４．教育・訓練 

 ４．１ 教育・訓練計画 

 

５．点検・是正・見直し 

 ５．１ 点検  

 ５．２ 是正 

 ５．３ 見直し 

 

ＢＣＰ作成は、概ね上記の矢印の流れに沿って進めていきます。 
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０．はじめにや１．基本方針では「本計画の目的」や「ＢＣＰの基本方針」を作成しま

す。 

 「本計画の目的」は、自社において、このＢＣＰが作られる意義や、何のためにするか

（目的）、また作るねらい等を経営的な視点で記載します。内容について特段の定義はない

と思われますが、本計画作成のよりどころとなる部分なので、十分な検討が必要です。な

お、記載の方法については、項目を箇条書きにするなど、社員等が読みやすいよう簡潔な

表現も必要と思われます。 

 また、「ＢＣＰの基本方針」については、このＢＣＰを作成するにあたり、基本となる方

針を示します。具体的にどのような方針で作っていくのか、そのためにどのようなものを

作るのか、またＢＣＰの概念の範囲などを纏めます。 

 

以後は、各項目に沿ったＢＣＰ策定様式（「様式」と「手順書」のフォーム）、ＢＣＰ策

定事例を用意しておりますので、それぞれ項目に沿って記入します。 

 作った「様式」と「手順書」をもとに、緊急時において事業継続のポイントが分かりや

すく把握できるように最終的に「文書化」を行い、ＢＣＰが完成します。 

 なお、ＢＣＰ策定様式、ＢＣＰ策定事例は以下のホームページからダウンロードできます。 

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/bcp/index.html 

 

 

３．企業概要・想定災害の特定【様式①】 

 企業は年々経営状況が変化します。様式①は、その時々の企業状況に相応して、数ある

災害の中から特に現時点で想定対象とする災害の種類を抽出することを目的としています。 

 様式①の想定災害の種類は、効率的なＢＣＰ作成を目指す観点から、自社にとって特に

甚大な影響を及ぼす災害を予め特定することが重要になります。 

なお、あまりに多くの想定災害を挙げるとＢＣＰ全体の作成負荷が大きくなります。初

版を作る際には、できるだけ絞り込みをして重要な災害を 1 つから数種類挙げて対応する

ことが作成をスムーズに進めるポイントでしょう。 

 

 

４．中核事業の決定【様式②】 

様式②は、会社全体の全ての事業が中断する被害が発生した場合、経営資源が限られた

状況の中で全てを同時に復旧することは叶いません。そこで、予め復旧を優先すべき中核

事業を特定しておくことで、速やかに経営資源を集中して復旧を目指す仕組みを作ってお

くことが必要となります。 

 様式②の中核事業の特定は、売上高、収益性、市場シェア、成長性、納入先への供給責

任、公共性、地域貢献や社会機能維持などの観点から決定します。通常一つから数種類の
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事業が決められます。 

 

 

５．中核事業の業務分類【様式③】 

 中核事業の業務プロセスや業務分担等に基づいて業務分類を行います。 

業務分類を行うことで、それに関わる経営資源はどのようなものか、その経営資源には

どのような事業中断のリスクが想定されるかなどが細分化されてきます。 

 業務分類の数は、３～５程度が推奨です。この数が多いと後の工程（様式⑤～⑦）の作

業負担が非常に多くなります（数の分だけ様式の枚数を作成することになります）。 

 【業務内容】の枠の下に【業務を構成する経営資源】の枠があり、それぞれに記入しま

す。 

全体の業務分類とそれぞれの業務内容および経営資源を俯瞰して見れるようわかりやす

く簡潔に記載しましょう。 

また、サービス業や小売り業など、業務フロー（流れ）で表現できない場合は、単純に

業務を分類したものでも構いません。 

 

 

