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中小企業を取り巻くリスクと取組み 

 

企業のリスクには、社内に存在するリスクと社外から作用するリスクがあります。 

 

社内リスクは「統制する」ことで防止・早期発見します。これが内部統制です。 

 

社外リスクは基本的に発生をコントロールできません。リスクの発生に対し、 適に

「対応する」しかありません。 

ある程度予測ができるリスクに対しては、私たちは日々の業務の中で対応をしていま

す。 

一方、大地震のような予測ができない突発的なリスクに対しては、その対応手順をあ

らかじめ決めておき被害を 小化します。 

これが BCM（事業継続管理）です。 

 

日常業務のリスク対策

事業継続管理（ＢＣＭ）

内部統制
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リスク対策の第１ステップは業務の可視化 

 

リスクを「統制」し「対応」するには、自社の業務をマッピングし、リスクの観点から

重要性の高い業務について、業務の流れを可視化し管理できる状態にすることが必要です。 

以降は、リスク対策の内容によって、取組プロセスが異なります。 
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企業にとって取組みの順位は？ 

 

ＢＣＭの対象を予測ができない突発的な大地震と想定したものが、本マニュアルです。 

身の丈にあったＢＣＭが基本です。 

必要性に応じて、優先順位をつけて取り組んでください。 
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 本資料は、あくまでも、災害毎に作成するものではありませんが、初心者向け

に災害種別ごとに簡易ＢＣＰの作成を支援するものです。本格的なＢＣＰ策定

は、行政官庁等から指針や手順について詳細なものが出ていますのでそちらを

参照ください。 

 

本資料の使用方法     ・・・・・・ ６ 

基本スケジュール     ・・・・・・ ７ 

Ⅰ. BCP の基本方針（様式 02）    ・・・・・・ ８ 

Ⅱ. BCP の策定・運用体制（様式 03）   ・・・・・・１０ 

Ⅲ．中核事業と重要業務（様式 04-1）   ・・・・・・１２ 

Ⅳ．発生段階毎の事業レベル（様式 04－2）     ・・・・・・１４ 

Ⅴ．中核事業に係る情報（様式 05-1）   ・・・・・・１６ 

Ⅵ．主要顧客情報（様式 05-2）    ・・・・・・１８ 

Ⅶ．中核事業に必要な供給品目情報（様式 05-3）  ・・・・・・２０ 

Ⅷ．主要供給者/業者情報【供給品目別】（様式 05-4） ・・・・・・２２ 

Ⅸ．重要業務人員配置（様式 05-5）   ・・・・・・２４ 

Ⅹ．緊急時の外部支援者の情報（様式 06-1）  ・・・・・・２６ 

ⅩⅠ．資金調達（様式 06-2）    ・・・・・・２８ 

ⅩⅡ．備蓄計画と実施状況（様式 07）   ・・・・・・３０ 

ⅩⅢ．主要組織の連絡先（様式 08）   ・・・・・・３２ 

ⅩⅣ．従業員連絡先リスト【基本情報整理用】(様式 09-1) ・・・・・・３４ 

ⅩⅤ．従業員連絡先リスト【従業員個別用】（様式 09-2） ・・・・・・３６ 

ⅩⅥ．管理部門マニュアル等一覧表（様式 10）  ・・・・・・３８ 

ⅩⅦ．事業部門マニュアル等一覧表（様式 11）  ・・・・・・３９ 

ⅩⅧ．従業員携帯カード     ・・・・・・４０ 

ⅩⅨ．一週間で出来る BCP 表紙（様式 01）  ・・・・・・４２ 

 

 本資料で使用している様式は、基本として、中小企業庁「中小企業ＢＣＰ（事

業継続計画）策定運用指針」における様式を利用していますが、中小企業庁様

式とは様式 No.も異なっていますので、ご注意願います。 

（一般社団法人）東京都中小企業診断士協会 城東支部 

 ビジネスリスク研究会

目次 
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＊＊＊＊＊本資料の使用方法＊＊＊＊＊ 

 各様式について、作成時の参考になるようにサンプルの内容が記入されています。

業種業態が異なる場合、記入要領としてご覧ください。 

 各様式は原則として、 

（左ページ）：様式と記入の参考となるようなサンプル 

（右ページ）：記入方法や個別の説明 

としてあります。自社で利用する場合は、見開きで参考にしながら作成してくだ

さい。 

 

（左ページ）サンプル   （右ページ）記入方法・注意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （右ページ）記入方法・注意点の使い方 

「１．書き方の基本」：本様式の考え方や全体的な書き方について書いてありま

すので、まずは、この基本を参考に社内での検討を行ってください。 

「２．個別説明」：（左ページ）の注意すべき欄に印した１・２・３・・につい

て具体的な説明をしています。記入時の参考にしてください。 

 基本や個別説明以外で特にポイントとなるような点を記して

います。 

 各様式を作成しましたら、様式 01 の表紙と目次をつけ、1 ファイとして綴じる

ことで完成となります。 

 
ここがポイント 

Ⅰ.（業種共通）BCP の基本方針 [様式 02]

 

１．BCP 策定･運用の目的：１ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２．事業継続計画のための基本方針 

２

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

Ⅰ．（業種共通）BCP の基本方針［様式 02］

 

1. 書き方の基本 

 

2. 個別説明 

１ 

２ 

 

 
ここがポイント 

BCP の基本方針 
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＊＊＊＊＊一週間で出来る BCP 基本スケジュール＊＊＊＊＊ 

日程 項目 主担当 

第１日 Ⅰ. BCP の基本方針（様式 02） 

Ⅱ. BCP の策定・運用体制（様式 03） 

＊経営者による BCP 作成キックオフミーティング 

経営者 

第２日 Ⅲ．中核事業と重要業務（様式 04-1） 

Ⅳ．従業員携行カード（様式 04－2） 

Ⅴ．中核事業に係る情報（様式 05-1） 
 

運用推進メン

バー 

Ⅹ．緊急時の外部支援者の情報（様式 06-1） 

ⅩⅡ．備蓄計画と実施状況（様式 07） 
 

総務担当部門

ⅩⅣ．従業員連絡先リスト【基本情報整理用】(様式 09-1) 

ⅩⅠ．資金調達（様式 06-2） 
 

人事担当部門

ⅩⅤ．従業員連絡先リスト【従業員個別用】（様式 09-2） 

（第２日～第３日） 
 

従業員全員 

第３日 Ⅵ．主要顧客情報（様式 05-2） 

Ⅶ．中核事業に必要な供給品目情報（様式 05-3） 

Ⅷ．主要供給者/業者情報【供給品目別】（様式 05-4） 

Ⅸ．重要業務人員配置（様式 05-5） 

ⅩⅦ．事業部門マニュアル等一覧表（様式 11） 

ⅩⅢ．主要組織の連絡先（様式 08） 

ⅩⅥ．管理部門マニュアル等一覧表（様式 10） 
 

各事業部門 

第４日 

 

・各様式収集期限 運用推進メン

バー 

担当部門 

・記載内容のレビューと改定指示 

↓ ・ 終チェック 

第７日 ・不足部分の改訂 

・ⅩⅧ．災害対策携帯カード（様式 12）配布 

・各関係部門への配備 
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Ⅰ.（業種共通）BCP の基本方針 [様式 02] 

BCP の基本方針 

 

 当社において BCP（事業継続計画）を策定・運用する目的とともに、当社の特性

を踏まえ、緊急時に事業継続を図る上で要点となり得る事項は以下のとおりであ

る。 

 

1. BCP 策定･運用の目的： 

 ①顧客にとって           

  顧客の生産計画への悪影響を 小限に留め、顧客の信頼を確保する。  

 ②従業員にとって         

  従業員とその家族の安全を第一とし、雇用の確保を図る。    

 ③地域にとって          

  地域住民の安全を重視する。              

 ④その他          

  困難に直面しても、従業員一丸となって、事業の継続を図る。   

 

 

