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灘側（北側）の地域はこれまで比較的意識の高
くない地域と考えられます。
　今年６月に内閣府から「全国地震動予測地図
2016年版」が発表されました。

　この地図は、今後30年間に震度６弱以上の揺
れに見舞われる確率（最大ケース・全地震）です。
赤くなればなるほどその確率が高いと予想され
ています。前述のとおり、太平洋側は総じてそ

　平成23年３月に発生した東日本大震災は死
者・行方不明者が２万人に迫る大規模災害でし
た。被災地でない地域でも地震や津波の恐ろし
さを目の当たりにした出来事でした。これを契
機に、南海トラフで発生する可能性の高い大規
模地震と大津波を想定し、東海から九州にかけ
て太平洋側では警戒が高まっており、現在では
行政、地域住民、企業、学校など一体となった
対策に取り組んでいるところが多い状況です。
　福岡県において、平成17年３月に発生した福
岡県西方沖地震は記憶に新しいところです。福
岡市付近においては有史以来最も大きな地震と
なりました。地震に対する警戒がほとんどない
中での出来事でした。
　熊本県においても、今回の熊本地震を予測し
ていた人は少ないと思われます。九州において
は前述の南海トラフ地震を警戒している太平洋
側（東側）に比べて、東シナ海側（西側）や玄界

地震等の大規模自然災害に対する
認識

BCPの概要と中小企業組合の
果たす役割について
～熊本地震を機に企業と
組合の危機管理を考える～

特集

　平成28年4月14日（前震）・16日（本震）と、最大震度７の地震が二度にわたって熊本地方を襲い
ました。この地震によって49人の方が犠牲となり、1,600人を超える方々が重軽傷を負う大惨事とな
りました。心よりご冥福をお祈りするとともに、一刻も早いご回復を願うばかりです。また、住宅にお
いては全半壊が28,000棟を超え、一部損壊は10万棟を超えました。さらに、避難者はピーク時で18
万人、現時点でも7,000人を超える方々が避難生活を強いられる大災害となりました（数値はいずれ
も6月8日現在：内閣府資料）。
　生活再建が遅々として進まない中で、企業の被災状況も徐々に明らかになってきております。段階
的に被害の状況も変化していると思われますが、電気・水道・ガス・通信・道路等のインフラの障害、
建物や機械設備等の被害、役員・従業員の被災、売上減少、資金繰りの悪化など、複合的な原因による
操業への影響が考えられます。特に、数多くの中小企業・小規模事業者の被害は甚大なものと想定さ
れます。
　この熊本地震を機に、企業にとって重大な被害を及ぼす自然災害等に対する危機管理の考え方を見
直すとともに、BCP（事業継続計画）への取り組みと中小企業組合の果たす役割を考えてみましょう。

有限会社薗田経営リスク研究所
中小企業診断士　薗田　恭久



NEWS FUKUOKA 2016.7 3

特
　
　
集

Fe
at

ur
e 

ar
tic

le
s

表しています。
　熊本県でも多くの活断層が確認されていまし
た。この度の地震はまさにこれが起因したもの
です。福岡県においても大地震の可能性は低い
という認識は捨て、企業においてはこの機に改
めて地震への備えを含む危機管理のあり方を
“経営管理の一環”として検討すべきと考えます。

　大まかではありますが、今回の熊本地震での
報道等をふまえて地震後に何が起きるかを確認
していきましょう。
【生活関連】
・�家屋が倒壊し、たちまち住むところに窮する
・�電気、ガス、水道、通信等のインフラが停止
する
・特に水や食料が大幅に不足する
・避難所が混乱する
・車中泊等による健康被害が発生する
・�会社が操業停止となり、自宅待機、出勤停止、
解雇等に追いやられる　等