６．影響度評価と目標復旧時間の設定【様式④】 

 様式④は、各業務ごとの【目標復旧時間】（いつまでに復旧するか）を設定します。また、

各業務の【目標復旧時間】をふまえて、中核事業全体の【目標復旧時間】および【目標復

旧レベル】も設定します。 

 【目標復旧時間】の設定は、復旧の目安を立てる上で十分に検討しておく必要がありま

す。しかし、決めにくい場合はとりあえず想定値という判断で決める潔さも必要です。 

 作成の流れは、各業務ごとに業務が中断した場合、時間経過ごとの影響度を確認します。

【金銭的な影響】、【取引先への影響】を基本に影響度評価を行い、総合的な視点で【目標

復旧時間】（日数）を決めます。 

【目標復旧時間】は金銭的や取引先への影響以外に、業務の軽重、プロセスの長短およ

び原材料や半製品等の在庫状況などの評価も必要です。【目標復旧時間決定の理由】の項目

にその理由を記載しておきましょう。 

 

 

７．各業務に必要な経営資源の確認【様式⑤】 

 事業が中断するということは、その事業に必要な経営資源の何かが機能しないというこ

とになります。様式⑤は業務ごとに事業を構成する経営資源を洗い出して、その特徴を把

握しておきます。 

 様式⑤作成のポイントは、【様式③】で抽出された各業務において、事業が中断する恐れ
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のある経営資源要素（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）ごとに、どのようなものがものがあるか、またそれはどのような特徴

を持つものかに特に着目した検討が必要です。 

 【経営資源】のそれぞれの項目に沿って、【項目】の抽出を行い、その項目ごとに【具体

的なレベル】を記載します。【具体的なレベル】とは、数、能力、特徴（代替性、修理の速

度・金額など）などをさします。 

 

 

８．各業務が受ける被害の想定とリスク評価【様式⑥】 

 【様式①】にて想定する災害が発生した場合、どの程度の被害が発生するかをシミュレ

ーションします。その上で、想定被害ごとの【リスクのレベル】を評価します。 

 【想定被害】は、【経営資源】ごとに、かつ想定災害ごとに記載します。【経営資源】は、

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・その他に分

けて検討します。できるだけ幅広い視点で検討すると良いでしょう。なお、このアプロー

チにおいては、各部門の状況に詳しい現場責任者等の意見を聞くのが効果的でしょう。 

 【想定被害】ごとに、【影響度】（災害が発生した場合の事業継続に及ぼす被害の大きさ）

と【脆弱性】（災害が発生しても事前の対策が講じられており被害の回避や低減が行えるか

否か）の二つの要素で、１～３の３段階で評価します。【リスクレベル】は、【影響度】と

【脆弱性】の積で評価します。 

この【リスクレベル】の評価をもとに、数値の高いもの（例えば６あるいは９）を優先

した対応策が、様式⑦において講じられることになります。 

 

 

９．各業務の事業継続のための対応策【様式⑦】 

 ＢＣＰの中核部分ともいえる災害への対応策を検討する段階です。経営層、現場責任者

等の各層の視点での対応策の検討が必要になります。 

 対応策には、【事前対応】（被害の程度を最小限にとどめるために平時に行っておくべき

対応策）と【緊急時対応】（災害発生時の初動活動および復旧活動に関連して行うべき対応

策）の２種類があります。 

また、各部門の現場レベルで検討する内容と、経営層レベルで検討する内容に分けて検

討すると良いでしょう。 

 先ずは、【想定被害】、【基本対応】および【目標復旧時間】を明記します。 

引き続き、経営資源の【分類】（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）ごとに、【事前対応】と【緊急時対応】に分けて、【対策内容】

（具体的な対応策の内容）を箇条書きで記載していきます。 

さらに、その【対策内容】について【所要時間】がわかる場合はその時間（日数）を、
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また【費用】が発生する場合はその金額（数値化できにくい場合は文章にて）を記入しま

す。 

なお、耐震工事や自家発電装置など、まとまった資金を必要とする大がかりな設備工事

等を伴う場合は、経営会議等で対応の是非を検討の上、中期経営計画（３～５年程度）と

連携した対応策のアクションプランの立案が必要になります。 

 

 

