
日頃からの備えと事業継続計画作成の勧め
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船 橋 市
危 機 管 理 課

事業者向け
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この資料は、船橋市の事業者の方々向けに「日頃からの備えと事
業継続計画作成の勧め」との題で職場において、防災について考え
て頂き、日頃から出来る限り備えて頂き、特に、「事業継続計画」を
作成及び見直して頂きたく、作成したものです。



１ 地震・津波発生のメカニズムと分類

２ 災害が多発する時代と事例紹介

３ 大地震への日頃からの備え

４ 大地震発生時における対応

５ 「事業継続計画」について
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説明する内容は目次のとおりです



１ 地震・津波発生のメカニズムと分類

3

先ず最初に、地球の構造と地震・津波発生の
メカニズムについて説明します
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地球の構造

プレート

地球の構造は、地殻及びマントル
外核、内核から出来ており、

更に、地殻と上部マントルの上部
をプレートと呼んでいます
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地球表面は「十数」枚のプレ－トで構成されています
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プレート運動の模式図

プレートは地球内部で対流している

マントルの上に乗って、少しずつ

動いています



世界の震源分布とプレート

世界のＭ５以上の震源の殆どはプレート境界にあります



世界の巨大地震の全てが環太平洋で発生

① チリ地震 （１９６０年、Ｍ９．５）
② アラスカ地震 （１９６４年、Ｍ９．２）
③ アリューシャン地震 （１９５７年 Ｍ９．１）
④ スマトラ地震 （２００４年 Ｍ９．０）
④ 東北地方太平洋沖地震（２０１１年 Ｍ９．０）

世界の巨大地震の全てが環太平洋で発生しており、日本列島は環太平洋
地震帯の北西部に位置しています
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日本付近は４枚のプレートの集約点

8cm/年

3～6cm/年

日本付近は、海プレート（太平洋プレート、フィリピン海プレート）と陸プレート（北米
プレート、ユーラシアプレート）の４枚のプレートの集約点となっており、
海プレートが、陸プレートの下に毎年、ゆっくりと沈み込んでいます（太平洋プレー
トは１年間で約８ｃｍ、フィリピン海プレートは１年間で約３～６ｃｍほど沈み込んで
いると言われています）



地 震 の 分 類
10

地震は、プレート境界で発生する
プレート境界型（海溝型）地震と
プレート内で発生するプレート内
（活断層型）地震に分類されます



地震の分類
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○プレート境界型（海溝型）地震
①海側プレートが徐々に沈み込み
②陸側プレートが歪んで跳ね返り生起
・周期：数十年～数百年
※ 東日本大震災等

プレート境界型（海溝型）地震の発生メカニズムは
①海側プレートが、陸側プレートを引きずりこみながら徐々に沈み込みます
② このため、陸側プレートが徐々に歪んでいって、限界に達すると跳ね返り地
震が生起します。
このタイプの地震の発生周期は数十年から数百年と言われており、
東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）などが該当します
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海側のプレートが
陸側のプレートの
方へ移動しその下へ
潜り込みます

陸側のプレートの
先端部が引きずり
込まれ歪みが蓄積
されます

歪みがその限界に
達した時、陸側の
プレートが跳ね上がり地
震が発生します
その際、津波が発生する
場合があります

① ② ③

プレート境界型地震と津波の発生メカニズム



地震発生後のプレートの歪みの解放状況

プレート境界では数十年～数百年周期で歪みと解放を繰り返していると
言われています

太平洋プレート

北米プレート
東南東へ約５０ｍ

宮城県牡鹿半島
東へ約５ｍ３０ｃｍ、沈降約１ｍ２０ｃｍ



地震の分類
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○プレート内（活断層型）地震
・活断層（2000ケ所以上）のズレにより生起
・周期：千年～数万年
※ 阪神・淡路大震災、熊本地震等

