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　また、前述の九州北部豪雨、西日本豪雨、令和
元年九州豪雨・台風15号・台風19号における洪
水や浸水も大きな被害をもたらしました。各自治
体ではハザードマップを公表し、職場や自宅の立
地の浸水予測を確認するよう働きかけています。
　国では全国どこでも検索できるサイトを公開
しています。ちなみに福岡県中小企業団体中央
会筑後支所が立地している久留米市の住所で
は、浸水の確率は0.5～３ｍとなっています。
　皆様の企業の立地では如何でしょうか？ この

「重ねるハザードマップ」のサイトは以下のアド
レスで検索できます。
https://disaportal.gsi.go.jp/

企業と組合における
危機管理の在り方について

～BCPおよび事業継続力強化計画策定の有効性を考える～
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

https://skknet.jp/

　平成28年４月に発生した熊本地震、平成29年７月の九州北部豪雨、平成30年７月の西日本豪雨、そ
して令和元年の「令和元年九州豪雨」および「台風15号（別名令和元年房総半島台風）」・「台風19号（別
名令和元年東日本台風）」と、我が国ではこの４年間で毎年激甚災害が発生しております。この状況を
ふまえると今年以降も甚大な自然災害の発生が大いに予測できます。また、今年に入って世界中で猛
威を振るっている新型コロナウイルス感染症も、今後我が国での感染拡大が大いに懸念されます（令
和２年４月上旬現在）。
　これらの災害が企業経営に与える影響が益々高まってきており、事業継続のための対策が重要な課
題であることへの認識を更に強くせざるを得ません。
　現下のこの状況を機に、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）および事業継続力強化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。

地震等の大規模自然災害に対する現状
認識

　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。福岡県においても平成17年３月に発生した
福岡県西方沖地震は身近な出来事でした。
　そして前述の平成28年４月に発生した熊本
地震は記憶に新しいところです。
　我が国にとって地震は避けられない自然災
害といえます。国では国内のどの地域でどの程
度の地震の発生が予測されるかを公表してい
ます。日本国中のどこの場所でもピンポイント
の発生予測が表示されます。ちなみに福岡県中
小企業団体中央会本所が立地している福岡市
博多区の住所では、向こう30年以内に震度５
強の地震が発生する確率は29.3％、震度６弱
の地震が発生する確率は8.3％と表示されてい
ます。
　皆様の企業の立地では如何でしょうか？ こ
の「J-SHIS  地震ハザードステーション」のサ
イトは以下のアドレスで検索できます。
http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/
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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。
　組合等が共同で作成する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。
　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。
https://www.chuokai.or.jp/kumiai/BCP.htm

中小企業強靭化法の施行

　前述のように自然災害の頻発化や経営者の高
齢化によって、多くの中小企業は事業活動の継
続が危ぶまれています。こうした状況をふまえ、
中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑
な事業承継を促進するため、令和元年７月16日
にに「中小企業の事業活動の継続に資するため
の中小企業等経営強化法等の一部を改正する法
律」（中小企業強靭化法）が施行されました。
　これに伴って、企業等が計画書を作成し国（経
済産業省）がこれを認定する制度が始まりまし
た。以下、この内容について説明します。

（1）事業継続力強化計画の認定制度について
　中小企業・小規模事業者の方々が防災・減災
に向けて取り組む計画を認定する制度です。

　国や自治体では、この1年程度これらのハ
ザードマップの確認を強く促しています。災害
対応を図る上で、先ずは企業や従業員の自宅の
所在地で、どのようなリスクがどの程度想定さ
れるかを把握することが重要でしょう。

BCP策定による備え（対策）を準備し
よう

　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。前述のように、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。
　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
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　認定への手続きの流れは次の通りです。
①事業継続力強化計画の策定
　中小企業庁ホームページ（下記アドレス）に
掲載されている「事業継続力強化計画策定の手
引き」を参照し、同じく掲載されている「事業
継続力強化計画」を策定します。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
antei/bousai/keizokuryoku.htm
②申請
　計画策定後、所管する経済産業局（九州地区は
九州経済産業局経営支援課）に申請書および必
要書類を提出します。申請は随時受け付けます。
③認定
　申請後書面審査が行われ、基準を満たせば認
定されます。認定までは約45日かかります。
④計画実行の開始
　計画が認定された場合、申請した経済産業局
から認定通知書が交付されます。認定後は、計
画に記載した項目を実施します。

　また、次の認定を受けると各種の支援策を受
けることができます。
①�防災・減災設備導入時の日本政策金融公庫に
よる低利融資（設備投資資金）

②�防災・減災設備導入時の信用保証枠の拡大
③防災・減災設備へ
の税制優遇（特別償
却）

④�各種補助金（もづく
り補助金など）の審
査時の優遇措置

⑤認定ロゴマークの
使用

（2）BCPと事業継続力強化計画との主な違い
　BCPは次の図表に記載のとおり事前対策、初
動対応、復旧対応（元の状態に戻す）までの対
策を検討しますが、事業継続力強化計画は事前
対策と初動対応までの範囲となります。また、
BCPは事業継続を阻害するすべてのリスクを
対象としますが、事業継続力強化計画は自然災
害のみを対象リスクとしており、防災・減災を
目的にしていますので、事業継続力強化計画の
ほうが取組みやすくなっています。なので、先
ずは事業継続力強化計画を策定し、段階的に
BCPによる対策の強化を図る形も一つの手法

