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近畿経済産業局 中小企業課

中小企業の強靱化に向けて
（事業継続力強化計画）
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 日本は世界的に見ても自然災害が多い地域。被害額は米国に次いで2番目に多い。日本の国土
面積が世界の0.25％であるのに対して被害額は世界の17％を占める。

 日本の自然災害を発生件数で見ると「台風」が６割を占め、次いで「地震」、「洪水」と続いている。
一方、被害額で見ると、いったん発生すると広域に甚大な被害をもたらす「地震」が8割を占めてい
る。

日本が直面する災害リスク

○世界における自然災害被害額

出典：中小企業白書（2016）

○日本における自然災害被害額の災害別割合

出典：中小企業白書（2016）
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近年の豪雨災害の特徴
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• 土木研究所発表の資料では、近年の豪雨災害の特徴として下記３点が挙げられている。
１．台風と前線の作用による豪雨の大規模化・観測史上最大規模の大雨の発生
２．豪雨の履歴の少ない中山間地における土砂流出と洪水氾濫の一体的発生
３．東北・北海道における過去の洪水災害が少ない地域での災害の発生

（出所）平成30年度土木研究所講演会 国立研究開発法人土木研究所水災害リスク研究グループ（ICHARM) 澤野久弥氏発表資料から抜粋

１．台風と前線の作用による豪雨の大規模化・
観測史上最大規模の大雨の発生

２．豪雨の履歴の

少ない中山間地に
おける土砂流出と
洪水氾濫の一体的
発生

３．東北・北海道にお
ける過去の洪水災
害が少ない地域で
の災害の発生



（参考）平成30年７月豪雨による被害状況
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• 前線や台風第７号の影響により、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、１府10県に特別警報が発表される
とともに、各地で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、１府13県で200名を超える死者・行方不明者が発生するなど甚大
な被害が発生。

• 電気、水道等のライフラインの被害のほか、道路、鉄道等の交通インフラにも甚大な被害が発生。

（出所）平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）（平成30年12月26日公表）から抜粋



（参考）令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨に
よる災害（令和元年台風第15号含む)による被害状況
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• 主に令和元年台風第15号等の影響により、主に関東地方において広い範囲で記録的な大雨となり、千葉県を中
心に多大な被害が生じた。

• また、平成30年９月に発生した北海道胆振東部地震と同様に、千葉県を中心とした被災地において長期間にわ
たる停電が発生し、地域住民の生活に支障を来した。

• 近年では、災害による直接的な被害のみならず長期にわたる停電により、在庫等が被害をうける二次被害が発生
する、いわば「複合型の災害」が発生し、インフラ面の強化が急務となっている。

○千葉県を中心に東京電力管内でも多くの世帯が停電被害を受け、一部の地域では、
被災後15日が経過した9月24日においても復旧せず。

【最大停電軒数】
（令和元年9月9日午前7時50分現在）
合 計 約934,900軒が停電

栃木県 ：約 1,200軒
茨城県 ：約 99,200軒
埼玉県 ：約 4,100軒
千葉県 ：約637,100軒
東京都 ：約 12,200軒
神奈川県：約141,500軒
静岡県 ：約 39,600軒

※東京電力HPより抜粋

被災家屋とがれき（千葉県鋸南町） 被災事業者（千葉県鋸南町）

・停電により、生鮮食品や冷凍・冷蔵食品に被害（スーパー）。

・アワビ等の加工食品業者が、停電による製品や原材料が全滅し、
2,000万円以上の被害（水産加工業）。
・丸干しイワシを作るため、6～7月に一年分のイワシを入荷して冷凍
していたが、停電によりやむなく廃棄（水産加工業）
・屋根や壁が崩壊し、ほぼ全壊の状況で、廃業も視野に（旅館業）。

＜被災事業者の例＞



中小企業の防災・減災対策の状況(1)

ハザードマップを見たことがある企業の割合
（従業員規模別）

（出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）
中小企業の災害対応に関する調査（2018年12月）
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（１）防災・減災に対する問題意識が十分でなく、防災・減災に関心が低い。
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（出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）
中小企業の災害対応に関する調査（2018年12月）
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自然災害に関して抱えるﾘｽｸの把握状況



中小企業の防災・減災対策の状況(2)
（２）ノウハウがなく、具体的に何から取りかかればよいか分からない。
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（出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 中小企業の災害対応に関する調査（2018年12月）