１０．災害発生時の対応フロー【手順書①】 

 急な災害が発生すると戸惑い、何をどのように対応していくか、冷静な対応策が検討し

にくい状況となります。そのために平時の冷静な状況で、効果的な災害発生時の対応フロ

ーを作成しておきます。 

 災害発生時の対応は、【初動対応】、【ＢＣＰ発動】、【復旧活動】の３段階に分けて対応策

を検討します。各対応策の内容については、各社の固有の状況に応じたものを設定するの

も有効でしょう。また【初動対応】については、既存の防災計画や緊急対応マニュアルな

どとの整合も視野に入れた対応が必要です。 

 先ずは、【初動対応】、【ＢＣＰ発動】、【復旧活動】のそれぞれに対応の項目を設定し、そ

れをわかりやすく表現（行うべきことの流れがわかるように）することがポイントとなり

ます。 

 

 

１１．事前対応・初動対応フロー【手順書②】 

 災害発生時の対応の中で、特に事前の対応が必要なのが【初動対応】です。地震等の災

害は突然発生します。不測の事態に備え、社員の基本的な行動基準が発生場所や発生時間

ごとにわかるように、できるだけわかりやすく表現したものを示すと良いでしょう。 

 また、この初動対応フローは、【様式①】で抽出した想定災害ごとに作ることが望ましい

でしょう。 

 

 

１２．初動対応（対策本部設置）【手順書③】 

  実際に想定した災害が発生した場合、通常の指揮命令系統から緊急時対応体制に基づ

いた体制に変更されます。そのために、緊急時対応体制表は予め作成しておきます。 

 組織の基本的な構成は、直ちに対策本部を設置し、指揮官の本部長が全社統制を行いま

す。構成組織としては一次対応・二次災害防止対応班、安否確認対応班、被害状況の確認

対応班、社員の招集対応班などの実務部門で編成され、それぞれに責任者を配置し、構成

員も人選しておきます。また、全体の情報を管理する必要があることから、全社情報管理

室も設置し逐次対策本部に情報提供を行います。なお、各組織の責任者については、万一
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に備え、必ず“正”と“副”の複数体制で表記することがポイントになります。 

 また、それぞれの組織の業務内容等も予め記載しておきます。 

 この体制表に基づき、迅速な初動対応を進めて行きます。 

 

 

１３．初動対応（一次対応・二次災害の防止）【手順書⑤】 

 【初動対応】は災害発生時において最初に行うべき対応内容です。主な内容は、対策本

部の設置、一次対応・二次災害の防止、社員の安否確認、被災状況の確認および社員の招

集などです。 

災害発生時においては、先ずはこの【初動対応】がしっかり機能しないと、後の【復旧

活動】に繋がらず事業継続を達成することができません。そのために対応内容を項目別に

具体的に作成しておく必要があります。 

 【初動対応】の手順書は、対策本部の設置、一次対応・二次災害の防止、社員の安否確

認、被災状況の確認および社員の招集などの対応内容の項目別に作成していきます。しか

し、各手順書の手順の項目については、サンプルにとらわれず、各社の固有の状況に応じ

たものを設定するのも有効でしょう。 

 【手順】に対応の項目、その項目に対応した【具体的処理内容】、それを担当する【担当

者】を記載します。必要に応じて【参照資料】に関連様式名等の記載を行います。 

 

 

 

１４．ＢＣＰ発動対応【手順書⑨】 

 【ＢＣＰ発動】は、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ため、対策

本部長等が【復旧活動】開始の宣言を行うプロセスです。主な内容は、中核事業に係る取

引先やインフラの回復状況の把握、自社のダメージや財務状況の把握をふまえた対策本部

長のＢＣＰ宣言発動基準などです。 

【ＢＣＰ発動】は、【初動対応】の状況を見極め、【復旧活動】開始に繋げます。組織の目

標を明確にし、意識を統一するとともに、重要な取引先等への対外的な情報発信を行いま

す。 

 【ＢＣＰ発動】の手順書は、取引先やインフラの回復状況把握、自社の事業の把握をふ

まえた対策本部長のＢＣＰ宣言発動基準などの対応内容の項目別に作成していきます。し

かし、各手順書の手順の項目については、サンプルにとらわれず、各社の固有の状況に応

じたものを設定するのも有効でしょう。 

 【手順】に実施する項目、その項目に対応した【具体的処理内容】、それを担当する【担

当者】を記載します。必要に応じて【参照資料】に関連様式名等の記載を行います。 
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１５．復旧対応（設備対応）【手順書⑭】 