プレート内（活断層型）地震は、活断層型地震とも呼ばれ、日本には確認されて
いるだけでも約2000ケ所の活断層があり、この活断層がズレて地震が生起します
このタイプの地震の発生周期は千年から数万年と言われており、
阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）や熊本地震などが該当します
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プレート内（活断層型）地震の発生メカニズム



16

活断層型地震での断層の形状

濃尾地震（明治24年 Ｍ8.0）で地表に
現れた断層の形状です

熊本地震（平成28年4月14日Ｍ６.５及び
４月16日 Ｍ７.３）で地表に現れた断層の
形状です



２ 災害が多発する時代と事例紹介

17

東日本大震災以降、大きな災害が多発しておりますが、
その状況を説明します
また、東日本大震災での事例を紹介します



〇 地震・噴火多発
・長野県北部地震（H26.11） ・御嶽山噴火（H26.9）
・熊本地震（H28.4） ・桜島噴火（H28.2）
・鳥取中部地震（H28.10） ・阿蘇山噴火（H28.10）
・福島沖地震・津波（H28.11）
〇 風水害多発
・伊豆大島土砂災害（H25.10）
・広島土砂災害（H26.8）
・東日本豪雨（常総河川決壊）（H27.9）
・東北・北海道の洪水（H28.8）
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東日本大震災以降、各種災害多発

東日本大震災以降、表のように、大きな地震や火山の噴火、
そして、風水害が毎年のように多発しています



〇 ３．１１以降、日本を取り巻く海底プレート

と火山活動は活動時期に入った

〇 僅か二十数年間に、大災害が頻発した

９世紀の貞観時代と同じ道を辿るとしたら

今後、富士山噴火、南海トラフ地震、

首都直下地震は避けられないでしょう

木村正昭琉球大学名誉教授（201５年６月）
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３．１１以降、地震及び火山活動が活発化

地震・火山の専門家の中には、東日本大震災で日本付近の海底プレートがずれて、
その結果として海底プレートとマグマが刺激されて、地震と火山活動が活発化
したのではないかと推測している専門家もいます



大地動乱の時代（９世紀と類似）
９世紀 地震・火山噴火 21世紀 地震・火山噴火

863年
864年

869年

878年

887年

越中・越後地震（M７以上）
富士山噴火（貞観噴火）

東北：貞観地震（M８．３）

相模・武蔵地震（M７．４）

仁和地震（M８．５）
：南海・東南海・東海連動

2004年

2011年

2014年
2016年

？
？

？

中越地震（M６．８）

東北：東日本大震災（M９）

長野：神城断層地震（M６．７）
熊本地震（Ｍ７．３）

首都直下地震
富士山の大噴火

南海トラフ大地震

もし、そうだとするならば、僅か約２０年間で大きな災害が連続した９世紀に類似して
おり首都直下地震、南海トラフ地震、富士山の噴火の発生が懸念されているのです



短期間降水量・回数は増加傾向

この表は1975年～2015年までの４０年間の１時間降水量５０ミリ（上）、
８０ミリ（下）以上の年間観測回数の表ですが、短期間の降水量や回
数が増加している傾向にあります



雨の降り方：局地化・集中化・激甚化

また、近年では、雨の降り方が、局地化・集中化・激甚化しておりますが、
広島の土砂災害の時も、常総市の鬼怒川の堤防決壊の時も、
「線状降水帯」が発生したため、同じ地域に積乱雲が連続して発生して、
そのため、ある地域に集中豪雨が発生したと言われています



木戸川

①

②

③
④

２８年７月15日の市原市の１時間雨量１００ミリの大雨
（気象庁：「記録的短時間大雨情報」を発表）

２８年７月15日の市原市の１時間雨量１００ミリの大雨
（気象庁：「記録的短時間大雨情報」を発表）

飯山満川

（猛烈な雨 県内を襲う（千葉日報 28.7.16））

２８年７月１５日には、数年に１度程度
記録すると言われている「記録的短時
間大雨」が市原市で発生して１時間雨
量１００ミリを記録しました

同様に８月２日には福島市で１００ミリ、
８月１８日には宇都宮市で１１０ミリの
猛烈な雨が降りました

２８年版防災白書では「地球温暖化に
伴う気候変動がもたらす災害の激甚
化」に備えるべきと指摘しています



宮古市の津波対策で明暗を分けた事例宮古市の津波対策で明暗を分けた事例

続いて、東日本大震災での津波対策で明暗を分けた
宮古市の田老地区と姉吉地区の事例を紹介します
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三陸地方の大津波と津波対策の変遷