（n=2376）

（n=4169）

（注）アンケート対象者は、自然災害の備えについて、
具体的に取り組んでいない事業者の方が対象。
複数回答可のため、合計は必ずしも100%にならない。
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中小企業が防災・減災に取り組んだきっかけ
• 自身の被災経験や、身近な災害に関する報道が、防災・減災に取り組むきっかけとして最多。
• ある程度の規模の中小企業は、取引関係のある企業からの勧めがきっかけになることが多く、

小規模事業者は、商工団体などの地域の支援機関や経営者同士のつながりがきっかけになることが多い。
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（出所）三菱リサーチ＆コンサルティング（株）「中小企業の災害対応に関する調査」
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事前対策の効果（１）

• 被災した企業が、復旧・復興に際して最も役に立ったものは損害保険。
• そのほかに、公的機関の相談窓口など自治体による支援や、金融機関による貸付、

取引のある企業や同業他社による支援など、中小企業を取り巻く関係者による支援が、
被災企業の復旧・復興に貢献している。

（出所）三菱リサーチ＆コンサルティング（株）「中小企業の災害対応に関する調査」
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被災した企業が、復旧・復興する際に最も役に立ったもの
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事前対策の効果（２）
・災害に備え、「事業継続計画」の形は取らずとも、実効性のある取組を行う企業が存在。

目的の設定

鋳型中子製造業

・「大切な従業員の命を守り、地域の暮ら
しの活力、地域経済力を守る」ことを目
的とする。

・この目的を掲げたことは、従業員の定着
率向上にも貢献。

従業員数：
130名

研磨加工業

・2週間以内に事業の7割を再開できる目
標を立て、関係先との連絡網を構築する
とともに、従業員の安否確認、復旧等の
手順を定めている。

・水災により被害を受けたが、事前対策を
講じていたため、目標どおり事業を再開。

従業員数：
60名

初動対応手順の設定

情報のバックアップ

機械製造業

・設計図面などについて、遠方のグループ
会社に常時バックアップ保管。

・遠隔地の同業者と代替生産協定を締
結。平時からも、双方の生産・技術協力
などを実施。

従業員数：
12名

生花店
従業員数：
5名

・過去の水害を踏まえ、冷蔵庫用の電気
設備を高所に配置。

・豪雨により店舗は浸水したが、電気設
備は被害を受けず、早期に営業再開で
きた。

受電設備等の高所配置

協力体制の構築

プレス加工業

・遠隔地の同業者と代替生産体制を構築。
・自社被災時には、重要な金型を持ち込
み、提携先での生産を可能に。

・費用等の負担も大きくなく、実効性を確
保。

従業員数：
26名

リスクファイナンスの取組

食品加工業

・地震保険にあらかじめ加入。
・津波で大きな被害を受けたが、保険で
復旧費用を確保。

・安心して従業員が働ける環境が、新入
社員確保にもプラスに作用。

従業員数：
197名



事業継続力強化計画認定制度の概要
• 中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定。
• 認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策を活用可能。

【計画認定のスキーム】

中小企業・小規模事業者

①計画を
策定し
申請

経済産業大臣
（地方経済産業局）

●防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者の皆様。

事業継続力強化計画の記載項目

認定対象事業者

②認定

連携して計画を実施する場合：
大企業や経済団体等の連携者

●事業継続力強化に取り組む目的の明確化。
●ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定。
●発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）策定。
●ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策。

※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目について記載。
●計画の推進体制（経営層のコミットメント）。
●訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組。
●(連携をして取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係社の合意。

認定を受けた企業に対する支援策 ●中小企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表
●認定企業にご活用いただけるロゴマーク
（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）●低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援

●防災・減災設備に対する税制措置
●補助金（ものづくり補助金等）の優先採択
●連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置
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【参考】事業継続力強化計画の策定は事業持続力の獲得に向けた最初の
一歩です

（出所）平成３０年度中小企業等強靭化対策事業（事前対策の普及啓発に係る策定支援事業）

事業継続計画（BCP）
①重要業務と目標復旧時間の決定
②事業継続戦略（復旧・代替・お互い様など）
③業務復旧・再開対応体制と再開プロセスの明確化
④継続的改善プロセスの明確化と訓練計画策定

事業継続力強化計画
①事業継続力強化の必要性の認識
②災害・脅威の認識と想定される被害の把握
③初動対応の策定
④事業継続に向けた事前準備（人・モノ・金・情報）
⑤実効性を高める取り組み（計画の見直し・訓練等）
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○詳しくは「事業継続力強化計画策定の手引き」をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/191211kyokatebiki.pdf

