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１．災害対策に関する法制度



類型 予防 応急 復旧・復興

災害全般

地震
津波

火山

風水害

地すべり
崖崩れ
土石流

豪雪

災害対策基本法

主な災害対策関係法律の類型別整理表

大規模地震対策特別措置法

津波対策の推進に関する法律

・地震財特法
・地震防災対策特別措置法
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する
特別措置法

・首都直下地震対策特別措置法
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災
対策の推進に関する特別措置法

・建築物の耐震改修の促進に関する法律
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
・津波防災地域づくりに関する法律

活動火山対策特別措置法

河川法

・砂防法
・森林法
・地すべり等防止法
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律

豪雪地帯対策特別措置法

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

・災害救助法
・消防法
・警察法
・自衛隊法

水防法

＜全般的な復興に関する法律＞
・大規模災害からの復興に関する法律
＜全般的な救済援助措置＞
・激甚災害法
＜被災者への救済援助措置＞
・中小企業信用保険法
・天災融資法
・災害弔慰金の支給等に関する法律
・雇用保険法
・被災者生活再建支援法
・株式会社日本政策金融公庫法
＜災害廃棄物の処理＞
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
＜災害復旧事業＞
・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の
暫定措置に関する法律

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
・公立学校施設災害復旧費国庫負担法
・被災市街地復興特別措置法
・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
＜保険共済制度＞
・地震保険に関する法律
・農業災害補償法
・森林保険法
＜災害税制関係＞
・災害被害者に関する租税の免除、徴収猶予等に
関する法律

＜その他＞
・特定非常災害法
・防災のための集団移転促進事業に係る国の
財政上の特別措置等に関する法律

・借地借家特別措置法

出典：内閣府資料を基に作成

• 災害対策基本法を一般法とし、災害の種別、予防・応急・復旧・復興といったフェーズごとに法制
度が整備されている。
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災害対策基本法について
• 災害対策基本法は、伊勢湾台風（昭和34年）を契機として、昭和36年に制定された。

伊勢湾台風の特徴と教訓
◆災害の特徴
台風の速度、コース等の自然的条件も最悪であったが、都市の開発に際しての防災上の配慮の欠如、
水防体制の未整備、不適切な警報の伝達指示など人災的側面もあり、多数の人的・物的被害が発生。

◆被害の概要
死者：4,697人 行方不明者：401人 物的損害：7,000億円超

災害対策基本法の制定
 国、地方公共団体、公共機関等の統一的かつ計画的な防災体制の整備を図るため、災害対策の最も
基本となる法律を初めて制定

 法に基づく中央防災会議の設置、防災に関する総合的かつ長期的な計画である防災基本計画の作成

大規模災害時対応の体制未整備、防災に関する統一的な制度の不在
政府における大規模災害時対応に係る体制が未整備であり、また、災害関係の法律は一本化してお

らず、事務も各省行政もバラバラに組み入れられており、責任の所在も不明確で、総合的有機的な制
度としては動かない状態
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災害対策基本法の概要

• 災害対策基本法は災害対策の一般法。平時における防災計画の作成や各種災害予防策から応急対
策、復旧・復興に至るまでの総合的な措置について規定している。

1．防災に関する理念・責務の明確化
 災害対策の基本理念 ―「減災」の考え方等、災害対策の基本理念の明確化
 国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 ―防災に関する計画の作成・実施、相互協力等
 住民等の責務 ―自らの災害への備え、生活必需品の備蓄、自発的な防災活動への参加等

2．防災に関する組織―総合的防災行政の整備・推進
 国：中央防災会議、非常（緊急）災害対策本部
 都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

3．防災計画―計画的防災対策の整備・推進
 中央防災会議：防災基本計画
 指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画
 都道府県・市町村：地域防災計画 ●市町村の居住者等：地区防災計画

4．災害対策の推進
 災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定
 市町村長による一義的な災害応急対策（避難指示等）の実施、大規模災害時における都道府県・指定行政機関による応急措置の代行

5．被災者保護対策
 要支援者名簿の事前作成 ●広域避難、物資輸送の枠組みの法定化 ●災害時における避難所、避難施設に係る基準の明確化
 罹災証明書、被災者台帳の作成を通した被災者支援策の拡充

6．財政金融措置
 法の実施に係る費用は実施責任者負担 ●激甚な災害に関する、国による財政上の措置

7．災害緊急事態
 災害緊急事態の布告⇒政府の方針（対処基本方針）の閣議決定
 緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受け入れに係る緊急指令の制定、特定非常災害法の自動発動）
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災害対策基本法における「災害」の定義
【災害の定義】
○災害対策基本法（昭和36年法律第223号）（抄）
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