2. 緊急時に事業継続を図る上での要点： 

 ①人命 優先         

  情報交換により、少しでも事業が円滑に進むように努める。          

  主要取引先・仕入先、緊急時の優先対応先等と予め協力体制を取り決めておく。 

 ②企業同士の助け合い         

  情報交換により、少しでも事業が円滑に進むように努める。          

  主要取引先・仕入先、緊急時の優先対応先等と予め協力体制を取り決めておく。 

 ②法令順守・商取引上のモラル遵守         

  便乗値上げ等厳禁。取引先、仕入先等の事情を考慮する。           

 ③地域への貢献          

  避難者の受け入れ、水・食料の物資の提供も考えておく。           

 ⑤事業の継続            

  中核事業を継続、あるいは早期に中核事業の再開を図るために、状況に応じて  

  経営資源を集中的に投入する等、柔軟な対応により中核事業・重要業務の継続を 

  図る。                                  

 

3. BCP 及び災害計画の更新時期：毎年    ３月（年  １回更新） 

 

Sample 

１

2 

3 
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Ⅰ．（業種共通）BCP の基本方針［様式 02］ 

 

1. 書き方の基本 

（１）貴社における BCP（事業継続計画）の必要性を従業員・協力会社の社員に簡

潔に表現します。 

（２）基本方針ですので、経営者自らの言葉で綴り、語る必要があります。 

（３）貴社の利害関係者に対する BCP 策定・運用で目指す効果を記載します。 

・顧客にとって、当社はどうあるべきか？ 

・従業員にとって、当社は従業員・家族の安全と生活を守れるか？ 

・地域にとって、当社は企業市民として、如何に責任を全うすべきか？ 

 

2. 個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．BCP 策定･運用の目的 

・従業員・協力会社の協力が得られなければ、BCP は有効に運用することはで

きません。誰のために自分はどの様に行動すべきか、経営者は行動して欲し

いと考えているかを、簡潔に記載します。 

・従業員・協力会社社員には、母国語が日本語でない方もいますので、平易な

言葉・英訳できる言葉の使用を心がけてください。 

・まず果たすべきは、従業員とその家族の生命の安全確保と地域住民・取引先・

協力会社の被災防止あるいは減災です。 

２．事業継続計画のための基本方針 

・緊急時に、経営者並びに従業員は如何に行動すべきか、行動基準を策定しま

す。 

・多くの災害は自治体や他地域からの支援を期待できます。しかし、それに頼

るだけでなく近隣企業・友好企業・商工会など、地域企業同士の助け合いが

必要となります。 

・苦しいときの対応を人は見ています、災害後の事業拡大を図るには、商道徳・

商習慣の遵守が必要です。 

・被災時には、中小企業庁・自治体・商工会などの緊急支援を迅速に受けられ

る様、日頃より準備を進めておく必要があります。 

３．BCP 及び災害計画の更新時期 

・社会環境変化に対応した実効性のある BCP とするためには、年 1 回の見直し

が必要です。 

・翌年の年度計画策定などの時期に合わせて、BCP 見直し時期を記載します。 
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Ⅱ.（業種共通）BCP の策定・運用体制  [様式 03] 

BCP の策定・運用体制 

 

 当社において、BCP（事業継続計画）を策定する体制、平常時に BCP の運用を推

進する体制、及び緊急時に BCP を発動し継続対策を推進する体制は以下のとおり

である。 

 各責任者は、経営者自らがあたるべきである。なお、サブリーダー、緊急時の体

制におけるそれぞれの代行者について、以下のように定めることとする。 

 

1. BCP の策定体制： 

 ①責任者  山田 太郎（代表取締役社長）      

 ②サブリーダー（必要に応じて複数名）    

     山田 次郎（専務取締役）、佐藤 一郎（総務部長）       

 

2. 平常時における BCP の運用推進体制： 

 ①責任者  山田 太郎（代表取締役社長）      

 ②サブリーダー（必要に応じて複数名）       

   山田 次郎（専務取締役）、佐藤 一郎（総務部長）   

 ③連携する取引先企業や協力会社  カトウ工業（取引先）、田中製作所（協力会社） 

 ④一緒に取組む組合等の組織    ○○市商工会、カトウ工友会                

 ⑤BCP 運用の対象者        従業員・協力会社の全員で運用する。    

 

3. 緊急時における BCP の発動体制： 

 ①責任者   山田 太郎（代表取締役社長）   〔代行者〕 山田 次郎  

 ②顧客・協力会社担当サブリーダー 山田専務  〔代行者〕 営業部長  

 ③事業資源担当サブリーダー     山田専務    〔代行者〕 製造部長  

 ④財務担当サブリーダー     総務部長  〔代行者〕 経理課長        

 ⑤従業員支援担当サブリーダー     総務部長    〔代行者〕 人事課長     

Sample 

１ 

２

３
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Ⅱ．（業種共通）BCP の策定・運用体制 [様式 03] 

 

１．書き方の基本 

（1）貴社における BCP（事業継続計画）の策定と平時並びに緊急時の体制について、

予め明記します。 

（2）責任者は全般的な意思決定が行える経営者があたる必要があります。 

（3）緊急時の体制については、人的損害が出ることを考慮して、「代行者」を予め

定めておくことが肝要です。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．BCP の策定体制 

・BCP 策定プロジェクトの責任者とサブリーダーを記載します。 

・責任者には全般的な意思決定が行える経営者があたり、BCP 策定推進と策定

した BCP の承認・発布を行います。 

・BCP 策定プロジェクトは、経営者と中核社員・コンサルタントを含めた少数

精鋭により、短期間に策定します。 

・不都合な点については、毎年の見直しにより徐々に精度を高めることが可能

なので、 初から完全なものを作ろうとしないことが肝要です。 

２．平常時における BCP の運用推進体制 

・平常時における BCP の運用推進体制では、次の仕事を担います。 

１）従業員・協力会社に対する BCP の周知徹底 

２）安否確認や備蓄資材点検などの BCP 演習の実施 

３）取引先・自治体・商工会・近隣企業との情報交換 

４）上記 3点に基づく、BCP の定期的な見直し 

・平時においては、取引先・協力会社並びに金融機関などの利害関係者へ説明

を行っておくことが、BCP の実効性を高めるポイントとなりますので、「連

携する取引先企業や協力会社」（様式 05-1）や「一緒に取組む組合等の組織」

（様式 08）は明らかにしておくことが必要です。 

３．緊急時における BCP の発動体制 

・緊急時には人的損害の発生が予想される為、かならず「代行者」を任命する

必要があります。 

・人事異動時の当様式変更の手間を省くため、経営者以外については、役職名

で記載いたします。 

・当様式では、BCP 発動時の体制は、「顧客・事業設備・従業員・財務」の 4つ

の面で捉えていますが、貴社の実情に合わせて、適時追加・変更します。 
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Ⅲ．中核事業と重要業務 [様式 04-1] 

中核事業と重要業務 

 

 事業を継続しなければならない社会的必要性、経営維持・存続のための収入を確保す

る必要性などから、当社にとって中核となる事業である「中核事業」を次のように特定

する。 

1. 当社の中核事業： 

経営維持・存続のための収入を確保するため「燃焼器製造事業」を中核事業とする。 

ライフライン関係者のシステムの一部である機器の製造と過去に納入した機器制御の

保守・部品納入を実施している。売上割合は約５０％を占める。 

 当社は次の事業を行っている。 

事業名 内 容 売上割合

燃焼器製造事業 ライフライン関係者のシステムの一部などに必要な特

殊燃焼器の製造・販売を行っている。 
50％ 

開発事業 情報システムの開発・構築を実施している。 40％ 

研修事業 ソフトウェアに関する研修・セミナーを実施している。 10％ 

 中核事業の特定時には次の必要性を検討した。 

必要性 内 容 

社会のために企業が継続

しなければならない社会

的必要性 

 

ライフライン関係者の基幹システムが停止することで大

きな影響を与えてしまう。 

 

 

経営維持・存続のための収

入を確保する必要性 

 

売上のシェアが約 50％で 大である。 

主要な顧客 A 社から事業の継続を求められている。 

 

 

 

2. 中核事業における重要業務： 

当社の中核事業「燃焼器製造事業」の重要業務は、「材料部品調達」と「接合組立」で

ある。 

 