事業継続力強化計画策定５つの検討ステップ

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/191211kyokatebiki.pdf
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（参考）事業継続力強化計画申請書様式
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（参考）事業継続力強化計画申請書様式

○事業継続力強化計画申請書様式

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai
/keizokuryoku.htm

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
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（参考） 金融支援（日本政策金融公庫による低利融資）

• 事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が行う、設備投資に必要な資金について
日本政策金融公庫による低利融資を受けることが可能（運転資金は対象外）。

貸付金利

貸付限度額

貸付期間

設備資金について、基準利率から0.9％引下げ（運転資金については基準利率）
（※1）信用リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適用されます。

中小企業事業：7億2,000万円（うち運転資金2億5,000万円）（※2）

国民生活事業： 7,200万円（うち運転資金 4,800万円）
（※2）設備資金において、0.9％の引下げが適用となるのは、貸付限度額のうち2億7千万円までです。

設備資金20年以内、長期運転資金7年以内（据置期間2年以内）

（※1）

※事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が必ずしも低利融資を受けられるというもの
ではありません。別途、日本政策金融公庫内での審査をうけることが必要となります。
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（参考） 金融支援（信用保証枠の拡大）
• 事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、連携事業継続力強化計画の実行に

あたり、民間金融機関から融資をうける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通
保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けることが可能。

保証限度額

※事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が必ずしも保証枠の拡大を受けられるというも
のではありません。別途、信用保証協会内での審査をうけることが必要となります。

通常枠 別枠

普通保険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円）

無担保保険 8,000万円 8,000万円

特別小口保険 2,000万円 2,000万円

新事業開拓保険 2億円⇒3億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）

海外投資関係保険 2億円⇒4億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）
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（参考）その他支援策（補助金の加点、ロゴマークの使用等）

• 事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、経済産業省が執行する一部の補助
金や、「事業継続力強化計画認定ロゴマーク」の使用ができます。

○補助金の加点
認定を受けた事業者は経済産業省が執行する一部の補助金で、優先採択が受けられる。

平成３０年度補正予算では、ものづくり補助金二次公募、また自家発電設備を導入する際の
経費の一部を補助する事業二次公募について加点となっている。

○「事業継続力強化計画認定ロゴマーク」の使用
連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、事業継続力強化計画認定

ロゴマークを使用できる。また、認定企業の他、事業継続力強化計画の周知を行う
保険会社や支援機関等についてもロゴマークを使用することが可能。
リクルートパンフレットや、名刺等に掲載し、ＰＲが可能。

詳細は以下、事業継続力強化計画ロゴマーク使用規約を参照。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/nintei_logo_kiyaku.pdf

○事業継続力強化計画の認定を受けた事業者名を中企庁のＨＰで公表
事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、中小企業庁

のＨＰにて事業所名、都道府県、ＨＰのＵＲＬを掲載します！
（非公表を希望の事業者については掲載いたしません。）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/nintei_logo_kiyaku.pdf
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（参考）中小企業防災・減災投資促進税制（平成31年度税制改正で創設）

• 「中小企業・小規模事業者強靱化パッケージ」の一環として、防災・減災関連の設備
投資を加速化するため、中小企業防災・減災投資促進税制を創設。

【想定される投資事例】
• 豪雨時の浸水等に備え、止水板、排水ポンプなどの設備を準備
• 災害時もサーバーが最低限稼働できるよう、制震ラック、非常用発電機を導入

【税制の概要】
○対象者：経産大臣による防災・減災対策に関する計画の認定を受けた中小企業者等

（中小企業等による、法律に基づく防災・減災に対する計画認定を想定。）

○支援措置：特別償却20%

○対象設備：
－機械装置（100万円以上）：自家発電機、排水ポンプ 等
－器具備品（30万円以上） ：制震・免震ラック、衛星電話、データパックアップシステム 等
－建物附属設備（60万円以上）：止水板、防火シャッター、排煙設備 等



＜ホームページ＞
事業継続力強化計画による支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm 
（中小企業庁ＨＰ → 経営サポート → 経営安定支援・BCP→ 事業継続力強化計画）

＜問い合わせ先＞
中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室 電話：０３ｰ３５０１ｰ０４５９
近畿経済産業局 産業部 中小企業課 電話：０６ー６９６６ー６０２３

19

～ご清聴ありがとうございました～
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