大津波 地震規模と震度 死者・行方不明者 津波対策

明治三陸大津波
（１８９６年）

Ｍ８．５
震度２～３
（津波地震）

約２万２千人 高台に移転後、

生活不便から海岸
地域に戻る傾向

昭和三陸大津波
（１９３３年）

Ｍ８．１
震度５

約３千人 ８千戸が高台へ移転
し、防潮堤も建設

チリ地震津波
（１９６０年）

Ｍ９．５
（遠地津波）

約１千人 防潮堤、水門等の
構造物主体の対策

岩手県の三陸地方では、表のように、ほぼ３０～４０年間隔で、
大津波の被害を受け、その都度、津波対策がとられていました
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1933年の田老町の津波襲来前後の状況

１９３３年に、田老町（当時）は津波に
よる被害を受けており、下の写真が
津波来襲前で、浜沿いに民家が密
集しており、

上の写真が津波来襲後で浜沿いの
民家が津波で全て流された状況です



宮古市田老地区の防潮堤整備
27

高さ（海抜）：１０ｍ
延長距離：２４３３ｍ

田老地区では高台移転を検討しましたが
適当な高台もなく、結局４４年かけて多額
の費用を投入して、下の２重の防潮堤を
整備しましたが、残念ながら、東日本大震
災で左のように、津波は防潮堤を超えて
田老地区を襲いました



田老地区は３度にわたり全滅の被害を受

けたのですが、その都度、現地再建を行い

防潮堤を建造して市街を守っています

津波の大きな危険よりも日常的な生活上

の便利さを優先させるという危険性の高い

選択を住民が行ったものであり

津波対策の模範としては推奨できません
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宮古市田老地区についての警鐘

２００８年に防災科学技術研究所の水谷研究員は「津波対策の模範としては
推奨できません」と警鐘を鳴らしていました
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2011年の宮古市田老町の津波襲来前後の状況
下の写真が津波襲来前で防潮堤が
構築されて低地に住宅が密集して
いました

上の写真が津波襲来後で港の突堤は
破壊され防潮堤も消失し約４５００人の
住民のうち約２００人が亡くなり

結果として１９３３年の悲劇が、２０１１年
にも繰り返し起きてしまいました
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宮古市の南部にある姉吉地区では
明治と昭和の２回の津波を経験して
海抜６０ｍの場所に
「ここより下に家を建てるな」
との訓えを記した
「大津波記念碑」を建立しました

この地区の人々は、この先人の訓えを
守ったため、今回の大津波において
全員が無事たったとのことです

先人の訓えが活かされた事例
宮古市姉吉地区の「大津波記念碑」（海抜６０ｍ）



「事業継続計画」を作成していた事例「事業継続計画」を作成していた事例

次に、東日本大震災に際して、「事業継続計画」を作成していたため
事業継続が上手くいった事例を紹介します



○200５年の内閣府のＢＣＰガイドライン発表
直後からＢＣＰを作成し、事業毎に影響度分析とリスクを
明らかにして改良してきた
○準備して活用できた対策の例
・事前に決められた安否確認メールの様式を活用して
３時間で従業員の安否確認を完了
・「安否確認メール」の要領
①従業員が一方的に安否を通知
②本文 １行目：所属施設のＩＤ 数字

２行目：社員のＩＤ 数字

３行目：安否、出勤可否の数字

32

「ＮＥＣ」の事例

最初に、「ＮＥＣ」の事例を紹介します
「ＮＥＣ」は200５年の内閣府のＢＣＰガイドライン発表直後からＢＣＰを作成し
事業毎に影響度分析とリスクを明らかにして改良してきたとのことです
今回、紹介する対策の一つが、「安否確認メール」システムの整備です
東日本大震災に際して、３時間で従業員の安否確認が完了できたとのことです