でしょう。ただし、やはり事業活動を元に戻す
（復旧対応を組み込む）ことが本来の事業継続
の取組みの目指すところですから、できること
ならば、BCPも同時に作ることを検討されるこ
とをお勧めします。

（3）連携事業継続力強化計画について
　今回の認定制度にはもう一つ「連携」が付い
た連携事業継続力強化計画があります。これは、
事業継続力強化計画が個社で申請するものに対
して、２社以上が連携して作成し、認定を受け
るものです。
　事業継続力の強化を図る上で個別企業では対
応が難しい、又は非効率であっても複数の企業
が連携することで大きな成果に繋がる場合もあ
ります。その効果の特長は次のようなものです。
①災害時には自社の経営資源（人・物・情報・
金など）だけでは早期復旧が困難な場合もあ
るが、例えば、事業所内に流入した土砂の撤
去作業を連携事業者の協力を得て行うことで
早期復旧が可能となる
②集団で取り組むことにより、発信力・交渉力
が強化される
③被災しなかった企業と協力関係を構築するこ
とで、代替生産や復旧に向けた人員応援が可
能となる

　ちなみに、認定への手続きの流れや認定後の支
援策は事業継続力強化計画とほぼ同じです。

　連携型として次のような取り組みが考えられ
ます。
①組合等を通じた水平連携
・同一組合内の企業が連携して自然災害に備え

た連携体制の構築を図る
・他県の組合間で連携網を整備し、被災時の応

援や代替生産等を行うためのガイドラインの
作成、組合間の交流の実施
②サプライチェーンにおける垂直連携
・最終製品を作るため部品供給企業間が連携

し、共同仕入れや代替生産、部品の標準化な
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どに取り組む
③地域における面的な連携
・工業団地等の集積企業間が連携して自然災害

時を見据えた応援体制の整備を行う
・共同での避難訓練や被災時の地方自治体との

連携体制構築を進める

感染症対策について

　これまでは主に自然災害対応のためのBCP
および事業継続力強化計画（連携含む）につい
て説明しましたが、筆者がこの原稿を取りまと
めている令和２年４月上旬の段階で、目下の
災害として危機的な状況をもたらしているの
が、新型コロナウイルス感染症に掛かる経済活
動への影響です。そもそも感染症対策について
は、早くから新型インフルエンザ対策のための
BCP策定指針等は公表されていましたが、筆者
が知る限り新型コロナウイルス感染症に対する
ものは無いと思います。
　そういう意味では、今回の対応は新型インフ
ルエンザ対策を応用したものが参考となるもの
と考えます。我が国では、すでに感染拡大期あ
るいは蔓延期に入っていると思われますので、
事前対策は現時点でできるものは少ないと思わ
れます。しかしながら、予測される感染拡大の
２波、３波にも備えて、これからも必要な対応
策に絞ってそのポイントをお伝えすることとし
ます。
①感染防止策の徹底
・従業員同士の接触を減らす
・通勤方法・手段・時間の変更
・来訪者管理の徹底
・手洗いやマスクの徹底
・外出・出張や対面の会議を避ける（テレビ会

議等の活用）
・従業員の健康管理の強化
・感染の危険性の評価と対策の実施
②関係先との情報交換・情報共有
・お客様・納入先との取引交渉・協議
・仕入先との取引交渉・協議
・協力企業との取引交渉・協議
・金融機関との協議
・中小企業支援機関との協議
③長期的な事業活動の制限に対する対応

・必要な運転資金の予測、早めの資金対策
・人繰り（複数班の交代勤務・在宅勤務・クロ

ストレーニング（多能工化）　等
　詳しくは、中小企業庁が作成した「新型イン
フルエンザ対策のための中小企業BCP（事業継
続計画）策定指針」で確認ください。以下のアド
レスのサイトでご覧になれます。
https://www.chusho.meti.go. jp/bcp/
influenza/download/bcpshingatainful_all.pdf

おわりに

　４年前の熊本地震では、“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
考えて参りました。今回の新型コロナウイルス
感染症についても、“まさかこんな状況になる
とは…”と、同様の気づきを感じるものがあり
ます。この状況をふまえて、経営管理の重要な
視点に、「事業継続のための危機管理対策」は
欠かせないことを痛切に感じた次第です。
　その対策に有効なものが、BCPであり、事業
継続力強化計画（連携含む）だということを再
確認しているところです。
　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が進むことを願ってい
ます。
　なお、福岡県中小企業団体中央会では、これ
までBCP策定に係る支援を進めてきました。
BCP策定のためのマニュアル等の資料、策定支
援事例等を公開していますので、以下のアドレ
スでご確認ください。
https://www.chuokai-fukuoka.or.jp/bcp/
index.html

引用資料
・国立研究開発法人防災科学技術研究所ホーム
ページ

・国土交通省国土地理院ホームページ
・全国中小企業団体中央会ホームページ
・中小企業庁ホームページ
・福岡県中小企業団体中央会ホームページ