 【復旧活動】は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プロセスです。

主な内容は、顧客対応、協力会社対応、社員対応、資材対応、設備対応および財務対応な

どです。【復旧活動】は企業の事業継続のための最も重要な活動となります。そのための実

現性のある具体的な対応策の検討が必要となるでしょう。 

 【復旧活動】の手順書は、顧客対応、協力会社対応、社員対応、資材対応、設備対応お

よび財務対応などの対応内容の項目別に作成していきます。しかし、各手順書の手順の項

目については、サンプルにとらわれず、各社の固有の状況に応じたものを設定するのも有

効でしょう。 

 【手順】に実施する項目、その項目に対応した【具体的処理内容】、それを担当する【担

当者】を記載します。必要に応じて【参照資料】に関連様式名等の記載を行います。 

 

 

１６．教育・訓練計画【様式⑨】 

 自社においてせっかく作成したＢＣＰが形骸化しないように、あるいは更なるＢＣＰの

精度向上のために、そして全社員への意識定着や実務対応能力向上のために、教育・訓練

を計画的に進めます。 

 【教育】と【訓練】は、目指す成果が異なりますので、分けて計画したほうが良いでし

ょう。【教育】においては、管理監督者と一般従業員とは内容を分けて計画すると効果的な

ものになります。【訓練】においては、想定災害のテーマ別の訓練計画が有効でしょう。 

 作成にあたっては、【名称】は、教育と訓練の区別、複数実施する場合は回数を記入しま

す。また、対象者等の区別も記載しておきましょう。【期日】は、実施予定日をできる限り

具体的に記載しましょう。【目的・内容】は、目指す成果等の目的と、教育・訓練の具体的

な内容を記載しておきます。訓練については、机上訓練と実地訓練の両方を組み入れると

効果的でしょう。 

 

 

１７．ＢＣＰ運用チェックリスト【様式⑩】 

 ＢＣＰはＢＣＭ（事業継続管理）の考え方にしたがって、年々更新をしていくことが重

要です。そのために【点検・是正・見直し】のルール化が不可欠であります。特に【点検】

を行うにあたって、チェックリストを作成しておく必要があります。 

 【ＢＣＰ運用チェックリスト】は、大括りの項目にしてしまうとチェックの精度が低下

します。一方あまりに細かすぎてチェック項目が多いと負担が大きくなります。最初は程

よい項目設定が良いでしょう。何回かの点検をふまえて、それぞれの企業に合った項目設

定を目指しましょう。 
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 【期日】・【部門名】・【部門長】は、点検を実施する場合に、点検者が記入します。他の

必要項目があれば、必要に応じて項目設定を行いましょう。 

作成にあたっては、【内容】は、ＹＥＳ・ＮＯで答えられるような質問形式が基本になり

ますが、他に特に重要な要素について、数値評価等の評価が必要な場合は必要に応じて評

価項目の設定を行いましょう。【チェック】は、レ印や○印、あるいは×印で簡潔に表記し

ましょう。【特記事項】は、×印でチェックした内容について、状況の程度や改善内容につ

いて記入します。 
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第Ⅳ部 認証規格等 

１．国際規格（ＩＳＯ）の認証開始 

ＢＣＰの策定に関連する情報です。２０１２年からＢＣＭＳ（事業継続マネジメントシ

ステム）の国際規格であるＩＳＯ２２３０１の認証が始まりました。 

 経済のグローバル化が益々進む中で、多くの企業間では国の内外の枠を超えたサプライ

チェーンの仕組みが構築されています。サプライチェーンでは経済効率の高い仕組みの反

面、ひとたび一部の企業が大災害等の被害で事業が中断すると、一気にサプライチェーン

全体の企業への影響が発生します。このような意味では、今後において企業のＢＣＰの一

定の水準確保のため、この国際規格であるＩＳＯ２２３０１の認証制度の普及の可能性は

あります。 

 ただ、この認証制度は始まったばかりですから、どのような展開になるのかは読めない

状況といえます。企業側としては今後の動向を観察しながら、業界の対応や取引先の対応

などをふまえて、自社の認証制度への対応を検討していくことが賢明と思われます。 

 規格書の概要を以下に示しますので、参考にしてください。 

 