１ 

２

３

４

Sample 
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Ⅲ．中核事業と重要業務 [様式 04-1]  

 

１．書き方の基本 

（１）豪雨による浸水被害や斜面崩落による阻害される中核事業を明確にすること

が、重要な経営判断であることを強く認識する必要があります。 

（２）自社の事業を漏れなく検討します。 

      ・売上高の割合をベースとし、利益や市場シェアは経営方針に従う 

      ・社会的な影響度について、担当者の意見も取り入れる 

（３）浸水被害や斜面崩落による、中核事業の阻害範囲の明確化が必要です。 

（４）本様式で抽出した中核事業及び重要業務は、様式 05－1～5 で詳細に展開し

ます。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．中核事業として決定した事業を明確に記入します。決定した判断の基準も後

から再検討できるように記入する必要があります。 

２．中核事業を選定するに当って抽出した事業を売上割合の多い順にすべて列挙

します。 

＊上位からの累積売上割合が 50%～60％となる事業を死守すべき中核事業

とすることを基本に検討ください。 

＊この表の一番下の事業が 初に事業縮小をする候補となります。 

３．中核事業を検討するに当って特に重要な必要性の基準を記入します。標準様

式として、社会的必要性と自社の収入のための必要性としていますが、他に

重要な項目があれば、追加してください。 

４．決定した中核事業の工程を細分化し、重要となる業務を選定します。この際、

以下の点に注意してください。 

・ 中核事業にとって無くてはならない業務か？ 

・ その業務がストップした時に他の業務に与える影響は何があるか？ 

・ 一番のボトルネックはどの業務になるか。 

 

 

 

・事業継続にとって 後の砦となる事業を選定することが必要です。 

・まず、 悪の事態を検討しましょう。従業員が６０％程度しか出社できない場

合、何を残し、何を停止するべきか総合的な判断を求められます。 

・重要業務については、特に代替要員が少ない専門的な業務に注目してください。

次に、ボトルネック（その業務が動かないことで全体がストップする部分）を

抽出して検討するといいでしょう。 

ここがポイント 
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Ⅳ．発生段階毎の事業継続レベル[様式 04-2] 

発生段階毎の事業継続レベル 

 

水害の発生は予測することが可能なため、事前に各発生段階別にどのような対応を取

るのかを決めておくことで、混乱を 小限にし、更に、中核事業の継続を目指します。 

 

・発生段階毎の事業継続レベル： 

  

発生段階 事業の分類 

事業継続レベル 

予想浸水高 

30 ㎝以上 

予想浸水高 

30 ㎝未満 

平常期～警戒期 すべての事業 通常 通常 

初動期（浸水防止活動） 

中核事業  停止準備  停止準備 

その他の事業  停止準備 停止準備 

緊急対応期（浸水発生） 

中核事業  原則休止 原則休止 

その他の事業  原則休止  原則休止 

復旧期 

中核事業 
 縮小 

（水害後ｍ日） 

 通常 

（水害後ｎ日） 

その他の事業  原則休止  一部再開 

業務再開期 

中核事業 
 通常 

（水害後Ｘ日） 

 通常 

（水害後Ｙ日） 

その他の事業 
 通常 

（水害後Ｘ日） 

 通常 

（水害後Ｙ日） 

 

Sample 

１ ２

３ ４
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Ⅳ．発生段階毎の事業継続レベル[様式 04-2]  

 

１．書き方の基本 

（１）自社事業の災害に対する耐性を検討するつもりで作成します。 

（２）段階について下表に記載した段階毎に、事業継続レベルを検討する必要があ

ります。 

 
（３）特に個人依存度が高いなど、従業員の欠勤の影響が大きい事業が多い場合は、

その他事業にも優先度をつける必要があります。 

（４）この表では床下浸水に相当する「浸水高 30 ㎝未満」と床上浸水に相当する

「浸水高 30 ㎝以上」での判断レベルを 2 つに分けました。これは浸水高 30 ㎝

以上では止水板や土嚢では浸水を十分に食い止めることが困難となり、建物・

設備などの物的被害の発生が予想されるために、区分したものです。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．上図段階毎に区分します。 

２．事業の分類は中核事業とその他事業の２分類となっていますが、その他事業

でも具体的に優先度を変える必要がある場合は枠を分割するか、各段階別に

別紙を作成してください。 

３．床上浸水規模の水害が発生場合、中核事業及びその他の事業の事業継続レベ

ルを記載します。 

４．床下浸水規模の水害が発生場合、中核事業及びその他の事業の事業継続レベ

ルを記載します。 

 

 

 

・目標復旧時間（ＲＴＯ）、通常業務の目標再開時期を明確にしましょう。

平常時 復旧期警戒期 初動期 緊急対応
期

業務再開
期

災害発生

•BCPの策定
•災害対策
•資源備蓄
•BCP教育
•BCP演習
など

•情報収集
•保全対策
•避難準備
•避難開始

•初動体制
の構築

•災害対策
本部設置

•緊急連絡

•被害状況
の把握

•安否確認
•救命・救助

•二次被害
発生防止

•施設設備
応急復旧

•要因確保
•物流確保

•地域被災
者の支援

•生産再開

•目標復旧
時間達成

•被災従業
員の生活
再建支援

予知できる災害（洪水・津波・パンデミックなど）のBCP

予知できない災害（地震・火災など）のBCP

ここがポイント 
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Ⅴ．中核事業に関わる情報 [様式 05-1]  

 

 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。 

 

中核事業 
燃焼器製造事業 

中核事業の 

社内責任者 

副工場長 城東 一郎 

（代理）製造部長 城北 浩司 

中核事業中断の 

場合の損失額 

(含む違約金等) 

売上高 単品売上 20 百万円/月（H20 年度平均） 

    組込完成品（影響） 50 百万円/月（同） 

    リキダメ 7 百万円（違約金 10％） 

          合計 77 百万円/月 

中核事業による製品等

の納入・提供先 

(詳細は様式 05-2 へ) 

会社名 AAA 工業株式会社 

主要連絡先 

（電話番号 等）

０３－＊＊＊＊－＊＊＊＊ 

社内担当者  江東 太郎 

中核事業に必要な原材

料等の入手先 

(詳細は様式 05-3 へ) 

会社名 BBB 建材株式会社（切り板・部材） 

主要連絡先 

（電話番号 等）

０２９８－＊＊＊＊－＊＊＊＊ 

社内担当者  水戸 光郎 

中核事業に関連する 

主要部門 

（材料部品調達業務）調達部資材１課 

（接合組立業務）製造部 部材組立ライン A職場 

製造部 配送課 

中核事業中断の場合 

外部への影響等 

・AAA 工業の短納期対応 SCM のボトルネックになると言われて

いる。 

・ 終製品メーカーの ABC 製作所（AAA 工業の親会社）の工程

遅延。 

備考 

・先代社長によって信頼を得てきている AAA 工業→ABC 製作所

の中枢製品の特殊部である。なんとしても中断は避けなけれ

ばいけない。（協力工場での生産で継続を図る） 

中核事業に係る情報 

Sample 

１

２

３

４

５

６

７
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Ⅴ．中核事業に関わる情報 [様式 05-1]  

 

１．書き方の基本 

（１）様式 04-1 で抽出した中核事業の詳細情報を記載します。 

（２）それぞれの重要度を判定するデータと経営方針を元に抽出されている事業で

あることを再確認します。 

      一般的に、 

      ・売上高貢献度（シェア等）、利益貢献度 

      ・顧客影響度（主要顧客から継続を強く求められているなど） 

      ・社会性（ライフラインなど国民生活の維持に重要であるなど） 

     などを勘案して BCP の基本方針（様式 02）に従い経営者が判断します。 

（３）優先順位を付け、死守しなければいけない事業を中核事業として抽出してい

ますので、継続のためのデータは極力集約しておきましょう。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．その事業の責任者を明確にします。代理を決めておくことも必要です。 