— 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は
大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

○災害対策基本法施行令（昭和37年政令第288号）（抄）
（政令で定める原因）
第一条 災害対策基本法 （以下「法」という。）第二条第一号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の
遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。

○災害対策基本法（昭和36年法律第223号）（抄）
第二条の二 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。

— 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、
災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。

二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、
住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同
じ。）その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

三 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた
教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。

四 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、
これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。

五 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の
事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。

六 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。

【基本理念】
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災害対策基本法における市町村の責務と権限
• 市町村（都の区も含まれる）は、基礎的な地方公共団体として防災に関する対策を実施する責

務を有し、災害応急対策及び応急措置を実施する義務を負っている。これらの責務・義務を果
たすため、市町村長には、様々な権限が与えられている。

〇防災に関する計画の作成と実施（第5条）：当該
市町村の地域・住民の生命、身体、財産を災害
から保護するため、当該市町村の地域に係る防
災に関する計画を作成、実施する責務を有する。

〇災害応急対策の実施（第50条）：災害応急対策
に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、
災害応急対策を実施しなければならないとされ
ている。

〇応急措置の実施（第62条）：災害が発生し、又
は、まさに発生しようとしているときは、消防、
水防、救助その他災害の発生を防御し、又は災
害の拡大を防止するために必要な応急措置をす
みやかに実施しなければならないとされている。

○事前措置の指示（第59条）：災害を拡大させるおそれ
がある物件等の所有者等に対し、物件等の除去等を指
示できる。

○避難の指示等（第60条） ：災害が発生し、又は発生
するおそれがある場合、必要と認める地域の居住者等
に対し、避難のための立退きを勧告し、又は指示する
ことができる。

○警戒区域の設定（第63条） ：警戒区域を設定し、災
害応急対策に従事する者以外の者に対し、当該区域へ
の立入を制限し、禁止し、又は退去を命ずることがで
きる。

○物的応急公用負担（第64条）：他人の土地、建物等の
一時使用、土石・竹木その他の物件の使用・収用がで
きる。また、現場の災害を受けた工作物又は物件で応
急措置の実施の支障となるものの除去等ができる。

○人的応急公用負担（第65条）：住民又は現場にある者
を応急措置の業務に従事させることができる。

主な責務・義務 権限の例
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災害対策基本法における都道府県の責務と権限

• 都道府県は、広域的な地方公共団体として自ら防災に関する対策を実施 するのみならず、市町
村の事務又は業務の実施を助け、かつその総合調整を行う責務を有している。

〇防災に関する計画の作成と実施（第4条）：当
該都道府県の地域・住民の生命、身体、財産
を災害から保護するため、当該都道府県の地
域に係る防災に関する計画を作成、実施する
責務を有する。

〇総合調整（第４条）：区域内の市町村、指定
防災に関する事務又は業務の実施を助け、か
つ、その 総合調整を行う責務を有する。

〇応急措置（第70条）：災害が発生し、又はま
さに発生しようとしているときは、 法令又は
地域防災計画 の定めるところにより、その所
掌事務に係る応急措置をすみやかに実施しな
ければならないとされている。

○従事命令（第71条）：医療従事者等への従事命令、住
民等への協力命令、物資の販売等を業とする者への保
管命令、病院等の管理、物資等の使用・収用ができる。

〇市町村長への指示（第72条）：市町村長に対し、応急
措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村
を応援すべきこと を指示することができる。また、災
害応急対策について、市町村長に対し実施を求め、又
は他 の市町村長を応援することを求めることができる。

主な責務・義務 権限の例
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災害対策基本法における防災計画

• 防災基本計画は、災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する計画で、防災業務 計画や
地域防災計画の基本となるもの。

防 災 業 務 計画

地 域 防 災 計画

指定行政機関 ： 中央省庁
指定公共機関 ：独立行政法人、日本銀行、
日本赤十字社、日本放送協会、通信会社、電力
会社、ガス会社、道路会社、鉄道会社 など

都道府県防災会議（会長：知事）
市町村防災会議（会長：市町村長）

【計画に定める事項】
 防災に関する総合的かつ長期的な計画
 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項
 上記のほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項
で、中央防災会議が必要と認めるもの

【計画に定める事項】
 所掌事務について、防災に関しとるべき措置
 上記のほか、所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事項
（指定行政機関の防災業務計画）