１行目：所属施設のＩＤ数字 １２３４
２行目：社員のＩＤ数字 ３３１１
３行目：安否、出勤可否の数字 １１

１２３４ → 宮城県○○工場△△課
３３１１ → △△課長 山田太郎
１１ → 左１「安全」（もし２ならば危険）

右１「可」（もし２ならば不可）

33

「安否確認メール」の一例

この会社の「安否確認メール」は、数字のみを使用して、会社に自分の安否を

報告するもので、企業の安否確認の一つのモデルとなるものと思います
船橋市役所も、２７年２月に「職員安否・参集確認メール」システムを導入し、
職員の定期異動後に、職員のメール送信と職員からの返信メール訓練を
実施しています



○被災状況、被災程度
津波で焼却施設が全壊し、壊滅的被害
○事業継続内容
・ＢＣＰ策定で緊急用衛星電話を設置していたため
処理施設の修理業者、官公庁、お客様と連絡
・翌日から官公庁、お客様の復旧作業に参加
・自社の処理施設の復旧までの間、他の産廃業者
の協力を得て廃棄物の処理を実施
・ 電話、パソコン：５日で復旧
産廃物の収集・リサイクル業務：１週間で復旧

中間処理業務：約１ケ月で復旧

34

中堅企業Ａ社（リサイクル業）

中堅企業Ａ社は、津波で焼却施設が全壊し、壊滅的被害を受けましたがＢＣＰ
を策定し、緊急用衛星電話を設置していたため、 処理施設の修理業者、官公庁
お客様と連絡を取ることが出来、翌日から官公庁、お客様の復旧作業に参加し、
そして、自社の処理施設の復旧までの間、他の産廃業者の協力を得て廃棄物の
処理を実施したとのことです。復旧までに要した期間は、画面のとおりです



一般に中小企業では社長が現場を指揮す
ることが多いが、
Ｂ社では社長が地震発生時に出張で不在
あらかじめ、ＢＣＰを作成しておいたため
従業員が何をすれば良いか分かっていた
ので、素早く対応できた。

35

中小企業Ｂ社

中小企業Ｂ社の事例は、一般に中小企業では社長自らが現場を指揮することが
多いと思いますが、Ｂ社では社長が地震発生時に出張で不在でしたが、
あらかじめＢＣＰを作成しておいたため、従業員が何をすれば良いか分かっていた
ので、素早く対応できたとのことです



教訓とすべきこと教訓とすべきこと

次に、事業者の皆さんに教訓として頂きたい
ことを説明します



○ 一般には
愚者は経験に学び 賢者は歴史に学ぶ

↓
〇 正確には

愚者だけが自分の経験から学ぶと信じ
ている。私はむしろ、最初から自分の誤り
を避けるために、他人の経験から学ぶ

37

ドイツの宰相ビスマルクの言葉

私たちは、大災害時の「他人の経験から学ぶ」ことが
大切ではないでしょうか
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国民の大地震への関心度の経年変化

地震調査研究推進本部の資料

東日本大震災後に、国民の
大地震への関心度が急激に
高まりましたが、４年経って、
ほぼ発生前の状況に戻って
しまっています



「災害は忘れたころにやって来る」
災害への備えをすぐ忘れる人間の愚かさ
（大地震・大津波の特性）

⇒ 何十年、何百年間隔で生起
⇒ 被害は甚大

近年は「災害は時々やって来る」
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寺田寅彦の名言が使えなくなってきた時代

大きな地震や津波は、ある地域では何十年、何百年間隔で生起していますが、
万が一、生起したならば、被害は甚大です
人々が災害への備えを忘れるのが早いことを、地震学者、物理学者で、同時に
随筆家であった寺田寅彦が警鐘を鳴らしています
ただ、近年は、大きな災害も人々が忘れる前に「災害は時々やって来る」
時代が到来している感があります