【企業関連】
・�社屋、機械設備等が被災し、事業が遂行でき
ない
・�電気、ガス、水道、通信、道路等のインフラが
停止し、事業が遂行できない
・�仕入先、販売先が被災し、事業が遂行できない
・�役員、従業員が被災し、事業が遂行できない
・�事業停止に陥り、資金繰りが厳しくなる
・��資金繰りが厳しくなり、従業員の出勤停止、
リストラを強いられる
・�事業再開の目途が立たず、経営者や従業員の
不安がつのる
・�事業の復旧・復興のシナリオが立てられない　
等
　筆者もこれまで数回現地にて被災企業の相
談対応を担当しましたが、事業が停止している
状況において、資金繰りに関する質問や従業員
の雇用に関する問題等の悩みが多く聞かれまし
た。地震後約２か月の現時点においては政府を
はじめとする復興支援策が段階的に打ち出され
ていますが、地震直後においては十分な支援施
策は準備されていないのが現実と言わざるを得
ません。

大規模災害が起きたらどうなるのか

の確率は高い傾向となっています。
　ちなみに、主な県庁所在地の確率は次の通りです。
　静岡市：68％、和歌山市：57％、高知市：
61％、大分市：55％、宮崎市：43％、熊本市：
7.6％、福岡市：8.1％
　ご覧の通り、九州ではやはり東九州の確率が
高く、福岡市を含む西側はさほど高い数値とは
なっていません。この分析は今年１月１日現在
のものですが熊本市は7.6％でした。もうお分か
りの通り、この確率はあくまで目安であり、実際
に起こりうる地震とは微妙に違うということに
着目する必要を感じます。つまり、福岡市（8.1%）
においてもそう高くないと認識するのはとても
危険で、もはや日本中どこにいても地震の可能
性はあると認識すべき状況と考えます。

　福岡県における状況をもう少し詳しく説明しま
す。以下に福岡県の活断層の地図を掲示します。
�

　ご覧の通り、県内くまなく活断層帯が確認さ
れています。数ある活断層の中で、都市部とい
うこともあり、特に懸念されているのが警固断
層です。実はこの警固断層は平成17年に起きた
地震の「北西部」と「南東部」の二つに分かれて
いるといわれています。この警固断層「南東部」
の地震は、最大でマグニチュード7.2程度、その
際最大で死者1,100人という予想を福岡県が発

福岡の活断層への再認識
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ことが、最終的に事業の存続（継続）を叶え、従
業員の雇用を守り、ひいては社会的責任を果た
すことに繋がっていくことになるでしょう。
　企業のBCPのサンプルや作成マニュアルは、
福岡県中小企業団体中央会のホームページで公
開しております。興味のある方は次のアドレス
にてご確認ください。
http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/bcp/
index.html

　これまでBCPは大災害等の有事の際の事業
継続を果たすために取り組むものと説明してき
ました。つまり、リスクマネジメントの一環で
取り組むことを目的としています。
　たしかに本来の目的はこの観点だと思いま
す。しかしながら、BCPに取り組むことは日頃
のビジネスに直結するものであり、見方を変え
ると自社のビジネスの発展に繋げる取り組みで
もあることが考えられます。
（1）他社との差別化
　BCPに取り組んでいる中小企業はまだまだ
少ない状況です。一方、BCPは大手企業では一
般的になっていると言われています。有事の際
大手企業単独だけでBCPは機能しません。つま
り大手との取引を進める中で、今後BCPは重要
な“取引の要件”になってくると思われます。
それならば、他社に先んじてBCPに取り組んで
おくことが差別化をもたらし、現在の取引先へ
の契約継続や新規の取り引き拡大に繋がってい
くものと思われます。
（2）金融機関との関係構築
　平時において金融機関との関係づくりはビジ
ネス上重要な要素です。金融機関は取引先（融
資先）の経営状況や資金繰り状況を絶えず確認
をしています。かつては決算状況や経営者の資
産状況等がその判断の大きな要素でした。しか
しながら最近は“事業性評価”という事業その
ものの状況や取り組みにも視点をおいた評価も
組み入れています。BCPの取り組みはその点で、
とても有効な評価対象といえます。BCPは“会
社を潰さないための究極の経営計画”とも言え
るからです。売上向上だけでなく、リスク管理に
も目の行き届いた危機管理意識の高い企業（あ
るいは経営者）との評価に繋がるでしょう。