【計画に定める事項】
指定地方行政機関、都道府県及び市町村、指定公共機関、指定地方公共機 関
及び区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき 事務又
は業務の大綱 （※都道府県の場合）
地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓 練
その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の 発令及
び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災
害復旧に関する事項別の計画
地域に係る上記の措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備
蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

防 災 基 本 計画

地 区 防 災 計画

各種防災計画の基本 中央防災会議（会
長：内閣総理大臣）
※内閣総理大臣をはじめ全閣僚、指定公
共機関の代表者、学識経験者により構成
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罹災証明書

• 罹災証明書とは、災害により被災した住家等の被害の程度を市町村が証明するもの。

• 罹災証明書は、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与や、被災者生活再建支援金の支給等の各
種被災者支援策の適用判断に用いられる。

＜罹災証明書の交付の流れ＞

被
災
者
か
ら
市
町
村
へ
申
請

被
害
認
定
調
査
（
市
町
村
）

市
町
村
か
ら
被
災
者
へ
罹
災
証
明
書
交
付

＜災害対策基本法の規定＞
○災害対策基本法（昭和36年法律第223号）（抄）
第九十条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災
害が発生した場合において、当該災害の被災者から申
請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該
市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災
害による被害の程度を証明する書面（次項において
「罹災証明書」という。）を交付しなければならない。

２ 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付
に必要な業務の実施体制の確保を図るため、前項の規
定による調査について専門的な知識及び経験を有する
職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間
の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。
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災害救助法について

• 災害救助法は、発災後の応急期における応急救助に対応する法律。

• 被災者の救助や保護等について定めている。

＜災害救助法の位置づけ＞

災害対策基本法

災害救助法 被災者生活再建支援法
災害弔慰金法 等

予 防 応急救助 復旧・復興

災害
発生

中小企業強靱化法
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災害救助法の概要

• 災害救助法は、都道府県知事が市町村ごとの区域を定めて適用することとされており、住家の
滅失数等の一定の適用基準がある。

• 法に基づく救助は、都道府県知事が、 現に救助を必要とする者に行う。

○ 避難所の設置
○ 応急仮設住宅の供与
○ 炊き出しその他による食品の給与
○ 飲料水の供給
○ 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与
○ 医療・助産
○ 被災者の救出
○ 住宅の応急修理
○ 学用品の給与
○ 埋葬
○ 死体の捜索・処理
○ 障害物の除去

【平等の原則】
現に救助を要する被災者に対しては、事情の如何を問わず、また
経済的な要件を問わずに、等しく救助の手を差しのべなければな
らない。

【必要即応の原則】
応急救助は被災者への見舞制度ではないので、画一的、機械的な救
助を行うのではなく、個々の被災者ごとに、どのような救助がどの
程度必要なのかを判断して救助を行い、必要を超えて救助を行う必
要はない。

【現物給付の原則】
災害時は物資が欠乏し、調達も困難となり、金銭がほとんど用をな
さない場合も多いことから、法による救助は現物をもって行うこと
を原則としている。

【現在地救助の原則】
発災後の緊急時に円滑かつ迅速に救助を行う必要があることから、
被災者の現在地において実施することを原則としている。

【職権救助の原則】
応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県知
事がその職権によって救助を実施する。

救助の種類 法の基本原則
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災害救助法が適用された地域に講じられる中小企業支援施策

• 経済産業省では、同法が適用された地域に対し、以下の中小企業支援を実施。

日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要
貸付限度額 ・中小企業事業：別枠で1億5,000万円

・国民生活事業：各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円

③セーフティネット保証4号の適用

②災害復旧貸付の実施

・保証割合：100%保証
・保証限度額：一般保証とは別枠で2億8,000万円を融資（普通保証2億円、無担保保証8,000万円）

④既往債務の返済条件緩和等への柔軟な対応の要請

⑤小規模企業共済災害時貸付の適用
・貸付限度額：原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割～9割を乗じて得た額と1,000万円のいずれか少ない額）
・貸付期間：貸付金額500万円以下は36ヵ月 、505万円以上は60ヵ月

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保
徴求の弾力化などに柔軟に対応するよう要請。

※①・②・④は、災害救助法の適用を受けた市町村がある都道府県が対象。③・⑤は、災害救助法の適用を受けた市町村が対象。

①特別相談窓口の設置
・日本政策金融公庫
・商工組合中央金庫
・信用保証協会

・商工会議所
・商工会連合会
・中小企業団体中央会
・よろず支援拠点

・全国商店街振興組合連合会
・中小企業基盤整備機構
・各経済産業局 等
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激甚災害制度について
• 激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に