２．収益への影響を 近のデータから想定します。（違約金の発生なども考慮しま

す。 

３．影響の大きな取引先の連絡先と貴社の担当者を記入します。複数ある場合は、

欄を追加するか、複数枚にして記入します。貴社の担当者が被害にあった場

合に、代替者が対応できるようにすることが重要です。 

４．原材料や部品など、特に代替のきかない特殊なものを網羅する必要がありま

す。 

５．この事業を構成する重要な業務を担当する部門を記入します。 

６．取引先や社会的な影響を記入します。 

７．その他、この中核事業にとって重要な事項・判断基準などを記入します。 

 

 

 

・複数事業をあげていく場合、必要な人員を勘案しながら、まず停止する順番（劣

後順位）を付けておくといざというときに迅速な判断が可能になります。 

・ここであげた重要な取引先とは、事前に、一部事業が停止した場合の対応を話

し合い、実際の対応に反映しましょう。 

ここがポイント 
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Ⅵ．主要顧客情報 [様式 05-2]  

主要顧客情報 

 

 当社の中核事業に関連する顧客の情報を以下に整理する。 

 

会社名 AAA 工業株式会社 

提供する製品／材料 

／サービス 

燃焼器一式（設計・材料・製作・輸送） 

平時における 

製品等の提供手段 

（輸送手段 等） 

提携輸送会社（トラック）による適時搬入 

繁忙期：輸送会社契約流通センター倉庫からトラック輸送 

口座番号(必要な場合) △銀行 ０００－００００００ 

会社 

住所 
〒１３５－００００ 

東京都北区××× 

ホームページ 

アドレス 

http://www.AAAkogyo.co.jp/ 

電話番号(代

表) 

０３－＊＊＊＊－＊＊＊＊ 

第１ 

連絡先 

部署 
資材部第一課 

 
担当者名 

吉田義三 

電話番号 
03-****-**** 

 

携帯電話

等 

090-****-**** 

Fax 番号 
03-****-**** 

 
e メール 

yoshida@AAAkogyo.co.jp

第２ 

連絡先 

部署 
資材部検収課 

 
担当者名 

安藤敬一 

電話番号 
03-****-**** 

 

携帯電話

等 

090-****-**** 

Fax 番号 
03-****-**** 

 
e メール 

ando@AAAkogyo.co.jp 

備考 

資材第一課の吉田氏不在時は、同課墨田一郎氏へ。 

資材部長 江戸川氏も対応可。 

Sample 

１

２

３

４

５

６

７
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Ⅵ．主要顧客情報 [様式 05-2]  

 

１．書き方の基本 

（１）様式 05-1 で抽出した中核事業の製品等の納入・提供先の詳細を記入します。 

（２）日常的に担当していない人が連絡をとることを想定して記入してください。 

      ・自社の製品担当者と関係者を複数列挙する 

      ・自社の理解者がいれば、経営層も含め記載するようにする 

      ・連絡方法も通常の方法の他、可能であれば個人携帯や自宅を含め記載する 

       （ただし、相手の了解を取るなど個人情報取扱に注意する） 

      ・担当者だけでなく、部門長なども記載する 

（３）日常的に注意すべき点は備考欄に明記してください。 

（４）人事異動などの時期には必ず見直すようにルール化しておきましょう。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．中核事業の重要顧客を漏れなく抽出します。複数社ある場合は、連番を振り、

抜けがないようにします。 

２．提供する製品や具体的なサービスを誰にでもわかるように記入します。 

３．提供する製品等の提供手段は、物流会社等が関係する場合は、その物流会社

等の連絡先等も記入しておく必要があります。 

４．必要であれば、取引銀行を記載しておくことで、経理部門が混乱している場

合でも、緊急の確認が可能となります。 

５．担当者は常時更新するようにしておくことが重要です。 

６．顧客の組織に応じ、直接関係する部門だけでなく、間接的な部門を記入する

ことで、緊急時の確認対応の幅が広がります。 

７．その他、注意点などを記入します。 

 

 

 

・緊急時の連絡先となりますので、中心となる顧客担当者が対応できない場合を

想定し、対応可能な関係者を複数人挙げておくようにすることが重要です。 

・定期人事異動時期には、全社で見直しを行う他、少なくとも半期程度での見直

しを行い、常に 新情報に更新するようにしましょう。 

ここがポイント 
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Ⅶ．中核事業に必要な供給品目情報 [様式 05-3] 

中核事業に必要な供給品目情報 

 

 中核事業を復旧・継続するために必要な供給品目としては以下のものがある。（機

械用の特殊な液体など、設備や作業過程の維持に不可欠な品目も含む。） 

 この様式に記載した供給品目の供給者に関する情報については、[様式 05-4]主要

供給者/業者情報に整理する。 

 

供給品目 注文番号 数量 供給業者 関連する社内重要業務 

切り板 P01-001 10ton/ﾛｯﾄ BBB 建材工業 切断・溶接 

ボルト F03-001 100 本/ﾛｯﾄ CDD ボルト 接合組立 

ガス配管 F04-002L 10m/基 BBB 建材工業 切断加工 

トーチ A01-001 10 本/基 F 興産 A ライン組立 

制御盤 A02-001 1 台/基 F 興産 A ライン組立 

配線 F05-001 20m/基 F 興産 A ライン組立 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

備考  

 

 

Sample 

１ ２ ３ ４ ５
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Ⅶ．中核事業に必要な供給品目情報 [様式 05-3]  

 

１．書き方の基本 

（１）様式 05-1 で抽出した中核事業のために不可欠な供給品目を漏れなく列挙しま

す。 

（２）特に汎用品ではなく、市中で購入が困難なものについては［様式 05-4］に供

給先の情報を記入します。 

（３）あくまで、当該情報の担当者でなくても対応できるように、特殊な略号は一

般的な呼称に直すなど気をつける必要があります。 

（４）形式やサイズなど、注文・問い合わせ時に必要な情報は別途業務マニュアル

等に明記されているかどうか、確認しましょう。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．必要な供給品目を漏れなく抽出すると共に、類似品と混同しないように明確

な分類呼称を使用するようにします。複数の形式・サイズが必要である場合

は、分類に応じた記号などを明確にし、別途業務マニュアルの対照表のペー

ジなどをコメントするようにしましょう。 

２．自社の注文番号等がある場合記入します。 

３．数量については、注文数などが定量である場合などに記入します。型番に応

じて、別途数量表によるものなどはその旨コメントするようにします。 

４．供給業者は別途［様式 05-4］に詳細情報を記入します。 

５．中核業務における重要業務を記入します。［様式 05-5］重要業務における人

員配置で取りあげている各重要業務（工程等）で関係する業務名（工程名等）

を記入します。 

 

 

 

・自社だけでは完結できない事業の場合、ボトルネックとなる供給先を検討する

ためにも漏れなく抽出します。 

・資材のみならず、工程外注や外部から人的サービスを必要とするようなものに

ついてもここで明示しておかなければいけません。業務マニュアル等を元に検

討することが必要です。 

・主材のみでなく、副資材等についても忘れないようにしましょう。 

メンテナンス用の資材等も重要です。 

ここがポイント 
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Ⅷ．主要供給者/業者情報【供給品目別】[様式 05-4]  

主要供給者/業者情報【供給品目別】 

 

 中核事業を復旧・継続するために必要な供給品目（[様式 05-3]で整理したもの）

を供給する業者/代替業者に関する情報を以下に整理する。 

 

提供される製品 

／材料／サービス 

切り板 

ガス配管 

会社名 BBB 建材工業（株） 

業者との取引状況 ■ 現在取引中の供給者/業者   □ 予備の供給者/業者 

平時における 

製品等の納入手段 

（輸送手段 等） 

トラック陸上輸送 

口座番号(必要な場合) ※※銀行 △－００００００ 

会社 

住所 千葉県浦安市××× 

ホームページ 

アドレス 

無し 

電話番号(代

表) 