１～３（省略） 

 

４ 組織の状況 
 4.1組織と組織の状況の理解 
 4.2利害関係者のニーズ及び期待 
 4.3事業継続マネジメントの適用範囲の決定 
 4.4事業継続マネジメントシステム 

 

５ リーダーシップ 
 5.1リーダーシップ及びコミットメント 
 5.2経営者のコミットメント 
 5.3方針 
 5.4組織の役割、責任及び権限 

 

６ 計画 
 6.1リスク及び機会に対応するための活動 
 6.2事業継続目標及びその達成に向けた計画 

 

７ サポート 
 7.1経営資源 

第Ⅳ部　認証規格等
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 7.2力量 
 7.3認識 
 7.4コミュニケーション 
 7.5文書化された情報 

 

８ 運用 
 8.1運用の計画及び管理 
 8.2事業インパクト分析及びリスクアセスメント 
   8.2.1一般 
   8.2.2事業インパクト分析 

8.2.3リスクアセスメント 
 8.3事業継続戦略 
   8.3.1決定及び戦略 
   8.3.2経営資源に関する要求事項の決定 
   8.3.3保護及び軽減 
 8.4事業継続手順の確立及び導入 
   8.4.1一般 
   8.4.2インシデント対応の体制 
   8.4.3警告及びコミュニケーション 
   8.4.4事業継続計画 
   8.4.5回復 
 8.5演習及びテスト 
 

９ パフォーマンス評価 
 9.1監視、測定、分析及び評価 
 9.2内部監査 
 9.3マネジメントレビュー 
 
１０ 改善 
 10.1不適合及び是正措置 
 10.2継続的改善  
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２．国土交通省各地方整備局の事業継続計画認定について 

 平成２４年度から、中国地方整備局では「中国地方における地域建設業の事業継続計画

（ＢＣＰ）認定制度」が始まりました。 

 これは災害時においては、被害を受けた交通ネットワーク、インフラ及びライフライン

などの早期機能回復を図るため、官民一体となった災害応急対策が求められており、中で

も道路等の啓開をはじめ被災地での応急復旧作業を担う地域建設業の果たす役割は極めて

大きいと言えます。 
さらに、災害により建設会社等自らが被害を受けた場合には、①従業員を守ること、②

企業を存続させることが、企業としての信頼性及び地域貢献など社会的な評価を左右する

ことにもなります。これら災害時の事業活動に必要な事項（事業継続計画）をあらかじめ

定めておくことは、技術と経営に優れた企業の証でもあることから、地方整備局がＢＣＰ

の認定を行うものです。 
 平成２４年度においては、初回の認定審査が行われ、７６社が認定を受けました。 

→ http://www.cgr.mlit.go.jp/kensetsubcp.htm 
なお、同認定制度は、すでに関東地方整備局、四国地方整備局、近畿地方整備局では以

前から運用が行われております。 

 この制度は、九州ではまだ始まっておりませんが、全国的な動きとなってきていること

から、建設業関連の事業者の方は今後の情報に注意が必要です。併せて、県等の地方自治

体の取り組みにも情報収集が必要でしょう。 

お問い合わせ先

福岡県中小企業団体中央会　企画支援室
〒812-0046　福岡市博多区吉塚本町９番15号
　　　　　　　　福岡県中小企業振興センター９階
TEL：092-622-8780　　FAX：092-622-6884
http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/

表紙写真提供：公益社団法人 福岡県観光連盟
　　　　　　　北九州市
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