必要と認められる災害が発生した場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関
する法律」に基づき、当該災害を激甚災害として指定とするとともに、災害復旧事業等にかか
る措置を指定するもの。

国庫補助率の嵩上げ措置が講じられる
（１～２割程度）

激甚災害の指定 激甚災害の指定

中小企業信用保険法の特例
（災害関係保証）等の措置

災害復旧国庫補助事業

災害の発生

農地等の被害公共土木施設等の被害
（例）河川、海岸、砂防
設備、道路、港湾、漁港、
下水道、公園 等

（例）農地、農業用施設、林道、
農林水産業共同利用施設 等

資金繰りの
円滑化支援

概ね６割～８割程度 ２分の１～３分の２ ８割程度
(共同利用施設は概ね２割)

激甚災害の指定

中小企業者等の被害

公共土木施設災害復旧
事業費国庫負担法 等 公立学校施設国庫負担法 等

農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助の

暫定措置に関する法律 等

（例）公立学校、公営住
宅、生活保護施設、
児童福祉施設 等

第１章 総則
第２章 公共土木施設災害復旧事

業等に関する特別の財政
援助

第３章 農林水産業に関する特別
助成

第４章 中小企業に関する特別の
助成

第５章 その他の特別の財政援助
及び助成

＜中小企業に関する特別の助成＞
○中小企業信用保険法による災害
関係保証 の特例（第12条）

⇒信用保証協会が行う災害関係保
証について、 一般の付保限度額と
同額を別枠（普通保証２億円、無担
保保証８千万円等）を別枠で保証す
る災害関係保証の実施等

○事業協同組合等の施設の災害復
旧事業に対する補助（第14条）
⇒被害を受けた事業協同組合等の
共同施設について、その復旧事業

経費を都道府県が３／４補助する場
合、国はその経費の２／３を補助。
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中小企業強靭化法の成立と対象とする災害
• 自然災害の頻発化、経営者の高齢化によって、多くの中小企業において事業活動の継続が危ぶまれている中、
中小企業の事業活動継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業継承を促進する
ために、中小企業強靱化法が成立した。

• 中小企業強靱化法では、事業活動の継続を危ぶむリスクとして主に「自然災害」を対象としている。

第四章 中小企業の事業継続力強化 第一節 事業継続力強化
（事業継続力強化計画作成指針）
第四十九条 経済産業大臣は、事業継続力強化計画（次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。）及び連携事業継続力強化計画（第五十二条第一項に規定する連
携事業継続力強化計画をいう。）の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針（以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。）を定めるものとする。
２ 経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
３ 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
４ 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
（事業継続力強化計画の認定）
第五十条 中小企業者は、事業継続力強化に関する計画（以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。）を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済 産業大
臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
２ 事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業継続力強化の目標
二 事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項

イ 自然災害等が発生した場合における対応手順
□ 事業継続力強化設備等（事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第五十二条第二項第三号ロにおいて同じ。）の種類 ハ 損害保険
契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
ニ 事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の（以下この号において「協力者」とい う。）があ
る場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ホ 必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関
する事項
ト その他経済産業省令で定める事項 三 事業継続力強化の実施時期
四 事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
３ 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
— 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。

中小企業強靭化法（中小企業等経営強化法の一部改正）抜粋
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事業継続力強化計画認定制度の概要（中小企業等経営強化法）

【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

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

認定を受けた企業に対する支援策
 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

 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）

• 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。

 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。
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●事業継続力強化支援計画のスキーム

④支援

事業継続力強化支援計画

＜計画記載事項＞ 目標
内容及び実施期間 実施体制
助言を行う経営指導員の氏名
必要な資金の額及びその調達方法

②申請

③認定

①計画策定
商工会・商工会議所／市町村

（共同策定）

【支援措置】
・中小企業信用保険法の特例
・中小機構の情報提供

【計画に盛り込む内容】
ⅰ）管内の事業者への災害対策の普及啓発や
実施支援
ⅱ）災害発生時の対応（被害情報収集等）
ⅲ）商工会・商工会議所のBCP策定

事業継続力強化支援計画制度の概要（小規模事業者支援法）
• 商工会・商工会議所が、地域の防災を担う市町村と連携し、 事業継続力強化のための支援を行

う計画を策定し、都道府県知事が認定するもの。

都道府県知事 小規模事業者
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２．企業経営から見た災害リスク
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企業経営における災害リスクとは
• 企業経営における災害リスクは経営資源への影響の観点から以下のとおり整理できる。