BCP(事業継続計画)は自社のビジ
ネスの発展に寄与する

　災害対応については、「自助」・「共助」・「公助」
というステージがあることは良く知られていま
す。この中でも、先ずは「自助」の対策が重要と
思われます。つまり、被災直後は外部から助け
を受ける仕組みは無いので、先ずは最低限の備
えを行い自分たちで自社を守るということを基
本に置く必要を感じます。

　この「自助」の対策を進めるのに有効なもの
がBCP（ビーシーピー）です。BCPはBusiness�
Continuity�Planの頭文字で、日本語では「事
業継続計画」と訳されています。上述のように、
大規模な災害が発生したらさまざまな問題や課
題が発生します。BCPは、その時になって初め
て“どうしよう”と考えるのではなく、平時に
おいて災害への事前対策、初動対応や復旧対応
について社内で検討を行い、それを計画書にま
とめておき、実際の有事に事業存続（継続）を
果たすための危機管理手法です。
　具体的には次のような項目を検討し、対応策
を図っていきます。
・�我が社を取り巻く自然災害等のリスクの中で
大きな被害を及ぼす恐れのあるものは何か

・�その災害等は実際に発生するとどのような被
害をもたらすか

・�災害発生時の初動対応はどのように進めたら
良いか

・�仮に被災し事業が停止してしまった場合、ど
のような手順で復旧対応を進めたら良いか

・�緊急時に必要な物資（物・金・情報等）はど
のようなものを備えておくべきか

・�緊急時の従業員や取引先との通信手段はどの
ように確保しておくべきか

・�これらの内容を企画・運営する社内組織づく
りをどのように進めるか

・�実際に実行ができるために、従業員の教育・
訓練を年次計画にどのように織り込むか

・�関係機関（取引先・金融機関・組合等）との
危機管理の共有と連携した対策をどう図るか

・�以上を、経営管理の一環として経営層が率先
して継続的な運営をどう行うか　等

　とかく、想定外のことが起きると人は慌てま
す。“震度６弱以上の地震がいつかは起きる”と
いうふうに“想定内”にして“対策を講じておく”

BCP(事業継続計画)が企業を救う



NEWS FUKUOKA 2016.7 5

特
　
　
集

Fe
at

ur
e 

ar
tic

le
s

　全国中小企業団体中央会では、「組合向け
BCP策定運用ハンドブック」をホームページに
て公開しています。興味のある方は次のアドレ
スにてご確認ください。
http://www.chuokai.or.jp/kumiai/bcp.htm

　東日本大震災は、これほど大きな災害が国内
でも実際に起きるものなのだと改めて感じた出
来事で、九州において少しでも多くの中小企業
に向けたBCPの普及や作成支援を務めて行こ
うと決意したことを思い出します。また、今回
の熊本地震では、まさか熊本で地震が発生する
とは・・・と、我ながらとても身近なこととし
て、また地震そのものへの認識を新たにする機
会でした。それと同時に、この貴重な出来事を
通して、対応策等をさらに検討し、本当に役立
つBCP作りの支援を進めて行こうと考えてい
ます。
　ただ、これから初めて取り組む企業や組合に
とってはいきなり過付加は禁物です。先ずは“自
社や組合の身の丈に合ったBCPの初版を作っ
てみよう！”との合言葉で少し肩の力を抜いて
進めて行くのが肝要かと思います。
　転ばぬ先の杖、とにもかくにも一社でも、一
組合でも多くの取り組みを願っています。

引用資料
・�平成28年（2016年）熊本県熊本地方を震源とする地震に
係る被害状況等について（内閣府）

　�http://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/
pdf/h280414jishin_30.pdf

・地震調査研究推進本部公表資料
　�http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/kyushu-
okinawa/p40_fukuoka.htm

