
災害対策・防災設備工事と策定原理で作る無料ＢＣＰ

防災設備工事と法定点検、防災商品販売（ＢＣＰの事前対策）、ＢＣＰ策定支援業務

中小企業庁登録ＢＣＰ策定企業
中小企業庁登録ＢＣＰ専門家 杉江和昭

滋賀県大津市小野164-1
TEL：077-594-3004 FAX：077-594-3069
E-mail：sugiebousai@ybb.ne.jp URL： http://sugiebousai.com

代表取締役 杉江和昭

ＢＣＰ・事業継続計画 ： 企業等の緊急時、最小限の事業資産で中核事業の継続と早期復旧を

可能にする為、方法・手段を取り決め文書化したもの －ＢＣＰと作り方を下記に紹介します－

登録企業の例
○ 金属加工会社（新潟県）

新潟県豪雨（2004年）を経験しＢＣＰを策定。地元工業会の加盟企業とともに災害時の早期
生産再開を目指したＢＣＰにしています。

○ 設備工事会社（滋賀県）
ＢＣＰを策定し、災害時に取引先からの要求に直ぐに対応できる体制を構築しています。

弊社ＢＣＰを中小企業庁冊子「ＢＣＰガイド」P15にて公表

【特徴】 ①中小企業庁「ＢＣＰ策定運用指針」基本コースで策定アドバイスしています ②防災設備工事業でＢＣＰを策定（同庁ＢＣＰ策定企業登録画面に公表）、又

はじめてＢＣＰを構築した経験で解説（同庁ＢＣＰガイド内、P15に掲載：弊社HPで経緯紹介） ③各地公的団体ＢＣＰセミナー等で 策定支援の参画講師です（京都・大

阪・三重・滋賀） ④同庁ミラサポ登録無料派遣専門家（３回まで無料） ⑤策定原理の４ポイントは独自の手法で記入します ⑥事前対策と代替策記入欄は配布資料

が参考にできます ⑦儲かる経営上27のプラス効果（防災の新商品・新サービス開発等）の資料紹介

・策定４ポイント 〔 中核事業特定の方法 重要業務選定の方法 目標復旧時間設定の方法 事前対策と代替策〕は策定原理と策定手法で[様式06]へ記入

◆策定企業登録で防災設備資金（ＢＣＰ融資）は政府系・民間金融機関の低利融資が受けられます ◆登録画面で販路拡大が期待できます

◆専門家受付窓口（自治体・商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・銀行等です）
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ＢＣＰを分かりやすいアドバイスで策定

緊急時におけるＢＣＰ導入効果のイメージ ＢＣＰ構築・早期完全復旧

ＢＣＰ策定企業登録
販路拡大

防災の新商品と新サービス
開発等２７のプラス効果

目標復旧時間内に操業率
30％を目指し、事業資産の回
復で操業率100％へ

企業防災の応急対応は一部
の事業が継続できるが、復旧
が遅れ、取引停止または市場
シェアが無くなる

防災対策が無い企業は、被災
後、操業停止で廃業の方向へ
と

借入金のある企業は廃業して
も負債が残る

＜復旧曲線の解説＞

※

（非常ベル）
不審者対策

（消火器）
火災対策

（非常持出袋）
※管理カード付き

（トイレと
テント）

（CD・HD貸金庫へ）
バックアップ

データの保管

（普通救命
講習修了証）

人命救助

（発電機）
電力確保

（ＢＣＰの様式）

従業員や家族の安全・・・
顧客からの信用・・・
売り上げの維持・・・

本当にうちの会社は
大丈夫だろうか？

風水害 交通事故

設備事故 地 震

火 災 感染症

テ ロ

事業継続計画の策定 事業継続計画の構築企業防災

（一部復旧） （早期復旧） （早期完全復旧）

ＢＣＰ

（食料）
非常食

〔企業＝事業継続計画 ・ 公共＝業務継続計画〕
事前対策 重要業務の代替策 （弊社事例より）

ＢＣＰのトータルイメージ

緊急事態
4



策定の４ポイントと策定原理

・事前対策
・代替策

不足事業資産を用意する
（ヒト･モノ・カネ・情報）

2007.03.02 神奈川県防災保全企業組合 複合サービス事業
〒235-0045
横浜市磯子区洋光台3-24-3 http://www.kenbousai.com

2007.02.15 QualityTime Consulting 株式会社 サービス業
〒107-0062
東京都港区南青山2-3-17 カブトビル4F http://www.qtc.co.jp/

2007.01.22 株式会社杉江防災 建設業
〒520-0525
滋賀県大津市小野164-1 http://sugiebousai.com

2007.01.22 株式会社あけぼの開発 製造業
滋賀県日野町大字山本776-115

http://www.rmc.ne.jp/hino-net/202002.htm

2006.10.18 有限会社ナインサービス 運送業
大阪府大阪市淀川区十八条1-6-8

http://www.9service.com/

2006.10.18 大同情報技術株式会社 サービス業
東京都杉並区和田3-54-5

http://www.daido-it.co.jp

2006.04.17 株式会社サンパティック 複合サービス事業
東京都江戸川区西葛西6-19-4-103

http://www.1sp.jp

2006.03.27 シマト工業株式会社 製造業
〒955-0002
新潟県三条市柳川新田978 http://shimato.co.jp/index.html

2006.03.07 株式会社アイケン 製造業
〒582-0005
大阪府柏原市法善寺3丁目445-8 http://www.aikenet.com/

2006.03.07 株式会社アーク 研修・コンサルティング業
〒113-0033
東京都文京区本郷5丁目33番10号 IKB本郷ビル5階 http://www.gigamall.ne.jp/ark/index.html

当社はＢＣＰ策定企業です！

中核事業

中核事業の
社内責任者

中核事業中断の
場合の損失額
（含む違約金等）

中核事業による製品等
の納入・提供先
（複数ある場合は
すべてを記載）

会社名

主要連絡
（電話番号 等）

社内担当者

中核事業に必要な原材
料等の入手先
（複数ある場合は
すべてを記載）

会社名

主要連絡先
（電話番号 等）

社内担当者

目標復旧時間
（括弧内の適当な

時間単位に○を付ける）
（時間 ・ 日 ・ 週間 程度）

中核事業中断の
可能性がある災害等

南海トラフ巨大地震・首都直下地震
琵琶湖西岸断層帯による地震

備考
インフラ（電力）の復旧が前提
又は発電機等の代替策を取る

・当社における中核事業及びそれに係る情報は以下のとおりである。

[様式06] （ / ）

中核事業に係る情報

※ 販路拡大に

他の重要業務の は別紙06様式へ

「中小企業ＢＣＰガイドブック」

● 販路拡大 ● 27 のプラス効果 ● 新規事業開発

「ＢＣＰ策定様式」同庁登録申請書

（株）杉江防災

事業継続計画

平成18年12月7日 作成
平成 年 月 日 改訂（第 版） 儲かるＢＣＰ （資料進呈 ）

①取引先との協議の上 ②資金状態
③インフラ復旧日 ④事業資産復旧日

（事業名）①重要事業 ②公共性（社会
的責任） ③メインの取引先 ④売上大
⑤将来性 ⑥３割資源

中核事業復旧に必要な業務

事前対策

重要業務の代替策

目標復旧時間の設定

重要業務の選定

中核事業の特定

検 討 項 目ポ イ ン ト

（ヒント資料進呈）

1

1

2

3

事前対策 代替策

1

2

3

4

4

企業防災
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