３ 大地震への日頃からの備え

40

次に、大地震への日頃からの備えについて、説明します



日頃からの備えについて（従業員）

41

次に、企業にとって、貴重な人材である従業員の
日頃からの防災の備えについて、説明します



◎ 家屋の耐震強度の再確認と耐震補強
◎ 家具等の転倒・落下防止措置の確認
◎ 通電火災防止の感震ブレーカーの設置
○ 備蓄と非常持出品の準備
○ 避難場所、避難所、避難経路の確認
○ 家族での役割・行動手順等の話し合い
● 伝言ダイヤル「１７１」、伝言板の理解

凡例 ◎減災 ○避難 ●安否確認
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大地震への事前対策

大地震への日頃からの事前対策は、◎の３項目が、家族の命を守るための事前
対策です。そして〇の３項目が、生き延びた場合の備えとして、非常用の水、食糧
等などを備蓄し持ち出せるように準備しておき、そして避難する場合の目的地と
経路を確認しておいて、家族同士で、高齢者等の避難行動を如何に支援するか
を話し合っておくことが大切です。更に、大地震発災時に家族同士が離れ離れに
なっていた場合に、どのようにして安否確認するか伝言ダイヤルや伝言板の使用
方法について日頃から理解しておくことも重要になります
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誰にでもすぐ出来る家具転倒防止対策

家具の転倒防止について説明します。一番強度が大きいのは家具を壁にＬ時金具で
固定することですが、賃貸住宅等で壁面に穴を開けられない場合や壁を傷つけること
に抵抗感がある場合には内閣府の「広報ぼうさい」によれば、家具の上部と部屋の天
井との間にポール式の家具転倒防止グッズを設置して、更に、家具の床の前方部分
にストッパー式または粘着マット式の家具転倒防止グッズを敷くことで、かなりの強度
が得られるとのことです



○ 非常食、飲料水
・缶詰、クラッカー等そのまま食べれるもの
・飲料水（ペットボトルで３日分９リットル）
○ 非常時の携行品
懐中電灯、携帯ラジオ、救急医薬品

○ 衣類、タオル、トイレットペーパー 等

○ 現金、保険証のコピー、貴重品 等
→ 上記物品をリュックサック等で保管
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備蓄・非常持出品の一例

大地震などの災害発生時に備えて、備蓄・非常持出品を備えることが重要です
〇 非常食（そのままで食べられるもの）と飲料水（ペットボトルで３日分９リットル）
〇 携行品：懐中電灯、携帯ラジオ、救急医療品
〇 着替えの下着、ジャージ等の衣類、タオル、トイレットペーパーなど
〇 更に、現金、保険証（又はコピー）、貴重品など
以上は、備蓄・非常持出品の一例ですが、リュックサック等で保管しておきましょう
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備蓄方法（ローリングストック法）

備蓄方法として、ローリングストック法を
お勧めします
この備蓄方法は、ペットボトルの飲料水や
日頃消費する食料品をやや多めに備蓄して
古いものから使い、そして使った分は必ず
補充する方法です

災害用の非常用の飲料水や非常食は、
やや割高なので買い控えてしまいますが、
この方法ですと、通常の費用で災害に
備えることが出来るのです



日頃からの備えについて（事業所）
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次に、事業所における日頃からの防災の備えについて、説明します



◎ 防災計画、事業継続計画の作成
◎ 社屋の安全化、事務所の耐震化
◎ 非常用品の備蓄等従業員の安全対策
◎ 防災訓練の実施
○ 遠隔地社員の宿泊避難場所の確保
○ 地域貢献のため行政との防災協定
○ 自主防災組織等地域社会との連携
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事業所としての日頃からの備えについて

事業所としての日頃からの備えについては、画面の◎の項目を実施
しておき、更に、画面の〇の項目についても、出来る限り実施して
おくことが重要です
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船橋市役所庁舎の書棚等の転倒防止