０４７－＊＊＊＊－＊＊＊＊ 

第１ 

連絡先 

部署 営業部 担当者名 市川信二 

電話番号 047-****-**** 携帯電話等 090-****-**** 

Fax 番号 047-351-○○△△ e メール eigyo@BBBkenzai.co.jp

第２ 

連絡先 

部署 企画工務部 担当者名 荒川一郎 

電話番号 047-****-**** 携帯電話等 090-****-**** 

Fax 番号 04-****-**** e メール komu@BBBkenzai.co.jp

備考 

（発注ロット・ 

リードタイム等） 

・通常買い入れは営業部への FAX 注文書によって行ってい

る。 

［切り板］：定尺鋼板単位のロット発注が必要（市中材は発

注～納品までのリードタイム：約 20 日） 

［ガス配管］：定尺 5．5m 単位発注（在庫品リードタイム：

2 日） 

 

 

Sample 

１

２

３

４

５

６

７
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Ⅷ．中核事業に必要な供給者/業者情報（供給品目別） [様式 05-4]  

 

１．書き方の基本 

（１）様式 05-3 で抽出した中核事業に必要な供給品目別に供給業者の詳細情報を記

入します。 

（２）日常的に担当していない人が連絡を取ることを想定して記入します。 

・営業担当者と関係者を複数列挙する 

      ・業者の組織上、緊急対応が可能な部門や上層部の連絡先を調査する 

      ・連絡方法も通常の方法の他、可能であれば個人携帯や自宅を含め記載する 

       （ただし、相手の了解を取るなど個人情報取扱に注意する） 

（３）会社案内等を一緒に綴じておくと間違いがありません。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．中核事業の供給品目別業者の情報を記入します。様式 05-3 の供給品目別に漏

れなく作成します。 

２．供給品目別に自社の管理記号等があれば併記し、誰にでもわかるように記入

します。 

３．流通倉庫や物流会社等が関係する場合は、その物流会社等の連絡先等も記入

しておく必要があります。 

４．必要であれば、取引銀行を記載しておくことで、経理部門が混乱している場

合でも、緊急の確認が可能となります。 

５．担当者は常時更新するようにしておくことが重要です。 

６．顧客の組織に応じ、直接関係する部門だけでなく、間接的な部門を記入する

ことで、緊急時の確認対応の幅が広がります。 

７．代替者が対応することを想定し、注意点の他、発注ロット・リードタイムな

どを記入します。 

 

 

 

・緊急時の連絡先となりますので、中心となる顧客担当者が対応できない場合を

想定し、対応可能な関係者を複数人挙げておくようにすることが重要です。 

・定期人事異動時期には、全社で見直しを行う他、少なくとも半期程度での見直

しを行い、常に 新情報に更新するようにしましょう。 

・市中品や代替業者があれば、業者との取引状況欄に予備として記入し、備考欄

に過去の取引状況などの情報を入れておくようにしましょう。 

ここがポイント 
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Ⅸ．重要業務 人員配置表 [様式 05-5]  

重要業務 人員配置表 

 

○中核事業【燃焼器製造事業】の継続に必要な重要業務の人員配置 (該当するものすべてを記載) 

重要業務 

主 要 工 程 人 員 配 置 
重要業務の

責任者 

責任者等 

連絡先 
備考 

工程名等 現担当者 
代替可能者 

（配属部門） 

 材料部品調達 調達管理 
(主)柏 三郎 

(副)松戸次郎 

石岡清（工務部） 

高橋史郎（製造部）
 千葉一郎 (千葉)090-****-****   

 接合組立 溶接管理 
(主)多賀光男 

(副)仲 義男 

三井正（ＯＢ） 

090-****-**** 
 水戸光郎 (水戸)090-****-**** 

代替可能者が

社内にいない 

－〃－ 制御盤取付 
(主)福島武 

(副)山形静夫 

宮城久司（電装部）

仙台五郎（製造部）
 水戸光郎 (水戸) -****-****   

             

             

（※ 「重要業務」の枠数が足りない場合は、本ページを必要分コピーして利用すること。）

Sample 

１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７
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Ⅸ．重要業務 人員配置表 [様式 05-5]  

 

１．書き方の基本 

（１）様式 04-1、05-1 で抽出した中核事業を継続するための重要業務の人員配置を

整理する一覧表となります。 

（２）特に、代替が難しい業務は漏れなく抽出し、列挙しましょう。 

・現在の主担当・副担当等を明確にする 

      ・工程毎に抽出する 

      ・代替可能な経験者等を調査する 

（３）代替可能者がいない重要業務については、至急育成するなどの方針を決定し、

実行することが重要です。 

（４）責任者の連絡先を記入しますが、代替可能者が社外にいる等の場合は、連絡

先を追記するようにします。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．中核事業名を記入します。 

２．中核事業における重要業務を抽出し、列挙します。ボトルネックとなる業務

や特殊技能を必要とする業務、資格が必要な業務は必須です。 

３．２．と同様です。特に、業務を担当者が個人単位になる工程レベルまで細分

化します。 

４．通常業務において、主担当・副担当が決められていれば列挙します。現状 1

人担当であれば、１人のみ記入します。 

５．代替可能者は実態を調査して記入する必要があります。現在の業務をすぐに

代替できる状態にあるか確認します。 

６．緊急時の責任者を記入します。代行者も記入することが望ましいです。 

７．責任者の連絡先や注意点などを記入します。 

 

 

 

・事業継続における一番重要な部分となります。 

・ボトルネックとなる業務、属人的、専門的な業務を抽出することで、今後の人

員対策を検討する資料ともなります。 

・代替手段を講じる人や代替できる人を事前に把握し、代替可能な状況にするなど、代

替できる体制を準備しておきましょう。 

・直接工などだけでなく、保守要員や外注要員も忘れないようにしましょう。 

・社内だけで十分でない場合は、ＯＢ等の代替者を検討することも必要です。 

ここがポイント 
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Ⅹ．緊急時の外部支援者の情報 [様式 06-1]  

緊急時の外部支援者の情報 

 

 緊急事態発生後に中核事業を継続させるため外部から支援を得られる事項に関す

る情報を以下に整理する。 

支援要員 

1.企業運営全般の応援が可能な要員（金融機関・コンサルタント・経営 OB など） 

協力依頼想定者 
電話番号、携帯電話番号等

E-Mail 等 連絡先 
支援を依頼すべき業務内容等 

城東 太郎 03-****-****  090-****-****

taroj@smeca.com 

経営全般・中小企業診断士   

 

内藤 治 03-****-****  090-****-****

osamu-n@iin.jp 

産業医            

（衛生情報・対策） 

森澤 一 045-****-**** 070-****-****

h-morisawa＠sharousi.com 

顧問弁護士・社労士      

（契約問題・労務問題等） 

神戸 正 045-****-**** 070-****-****

t-kobe@bank.com 

取引銀行 担当部長      

（資金繰り等） 

佐藤 信 03-****-**** 090-****-**** 

sin-sato＠hosho.ne.jp 

保証協会 担当 

守 護 

 

03-****-**** 070-****-**** 

shugo@system.com 

システム関連事項       

（情報関連ﾒﾝﾃﾅﾝｽ） 

団体 修 042-****-**** 070-****-****

dataiosamu@denren.ne.jp 

業界団体 事務局       

加瀬 勲 045-****-**** 090-****-****

kasei@spchain.com 

仕入先 部長 

   

備考  

１ 

2 

3 

4 

5 

6 
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Ⅹ．緊急時の外部支援者の情報 [様式 06-1] 

 

１．書き方の基本 

（１） 緊急事態発生後に中核事業を継続させるため、外部からの支援を得られる事項

に関する情報・要員を整理する。 

（２） BCP として策定するが、実際は想定し得ない事項も発生する可能性もあり、一般

的事項について幅広くリストアップしておく。（関連事項 「主要組織の連絡先（様

式 08）」） 

（３） リストアップする外部の協力者は、BCP 運用推進体制、BCP の発動体制 の責任

者、サブリーダー、代行者（様式 03 に記載）に適切なアドバイスの出来る人達を列

挙する。 

（４） なお、外部については組織体の連絡先を優先する。（担当個人と連絡取れなくて

も組織として対応してもらえる様に） 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

   ＊リストアップ外部協力者の一例です。 

１．会社経営全般についてのアドバイスのできる人 

・・・経営コンサルタント、中小企業診断士、税理士、OB 経営者など 

２．社員に対して的確に伝える情報を得る、衛生問題が発生した場合の具体的対策を 

   アドバイスしてもらえる人・・・産業医、安全衛生管理士、保健所など 

３．契約や労働問題等が発生し易くなると想定されアドバイスしてもらえる人 

   ・・・弁護士、社労士など 

４．資金的、財務的問題にアドバイスもらえる人 

   ・・・取引金融機関の担当者、保証協会の担当者、損保の担当者など 

５．その他業務遂行のために必要となるものの保守会社など 

   ・・・システム関係の保守会社、自宅での業務遂行に関する体制整備など 

６．その他、中核事業継続に不可欠な取引先、組織 

  ・・・一緒に取り組む業界団体組合等の組織など （様式 08 参照） 

 