・�全国中小企業団体中央会ホームページ
・�福岡県中小企業団体中央会ホームページ

おわりに

（3）組織作りに有効
　BCPを作成する上で心掛けたいのが従業員
（特に現場の管理者）の参画です。現場のリスク
がどこに潜んでいるか、その対応策はどのよう
に講じるかなど、本部の担当者ではなく現場の
管理者が良く知っているはずです。また、災害
発生時の初動対応は現場管理者の采配が重要な
役割を果たします。従業員が参画するBCPこそ
が彼らのやる気を高め、実際に有効な働きをす
ることになるでしょう。
　また、会社のためのBCPではなく、“会社と
従業員（さらにはその家族）のためのBCP”と
いう位置づけで進めることが、従業員のさらな
る帰属意識に繋がり、有事の際にも会社のため
に尽力してくれることが期待できます。

　大きな災害等の緊急事態に生き抜くために組
合でできることがあると思います。前述したと
おり、BCPは大災害発生時において企業を救う
有効な手段として、各企業単位で取り組みが進
んでいます。
　一方、事業者によっては個社の経営資源のみ
でBCPの策定・運用の事業継続のための取り
組みを行うには限界がある場合や、所属する組
合等において共同で事業継続に係る取り組みを
実施する方が効率的・効果的な場合がありま
す。つまり、各企業が個々に作るBCPは「自助」
のために、また組合を通して作るBCPは「共助」
の仕組み構築の側面もあると感じます。実際に
災害発生時には組合として大きな役割を果たす
ことに繋がると感じています。
　自然災害等により、同業種や商店街・団地等
の組合が結束して災害復旧を図っていくことは
これまでも事例としてありました。ただ、これ
は自然発生的ではなく、平時における災害対応
への検討や組合内の結束力が伴ってこそできる
ものだと考えます。
　組合等で共同で作成するBCPは、その点で
大いに有効な取り組みと思います。また、取り
組みを通して、組織力向上、行政等との地域力
連携等さまざまな利点が見込まれるとともに、
BCPの取り組みを公表することで組合自体の
社会的責任や活動自体のアピールに繋がると感
じます。

災害対応に向けた中小企業組合の
果たす役割
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企業の危機管理セミナー

御社の災害対策は大丈夫ですか？
～熊本地震を機に企業の危機管理を考える～

会場：福岡県中小企業振興センター４０１会議室
福岡市博多区吉塚本町９番１５号

以下の申込書に必要事項をご記入後、ＦＡＸ（092-622-6884）にてお申し込み下さい

1955年生れ。陸上自衛隊、企業勤
務を経て、情報通信関連会社を同
僚と起業。約14年間企業経営実務
に携わる。
2005年、㈲薗田経営ﾘｽｸ研究所を
設立し経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄに転身。
専門分野は事業承継、事業再生、
経営革新、BCP・BCM等の企業経
営ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ構築支援等。
現在、独立行政法人中小企業基
盤整備機構・事業承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ。
中小企業診断士、経営学修士

主催：福岡県中小企業団体中央会
（お問合せ先） 企業支援室 TEL ０９２－６２２－８４８６ FAX ０９２－６２２－６８８４

【平成28年度組織強化対策事業（BCP策定支援事業）】

参加費：無料

７月２５日（月）
13:30～16:00

【内容】
・熊本地震をふまえ、福岡地区の過去の災害と今後の可能性を考える
・企業の危機管理に役立つBCPの考え方・取り組み方
・災害時における「自助」・「共助」の仕組み作り
・事例企業のBCP取り組み紹介、そのポイントは何か
・BCPの経営上のメリット・有効性とは

1990年有限会社共栄資源管
理センター設立後、専務取締
役に就任。1994年代表取締役
就任。行政と連携しながら資
源物回収を中心とした環境保
全事業に尽力している。
2007年には自社のBCPを策定
し、その後定期的に改版を
行っている。昨年度は、大雨被
害を想定したBCP訓練を行うな
ど、BCPを積極的に経営活動
に取り込んでいる。

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：薗田恭久 氏
(有)薗田経営リスク研究所 代表取締役

日時・内容：

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：野﨑千尋 氏
(有)共栄資源管理センター小郡 代表取締役社長

先着 50名
（申込締切 7/21）

組合（会社）名
所在地 〒

電話 ＦＡＸ
業種

参加者

部署・役職
お名前

e-mail

※本ページをコピーして下さい