写真は、２５年～２６年にかけて、船橋市
が船橋市役所庁舎の書棚等の転倒防止
処置を実施したものです。
大地震の際して、市職員が市民のために
応急対策活動に従事するためには、
怪我等しないよう予防措置が重要です。
事業所においても、従業員の怪我等
の予防措置として、事務所内の書棚等の
転倒防止処置を確実に実施して
頂くことをお勧めします



４ 大震災発生時における対応
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次に、大地震発生時における対応について説明します



○来訪者、従業員等の安全確保、救出・救護

○出火防止、初期消火

○情報収集と来訪者、従業員への情報提供

○施設の安全確認 等
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地震発生直後における応急対応

地震発生直後における応急対応については、先ず、来訪者、従業員等の安全確保、
救出・救護を最優先します。次に、事業所内の出火防止を行い、万が一、出火した
場合には初期消火に努めます
更に、地震等の情報収集と来訪者、従業員に対して、収集した情報を提供します
大地震の揺れが収まったならば、施設の安全確認を行います



○ 必要に応じ事業継続計画の発動
○ 地域の消火活動、近隣被災者の救出・
救助活動の実施

○ 帰宅困難者の発生抑制のため従業員の
一斉帰宅の抑制 等
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応急対策後における当日の対応

応急対策を、取り敢えず行われましたら、次に、当日の対応として、
○ 必要に応じて事業継続計画を発動します
○ また、出来ましたら、地域の消火活動、近隣被災者の救出・救助活動に
ご参加頂ければと、思います
○ 従業員に対しては、当日は帰宅困難者の発生抑制のためにも、従業員の
一斉帰宅を抑制して、事業所にとどめ置くよう、ご協力 をお願いします



○ 災害対応
・ 来訪者、従業員の安全の確保
・ 二次災害の防止
・ 地域への貢献及び共生
・ 従業員の一斉帰宅の抑制
○ 事業継続
必要に応じ事業継続計画の発動

※ ２つの側面からの対応が求められます
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事業所に求められる対応

事業所に求められる対応としましては、
災害対応という側面と、事業を継続する２つの側面からの対応
が求められます



５ 「事業継続計画」について
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次に、「事業継続計画」について説明します
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防災・危機管理の再点検

東日本大震災は防災・危機管理マニュアル

にとどまらず、企業の根幹にかかわる経営戦

略の抜本的見直しを迫られるほどの衝撃の

災害でした。

大企業だけでなく中小企業も従来の防災・

危機管理や事業継続計画の見直し、再点検

が強く求められています。

防災・危機管理アドバイザーの山村武彦氏は、「防災・危機管理の再点検」という
著作で「東日本大震災は防災・危機管理マニュアルにとどまらず、企業の根幹
にかかわる経営戦略の抜本的見直しを迫られるほどの衝撃の災害でした。
大企業だけでなく中小企業も従来の防災・危機管理や事業継続計画の見直し、
再点検が強く求められています。」と記しています



ＢＣＰの策定、見直し企業の状況

大企業 ７２．３％

中堅企業 ３５．７％

大企業 １５．６％

中堅企業 ４７．０％

１ ＢＣＰ策定済或いは策定中の企業

２ ＢＣＰ策定後の見直し

内閣府が平成２４年３月に実施した「企業のＢＣＰに関する実態調査」結果ですが
ＢＣＰ策定済或いは策定中の「中堅企業」は、３５．７％という状況でした。未作成の
事業者においては、是非、作成するように努めて頂きたいと考えております



リスクマネジメントと危機管理

リスクマネジメント

クライシスマネジメント

企業においても、平素から危機（クライシス）に備えてリスク管理しておくことが

極めて重要であります
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「防災計画」と「事業継続計画」の違い