 ここがポイント 

・水害では、・建物・設備への影響が予想されます。 

設備の修理依頼先の整理、代替え生産可能な友好企業との相互支援がポイントです。 

・外部の人は社内業務の代替者とはなりませんが、社内の代替者・代行者が業務遂行

できる様アドバイスしてもらえる体制にしておく事がポイントとなります。 

・これらの外部支援者についても、極力複数の個人名を書くようにしましょう。 
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ⅩⅠ．資金調達 [様式 06-2]  

資金調達 

 

 事前に資金調達について検討・相談した事項に関する情報を以下に整理する。 

資金調達（事前に検討した内容を記録） 

資金調達先 

（事前調整先） 

１） ○○銀行（メインバンク）： 融資部のＢＣＰについてのセミナ

ー受講、具体的な計画策定支援を受けている 

２） △△信金（継続取引） ：緊急時の融資枠を確保 ただし、浸水

等の水害被害に有効かどうかは未確認（確認予定） 

 

資金調達手段、 

方針 等 

１） メインバンクとの事前計画に基づき融資枠までは調達が可能。

ただし、中核事業を停止する場合は保証無し。 

２） 事業停止が長期にわたることが予想された段階で、セーフティ

ネット貸付（経営環境変化対応資金）を利用する。 

→（株）日本政策金融公庫 

３） 取引先の倒産に備え、経営セーフティ共済制度（倒産防止共済）

に加入しておく 

→（独）中小企業基盤整備機構 

４） （株）商工組合中央金庫の国の施策と連動した融資を検討す

る。 

 

備考 

・ ○○銀行融資部 ××課長連絡先：03-****-**** 

   社長と懇意のため、相談にのってくれる可能性大 

・「内閣府企業防災のページ」で情報を収集する 

http://www.bousai.go.jp/kigyoubousai/bousai/od.html 

１

２

３
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ⅩⅠ．資金調達 [様式 06-2] 

 

１．書き方の基本 

（１）通常からつきあっている金融機関との事前調整が必要です。 

（２）資金繰り表を作成していることが重要となります。事業の停止となった場合、どの程度

までなら調達可能か、もしくは、預金等と合わせてどの程度までなら耐えられるかの検

討も行う必要があります。 

（３）入金と支払の確認・依頼方法をマニュアル化して、代行者が対応できるようにします。 

（４）注意点があれば、的確に記入しておきます。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．資金調達先は銀行などを明記することになります。 

特に、事前に浸水や集中豪雨による土砂崩れ発生時の対応について調整を行い、

その結果を記録することが必要です。 

２．資金調達手段、方針等は、銀行や公的支援機関の具体的な手段を記入します。 

自社の事業縮小による資金繰り悪化と取引先の倒産等による貸し倒れの両面

で検討しておくことが必要です。 

また、公的支援機関の条件や手続方法をあらかじめ調査しておく必要があります。 

３．その他、注意点や相談先を記入し、緊急時に担当者以外でも対応できることを目指

す。 

 

 ここがポイント 

・緊急時に備えて、売上高 1 ヶ月分程度の資金の確保をしておきます。従業員の給料や

取引業者への代金の支払いなど、緊急の必要経費に充てます。 

・セーフティネット保証制度への東北地方太平洋沖地震対策追加：2011年 3月 23日）  

平成 23 年度上半期において 82 業種（原則全業種）を対象に、 近 3 カ月の売上

高等が前年同期に比して５％以上減少していること、または、平成 23 年東北地方太

平洋沖地震の発生後、原則として 近 1 カ月間（平成 23 年 3 月または同年 4 月に限

る）の売上高等が前年同月に比して２０％以上減少しており、かつその後 2 カ月間を

含む 3 ヶ月間の売上高等が前年同月に比して２０％以上減少することが見込まれる企

業の場合、セーフティネット保証制度第 5 号の認定要件を満たします。 
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ⅩⅡ．備蓄計画と実施状況 [様式 07] 

備蓄計画と実施状況 

 

 被災時において緊急支援が到着するまでに必要となる防災用具の整備状況は以下のとおりである。 

（不足している用具については是非とも購入しておくことが望ましい。また、会社が供給すべき防災用具について従業員と検討

し、以下に挙げた用具以外にも必要と思われる防災用具がある場合は、併せて準備を検討すること。） 

ﾁｪｯｸ 備蓄品
＊ 必要量 品質保証期限 備蓄完了日

進捗確認等 

現状（在庫確認） 備考 

□ 非常用保存水 2.0ℓ 200 本 2016.7.28 2011.8.17  全従業員 7日分 

□ 非常用保存水 2.0ℓ 100 本 2012.9.5 2008.4.20 注意 全従業員 7日分 

□ かんぱん 110ｇ 68 缶 2013.4.21 2009.9.10  全従業員 7日分 

□ 化米アソートセット 100ｇ 40 食 2014.9.30 2009.9.10  全従業員 7日分 

□ 止水板 １間サイズ 6 枚 なし 2009.9.10   

□ 土嚢袋 １間当り 30 枚 なし 2009.9.10   

□ シャベル １間当り 2本 なし 2009.9.10   

□ 排水ポンプ 2 台 なし 2009.9.10   

□ 排水ポンプ用燃料 2 台分、10ℓ なし 2009.9.10   

□ ヘルメット 20 個 なし 2009.9.10  従業員全員分 

□ 軍手 20 個 なし 2009.9.10  従業員全員分 

       

       

＊：記入例ですので、会社独自の対策項目を空欄に追加して下さい 

２ ３
１
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ⅩⅡ．備蓄計画と実施状況[様式 07] 

 

１．書き方の基本 

（１）基本的に備蓄食料はパートアルバイトを含めた全従業員の分を、 低 3 日分

できれば 7 日分を用意します。 

（２）備蓄在庫を把握するため備蓄品台帳などを作成し、在庫数を管理します。 

（３）備蓄品を保管する部屋や倉庫などスペースの確保が必要になるなど新たに費

用が発生する場合、投資計画として予算を確保する必要があります。 

（４）備蓄計画の担当者を決め、早急に用意します。 

（５）消費期限等の確認を行います。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．必要量の把握のため、従業員数やパートアルバイト数を予測し不足がないようにしま

す。 

２．消費期限等がある場合、常に使用可能な在庫状態を維持するため備蓄品の入れ替

えを行います。（備蓄品によっては消費期限が 1 年以内となっている場合、従業員

や取引業者へ配布します） 

３．担当者は定期的に在庫を確認し、必要に応じ新たな備蓄品の追加を行います。 

 

 ここがポイント 

 土嚢や止水板で浸水を十分防げない場合を想定し、重要設備には農業用排水ポ

ンプを準備しておくことにより、重要設備の被災を防ぐことが可能となります。 

 浸水防止する為の土嚢は１間当たり２０袋（１０ℓ／袋）から 30 袋が必要となりますの

で、予め土嚢袋に詰める土砂の採取場所の事前決定しおくことが肝要となります。 
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ⅩⅢ．主要組織の連絡先 [様式 08] （  ／  ） 

主要組織の連絡先 

 

 当社における中核事業の継続・復旧において重要な組織の連絡先には以下のも

のがある。（ここで記載する組織は、当社の中核事業に必要となる組織 （例：

銀行、債権者、保険会社等）、及び事業の再開を支援する組織（例：公共事業体、

放送局等）を含むものである。） 

 

組織名称等 ○○団体連合会 

提供されるサービス内容 災害等緊急時の支援活動 

口座番号(必要な場合)  

住所 △▲市中央 2 丁目 1-1 

ホームページアドレス http://www.△▲.or.jp 

電話番号(代表) ０２２２－＊＊－＊＊＊＊ 

第１ 

連絡先 

部署 事務局 担当者名 
野田 英雄 

電話番号 0222-****-**** 携帯電話等 090-****-**** 

Fax 番号  e メール noda@00.or.jp 

第２ 

連絡先 

部署 調整課 担当者名 岩田 岩夫 

電話番号 0222-****-**** 携帯電話等 090-****-**** 

Fax 番号  e メール  

備考 

 

１

２

３
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ⅩⅢ．主要組織の連絡先  [様式 08] 

 

１．書き方の基本 

（１）本様式は直接の取引先等ではなく、その他緊急時や復旧時に必要となることが考え

られる組織について連絡先等を記録しておくものです。 

（２）場合によっては、各部門において必要となる組織をそれぞれ抽出し、控えを各部門

に備え付けるといいでしょう。 

（３）緊急連絡体制表が既にあり、水害を想定した連絡先が網羅されていれば、既存の体

制表をこの部分に綴じ込み、全体として保管されるようにしましょう。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．組織は、様々なものが考えられますが、主に業務を停止した場合や再開するときに連

絡や届が必要とされる組織や支援団体を中心とします。 

２．具体的に期待できる内容、必ず行わなければいけない内容を明記します。 

３．連絡先については、内容によって複数部署を記録することが必要となります。また、

可能であるならば、複数担当者を列挙するようにしましょう。 

 

 

 ここがポイント 

・いざというときに、必要な連絡先が１カ所にまとめられていることが重要です。 

・他の様式についても同様ですが、様式０１にある目次にどのような連絡先が綴じ込ん

であるのかが判るようにしておきましょう。連絡先一覧を追加で作成し、目次の次に綴

じることも有効です。 

・対応できる従業員が 小限になった状態で、誰が連絡担当者になるか計画すること

はできませんので、必要な説明は省かないように時折チェックしましょう。 
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 ⅩⅣ．従業員連絡先リスト【基本情報整理用】[様式 09-1]  （  ／  ） 

従業員連絡先リスト【基本情報整理用】 

 緊急時においても従業員と連絡をとることができるように、従業員(または事業

主)の情報を以下に整理する。 

（このリストが必要になった場合に安全に手に取れる場所に、 新版のコピー

を保管しておくこと。） 

［              ］（※ 部署名、求める役割等の区分） 

番号 従業員氏名 
自宅電話番号 

（予備電話番号）
職務 

緊急時の責務、 

依頼事項 等 

備考 

（資格・技能等）

1 岡部 太一 
03-****-**** 

社長 緊急時の意志決定  
090-****-**** 

2 藤山 正治 
045-****-**** 

専務 
社長不在時の意志決

定 
 

090-****-**** 

3 宮島 守男 
03-****-**** 取締役兼工場

長 

工場管理 

製造体制確認 

自動二輪、玉掛 

フォークリフト 090-****-**** 

4 長島 大地 
044-****-**** 営業部長 

 
顧客・取引先対応  

090-****-**** 

5 山田 太郎 
045-****-**** 人事・経理主

任 

社員安否確認 

情報整理 
自動二輪 

090-****-**** 

6 佐藤 京子 
03-****-**** 

一般事務 
社員安否確認 

情報整理 
 

090-****-**** 

7 山辺 幸三 
042-****-**** 

営業担当 顧客・取引先対応  
090-****-**** 

8 遠藤 薫 
03-****-**** 

工場事務 
取引先対応 

工場管理 
 

090-****-**** 

9 志村 憲一 
03-****-**** 組立担当 

 

工場管理 

製造体制確認 
フォークリフト 

090-****-**** 

10 西 治郎 
03-****-**** 

圧延加工担当 製造体制確認  
090-****-**** 

11 春山 翔太 
03-****-**** 

溶接加工担当 製造体制確認  
090-****-**** 

12 斉藤 肇 
045-****-**** 

仕上加工担当 製造体制確認 自動二輪 
090-****-**** 

 

１ ２
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ⅩⅣ．従業員連絡先リスト【基本情報整理用】 [様式 09-1]  

 

１．書き方の基本 

（１）この表は主として災害復旧本部または人事担当者が中心となり、作成します。 

（２）基本的には「従業員連絡先台帳（様式 09-2）」から得た情報をリスト化しま

す。追加項目として「緊急時の責務、依頼事項」があります。 

（３）従業員数が多い場合は、部門別、事業所別に作成します。 

※この他にも自社にとって必要な情報をリストに掲載しましょう。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．基本事項は「従業員連絡先台帳（様式 09-2）」から転載します。 

２．「緊急時の責務、依頼事項」については、必要な事項を必ず従業員に割り振

り、緊急時の体制を整備しましょう。 

 

 

 

 

・ここに記載の内容は一部の社員だけが把握していても効果がありません。 

緊急時に迅速な対応と復旧体制が取れるように、必ず従業員全員に周知徹底し

ましょう。 

・災害関係の研修などの開催時にこのリストを周知すれば、より効果的です。 

ここがポイント 
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ⅩⅤ．従業員連絡先台帳【従業員個別用】[様式 09-2] 〔No.  〕 

従業員連絡先台帳【従業員個別用】 

（[様式 09-1]における各従業員の番号を、本ページ上部の〔No.  〕に記入すること。） 

氏名 山田 太郎 役職 人事・経理主任 

自宅の住所 〒123-5678 東京都台東区○○123 浅草ｼﾃｨ 102 号室 

自宅電話番号 03-****-**** 携帯電話番号等 090-****-**** 

FAX 03-****-**** 携帯メール Y-taro@docomo.ne.jp 

会社用 e メール yamada@***.co.jp 自宅用 e メール Yamada-taro@****.or.jp 

緊急時連絡先 

（上記以外） 
山田 彦一 本人との続柄 父 

緊急時連絡先 

電話番号 
054-****-**** 予備電話番号 

090-****-**** 

電話による確認事

項、依頼事項 等 

安否確認、出社可能性の可否確認 

非常時における 

出社可能性 

自宅から会社までの距離 

（徒歩による出社等の可能性判断） 

約  10  km 

(徒歩不可,自転車可) 

平時の通勤手段（路線名） 電車(銀座線) 

寄駅 浅草駅 

在宅勤務の 

可能性 

□PC(有・無) □LAN（無線・有線・なし） □TV 電話（有・無） 

□PC ソフト（ワード・エクセル・ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ・アクセス） 

□その他業務に関するもの（           ） 

主な担当業務 

（代替者） 

・人事制度運営（佐藤）    ・採用活動（佐藤） 

・給与計算結果の承認（藤山） ・人事申請承認（藤山） 

・入出金の承認（藤山）    ・キャッシュフロー管理（藤山） 

・予算、実績管理（藤山）   ・売上、原価管理（藤山） 

現在の担当取引先 

（取引内容） 

・ABC コンサルティング（人事制度） 

・ABC システム（人事システム） 

・森澤社会保険労務士事務所（給与、社会保険関係） 

・大山税理士事務所（税務・決算関係） 

過去の経歴 

（キャリア） 

・調達部検収課（担当・2002/4～2005/3 現取引先担当） 

・営業部営業管理課（主任・2005/4～2007/12 業務のみ） 

備考 

（家族の状況 

など） 

・2005 年生まれの幼児（保育園）1 名あり：共働き 

・介護施設に妻の母親がいる（介護施設閉鎖時は同居予定） 

 

１

２

３

５

６

７

４

8

9
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ⅩⅤ．従業員連絡先台帳【従業員個別用】 [様式 09-2]  

 