防災計画 事業継続計画

計画の目的 災害等から従業員の生
命と会社の資産を守る
計画

緊急事態時に限られた経
営資源で生き抜くための
計画

対応する事態 自然災害、火災 自然災害、感染症、大事
故、供給網の途絶等
事業が中断するような
緊急事態

事前策 既存の設備・施設への
被害軽減のための対策

代替策（施設、設備、人）
をも含む
事業のインフラの保全

指 標 死傷者数
物的損害額

復旧時間、復旧レベル
経営、関連企業への影響

この表は、目的、対応する事態、事前策、そして、指標の面から「防災計画」
と「事業継続計画」との違いを説明したものです



緊急事態の発生に伴って通常の事業

活動が中断した場合に

可能な限り短時間で事業活動上、最重

要な機能を再開できるように事前に計画・

準備し、継続的に見直すプロセス
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「事業継続計画」の定義

「事業継続計画」の定義です



（経営戦略上の必要性）
重要事業を可能な限り短時間で再開させて、事業
中断により、下記の事態から企業を守る
・ 顧客取引の競合他社への流出
・ マーケットシェアの低下
・ 企業評価の低下
（策定すべき具体的な内容）
・ 迅速な従業員等の安否確認
・ バックアップシステムの整備
・ 代替オフィスの確保

・ 即応する要員の確保 等
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「事業継続計画」の必要性、具体的内容

「事業継続計画」の経営戦略上の必要性と策定すべき具体的な内容です
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事業継続マネージメントの効果イメージ

この図は、事業継続マネージメントの効果についてのイメージ図です
事業継続計画を発動することによって、復旧が時間的にも早くなり、そして、
稼働率やサービス水準等も早く上昇することを示しています
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重要業務の停止理由、再開までの期間

○重要業務の停止理由
・停電 ５５％
・資材の供給停止（納入元の業務停止） ２６％
・顧客の工場停止（取引先等の業務停止） ２３％

○再開までの期間
・２～３日以内に再開 ３割以下
・再開まで１週間以上 ５割超

重要な業務が停止したと回答した企業 約３５％

２５年版の防災白書によると、東日本大震災において、重要業務を停止した理由
として、停電、資材の供給停止、顧客の工場の停止があり、
また、再開までの期間として、２～３日以内に再開したのは、３割以下で、再開ま
で１週間以上かかった企業が５割を超えていた との調査結果でした



１ 中核事業の特定
→ 優先して継続、復旧すべき事業の特定

２復旧する目標時間の設定
→ 中核事業の復旧目標時間の設定

３取引先と事前に協議
→ 中核事業等について取引先と事前に協議

４代替策の用意・検討
→ 施設、設備、調達先等の代替策の用意

５従業員とＢＣＰについて共通認識
→ 従業員にＢＣＰについて説明し共通認識
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「業務継続計画」の５つのポイントです



○ 事業継続計画の策定

○ サプライチェーンの複数化

○ 流通拠点の複数化

○ 重要なデータ、システムの分散管理、

バックアップの強化
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南海トラフ巨大地震対策（企業に対して）

中央防災会議は、今後３０年間で７０％の確率で発生の可能性がある
と言われている「南海トラフ巨大地震」に備えて、企業に対して、画面の
４項目の対策を進めるように提言しています



想定外を事前に減らすことが重要

○ 「登り坂」、「下り坂」、「まさか」
〇 被災した人が必ず口にする言葉
・「まさか」こんな大地震が起きるとは
・「まさか」ここまで津波が来るとは
・「まさか」この堤防が決壊するとは
人生には、「登り坂」と「下り坂」があるそうですが、もう一つの「さか」である
「想定外」の「まさか」があると言われています
大きな災害で被災した人々が、画面のような言葉を口にしています