１．書き方の基本 

（１）従業員本人にこの台帳を記載してもらいます。氏名や連絡先等の基本情報や

通勤方法等が人事データベース等で管理されている場合は、あらかじめ差込

印刷等で印字しておきましょう（データの 2 重管理を防ぐため）。 

（２）挙げられている項目は省略せずに全て記入します。当人が不在の時にできる

だけ迅速な対応を取る為に必要な情報が網羅されています。 

（３）担当職務や顧客、プロジェクト等は随時更新されますので、異動時もしくは

少なくとも 1 年に 1 回は台帳の更新をすることが望ましいです。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

１．緊急連絡先は実家や別居の家族、親族など本人に近い立場で連絡が取りやす

い人を選択します。 

２．携帯電話を含め、連絡先は必ず２つ以上記載します。 

３．電話で確認する内容を記載します。 

４．非常時に本人が出社できる可能性を見極める為の情報です。 

５．非常時に在宅勤務の可能性を探る為の情報です。ここに揚げているもの以外

でも自社の業務に必要な設備等がある場合は追記します。 

６．当人の主な担当業務を記入します。主幹業務やコア業務は全て記載します。

その他、ストップしてしまうと会社運営に支障が出る業務は必ず記載しま

す。 

７．自分が担当している取引先を網羅します。本人不在時に取引先との連絡がス

ムーズになるよう、また双方の業務運営に支障が出ないよう必ず記載しま

す。多数になる場合は別表で管理しましょう。 

８．過去に自分が担当していた業務を記入します。これによって、従業業務の代

替者を選定するときの資料とします。  

９．その他特記事項には、影響が考えられる家族等も明記します。 

 

 

 

・ここでは、社員が休業した場合の①社員との連絡、②会社業務への影響、③取

引先への影響、を把握できるように必要な情報を集めます。会社毎にこれらの

情報を全て管理している場合は、改めてこの台帳を作成する必要はありません。

逆に、足りない情報がある場合は追加しましょう。 

ここがポイント 
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ⅩⅥ． 管理部門マニュアル等一覧表 [様式 10] （  ／  ） 

管理部門マニュアル等一覧表 

＊基本的に、自社の既存のマニュアルを 1 つにまとめることで、緊急時に担当者が変わ

っても 低限の対応ができるようにします。（以下は例です） 

有

無 
マニュアル名 保管場所 保管責任者 備考 

 勤怠管理（人事） 人事部書棚 安田 均 人事総務課長 

 給与計算（人事） 人事部書棚 安田 均  

 社会保険、労働保険手続き（人事） 人事部書棚 三浦 弘子  

 行政官庁届出業務（人事） 人事部書棚 三浦 弘子  

 記帳（経理） 経理課書棚 金田 雄三  

 支払い（経理） 経理課担当机 戸田 恵子  

 伝票作成、請求業務（経理） 経理課担当机 戸田 恵子  

 預金、口座管理（経理） 経理課担当机 木下 太郎  

 現金、小口管理（経理） 経理課担当机 木下 太郎  

 検収（経理） 経理課担当机 木下 太郎  
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ⅩⅦ．事業部門マニュアル等一覧表 [様式 11] （  ／  ） 

事業部門マニュアル等一覧表 

＊基本的に、自社の既存のマニュアル・業務フローを 1 つにまとめることで、緊急時

に担当者が変わっても 低限の対応ができるようにします。（以下は例です） 

有

無 

マニュアル名 
保管場所 保管責任者 備考 

 ・ 販売管理業務フロー 営業部書棚 広田 健司 営業管理課長 

 ・ 調達業務フロー 資材部書棚 山本 次郎 資材課長 

 ・ 検収マニュアル 資材担当机 福井 不二子  

 ・ 品質検査マニュアル 品証担当机 小林 信二  

 ・ 梱包・発送マニュアル 倉庫担当机 飛島 一郎  
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ⅩⅨ．従業員携帯カード[様式 12] 

従業員携帯カード 

 

 緊急事態に迅速な初動対応が出来るよう、必要事項を記入の上、全ての従業員

に携帯させるとよいでしょう。 

 

〔表面〕                  〔裏面〕 

 

重要取引先③

重要取引先②

通勤通学先

携帯

家 族①

通勤通学先

携帯

家 族②

通勤通学先

携帯

家 族③

重要取引先①

連 絡 先
（電話番号、携帯電話、携帯メール）

社内緊急連絡網

上記不在時の相手

自宅電話番号

（電話輻輳時に家族全員が連絡）

地域外に住む

親戚

社内緊急連絡網

の連絡相手

171災害伝言ダイヤル

重要取引先④

上 司

社 長

重要取引先③

重要取引先②

通勤通学先

携帯

家 族①

通勤通学先

携帯

家 族②

通勤通学先

携帯

家 族③

重要取引先①

連 絡 先
（電話番号、携帯電話、携帯メール）

社内緊急連絡網

上記不在時の相手

自宅電話番号

（電話輻輳時に家族全員が連絡）

地域外に住む

親戚

社内緊急連絡網

の連絡相手

171災害伝言ダイヤル

重要取引先④

上 司

社 長
①火の元を始末
②海岸近く、大きく揺れたら高台に逃げる
③震度５強で会社に自動参集

地 震

①気象情報に注意
②書類や資機材を２階へ移動
③警報が出たら避難の準備

風水害

緊急時の行動

①大声で周囲に知らせ119番
②初期消火,火が天井まで回ったら退避
③煙に注意、口に濡タオル、姿勢低く

火 災

①火の元を始末
②海岸近く、大きく揺れたら高台に逃げる
③震度５強で会社に自動参集

地 震

①気象情報に注意
②書類や資機材を２階へ移動
③警報が出たら避難の準備

風水害

緊急時の行動

①大声で周囲に知らせ119番
②初期消火,火が天井まで回ったら退避
③煙に注意、口に濡タオル、姿勢低く

火 災

本人情報

氏 名

血液型

かかり付け医師

持病・アレルギー

本人情報

氏 名

血液型

かかり付け医師

持病・アレルギー

就業時の
避難場所

自宅近くの
避難所

就業時の
避難場所

自宅近くの
避難所

会社名 .

携行カード

お願い：このカードを拾得された方は下記までご連絡下さい。

所在地〒 .

電 話 .FAX .

Sample 

１
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ⅩⅨ．従業員携帯カード [様式 12]  

 

１．書き方の基本 

（１）表面が本人情報、裏面が本人家族・会社情報となります。 

（２）固定電話・携帯電話の番号だけでなく、Twitter や Facebook のアドレスな

ども情報です。 

 

２．個別説明（各項目の青数字に対応しています） 

 

 

 

 

 

 

・水濡れを考えたプラスチック製の耐水性紙に印刷するとよいでしょう。 

・油性インクで記入するようにします。 

  

ここがポイント 
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ⅩⅨ．一週間できる BCP 表紙・目次[様式 01] 

 

 

                        
 

 
 

 

 

当社の災害対応 

事業継続計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 年 月 日 作成 

平成 年 月 日 改訂（第 版） 
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目 次 構 成 

目 次 様式類 頁 

1.基本方針 様式 02  BCP の基本方針  

2.BCP の運用体制 様式 03  BCP の策定・運用体制  

3.中核事業 

様式 04-1 中核事業・重要業務 

様式 04-2 発生段階毎の事業継続レベル 

様式 05-1 中核事業に係る情報 

様式 05-2 主要顧客情報 

様式 05-3 中核事業に必要な供給品目情報 

様式 05-4 主要供給者/業者情報【供給品目別】 

様式 05-5 重要業務人員配置 

 

4.緊急時における BCP 発動   

(1) 外部支援 様式 06-1  緊急時の外部支援者の情報  

(2) 資金調達・備品状況 
様式 06-2 資金調達 

様式 07  備品計画と実施状況 
 

(3) 連絡系統 

様式 08  主要組織の連絡先 

様式 09-1 従業員連絡先リスト【基本情報整理用】 

様式 09-2 従業員連絡先リスト 【従業員個別用】 

 

(4) 業務フロー 

様式 10  管理部門マニュアル等一覧表 

様式 11  事業部門マニュアル等一覧表 

様式 12   従業員携帯カード 

 

6.自己診断結果 自己診断レーダーチャート  

注：様式類の欄に組み込む様式や資料等を記入。また、頁を記入 

 

 