日頃から、船橋市で起きそうな自然災害を予期して、「想定外」を

減らしておくことが、重要です



関東・東北豪雨での住民の声

「鬼怒川の堤防は切れねえ」
みんな昔から そう言ってたんだ
まさか こんなことになるとは

常総市三坂町 ある区長の発言

まさか ここで大地震があるとは誰一人
思わなかった 想定外も想定外だ

益城町 男性（８３歳）の発言

熊本地震での住民の声

２７年９月の関東・東北豪雨で、ヘリで救助された男性の発言も、
２８年４月の熊本地震での住民の声も「まさか」でした



〇28年7月14日に損保３社と「ＢＣＰ策定
支援協定」を締結し、中小企業のＢＣＰ
策定を積極的に支援します
〇具体的な支援内容
・ ＢＣＰ策定についての普及啓発
・ ＢＣＰ策定を希望する事業者に対して
訪問して支援
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船橋市のＢＣＰ策定支援

船橋市は、28年7月14日に東京海上日動火災保険㈱京葉支店、損害保険ジャパン
日本興亜㈱千葉西支店及びあいおいニッセイ同和損保㈱千葉北支店の損保３社
と「ＢＣＰ策定支援協定」を締結し、中小企業のＢＣＰ策定を積極的に支援しています
具体的な支援内容は、画面のとおりです
お問合せ先は、市役所経済部 商工振興課（℡047-436-2468）です



自然災害は 必ず発生します
発生を防ぐことはできませんが
被害を減らすことは可能です
日頃からの「備え」、特に
「事業継続計画」の作成と
見直しが極めて重要です
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「船えもん」からのお願い

ふなばし産品
ブランド
ＰＲキャラクター
目利き番頭
船えもん

自然災害は、必ず発生します。自然災害の発生を防ぐことはで
きませんが、被害を減らすことは可能です
事業者の皆様におかれましても、日頃からの自然災害等への
「備え」、特に、企業存続のためには「事業継続計画」の作成、
そして、定期的な見直しが極めて重要です



参考資料
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○内閣府（内閣府ＨＰ）
→事業継続ガイドライン

○中小企業庁（中小企業庁ＨＰ）
→中小企業ＢＣＰの策定促進に向けて
→中小企業ＢＣＰガイド

○東京商工会議所（東京商工会議所ＨＰ）
→ＢＣＰを作って信頼を高めよう

○職場の地震対策（東京消防庁HP）
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内閣府等による企業向けガイドライン（参考）



〇工場等との緊急連絡体制、従業員の安全確保 46.2%
〇指揮系統の明確化、権限の委譲 34.6%
〇ライフラインの確保 34.5%
〇情報資産（サーバー、システム）の安全確保 30.9%
〇原材料、部品の確保 26.7%
〇事業の復旧順位、優先順位 21.2%
〇資金調達（資金繰り計画） 13.3%
〇拠点の分散（工場、管理部門） 12.6%
〇代替物流手段の確保 11.1%
〇生産・営業人員・管理要員の確保 8.9%
（帝国データバンク「BCPについての意識調査」2011.6.11）

企業がBCPにおいて特に必要と考える項目
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東日本大震災でのＢＣＰに関するアンケートの回答

有効に機能した項目 改善が必要な項目 改善、追加が必要な項目

対策本部の設置・
運用ル－ル

従業員の安否確認
手順

重要拠点が被災した際
の代替拠点の確保

発災後の業務遂行に
関するルール

事業継続に必要な

原材料、燃料、食料
等の備蓄体制

重要拠点が被災した際
の代替設備・手段の確保

情報システム関連施
設の防災対策、重要
情報データの保護

非常用電源設備の確保

従業員の安否確認
手順

取引先業務が停止した
際の代替調達先の確保

第４章 ＢＣＰに関する企業の取組と東日本大震災における状況
（２５年版防災白書）



1  災害対策本部の体制整備と機能強化
2  社員とその家族の安否確認手段の多重化
3  実践力向上に資する訓練の継続的実施
4  社員の防災意識の向上と社内人材育成の推進
5  適正な備蓄品目の選定と備蓄量の確保
6  施設の耐震化・不燃化と什器の固定の促進
7  流動性資金と復興資金の確保
8  サプライチェーンへの支援と連携強化
9  社内外の帰宅困難者に関する取り組みの促進
10地元自治体や地域との積極的な連携

（日本経団連 24.3.5）

企業に求められる地震対策 １０箇条