経営資源 影響（例）
ヒト • 従業員が自然災害の直接的・間接的影響で死傷する。

• スキルや決裁権限を有している社員が出社できない。
• 自宅が倒壊し、当面出社できない。

建物 • 建物が著しく損傷し、立ち入れない。このため、事業活動を継続できない。
• 復旧のために多額の費用を要する。
• 休業損害が生じる。

設備 • 設備が損傷し、事業活動を継続できない。
• 損傷した設備と同じ型の設備の生産が終了しており、再調達できない。
• 復旧のために多額の費用を要する。
• 休業損害が生じる。

ライフライン • 電気、水、ガスなどの供給が停止し、事業活動を継続できない。
• ライフラインの途絶により、冷蔵保管品等を廃棄せざるを得なくなる。

システム • サーバーが損壊することでデータが滅失し、受注状況などが把握できなくなる。
• ネットワークの途絶により、システムが利用できなくなることで、業務効率が著しく低下する。

サプライヤー • 物流が寸断することで、サプライヤーから原料等が調達されない。
• 自社は被災しなかったが、サプライヤーが被災し、原料等が調達されない。その結果、自社の
業務が停止する。
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地震災害による企業の被災事例（平成28年熊本地震）
• M6.5以上の活断層型地震の後にさらに大きな地震が発生する初めてのケース
• 一連の地震活動において震度7が2回観測されるのも初めて。

●熊本地震の震度分布
出典：気象庁資料

4月14日 21:26
M6.5（前震）

2日後
（約28時間後）

4月16日 1:25
M7.3（本震）

●熊本地震の主な被害状況
出典：内閣府資料より作成

項目 状況 備考

人的被害
死者：44名、
負傷者：1114名
（重傷：216名、軽傷：898名） 消防庁

（4/19 6:45時点）住家被害 全壊：952棟、半壊：1279棟、 一部破
損：1092棟

火災 14件

道路

被災による通行止めが高速道路で4区間、
直轄国道で2区間
（その他補助国道、都道府県・政令市道
などで通行止めあり）

国土交通省
（4/19 4:00時点）

電力
九州電力管内の停電戸数が約13,100戸
（その他中国電力、四国電力の管内で 停
電あり）

経済産業省
（4/19 6:00時点）

一般ガス 西部ガス管内の停止戸数が105,000戸 経済産業省
（4/19 6:00時点）

水道 熊本県、大分県、宮崎県で157,634戸 が
断水

厚生労働省
（4/18 12:00時点）

通信関係 固定電話がNTT西日本300回線不通
（携帯電話、PHSの停波基地局あり）

総務省
（4/19 6:00時点）
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地震災害による企業の被災事例（平成28年熊本地震）
• 鉄骨造建物では、強い揺れによる柱の座屈、溶接部の破断、ブレースの座屈や破断といった被害が
見られた。

鉄骨造２階建店舗（1986年建築） 鉄骨柱の局部座屈

鉄骨造平屋建店舗（1992-97年建築）梁端溶接部の破断

鉄骨造４階建駐車場（建築年不明） ブレースの座屈

鉄骨造体育館（1996年建築）トラス梁変形
出典： 国立研究開発法人建築研究所 「平成28年熊本地震建築物被害調査報告（速報）」
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地震災害による企業の被災事例（平成28年熊本地震）
• 地震後の被害確認に時間を要し、復旧への対応が大きく出遅れてしまった企業が見られた。

熊本地震における被災企業の被害確認状況
»被害確認の着手に時間がかかる

- 事業所が丸一日以上稼働停止した多くの企業において、「人命安全」の観点から建物
の立ち入り制限が実施されており、この間は被害状況の確認ができなかった。

- 断続的な余震により建物の立ち入り制限を解除できず、被害の確認の着手に時間を要
した（10日以上かかった企業もある）。

»被害確認に時間がかかる
- 一部の企業では専門家による建物の点検を数日かけて実施した。
- 一部の企業では大きな余震が起こる度に被害確認をやり直したため、全体の把握に時
間がかかった。

- 病床数500床以上の大きな病院において、旧耐震基準の病棟は発災直後に使用停止
と判断したが、新耐震基準の病棟の継続使用の判断に半月程度の時間を要した事例
があった。
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気象災害による企業の被災事例（平成30年7月豪雨）
• 2018年6月28日から7月8日までの総降水量が四国地方で１８００ミリ、東海地方で１２００ミリ
を超えるところがあるなど、７月の月降水量平年値の２～４倍となる大雨となったところがあった。

• 九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方の 多くの観測地点で２４、４８、７２時間降水
量の値が観測史上第１位となるなど、広い範囲における長時間の記録的な大雨となった。

• 岐阜県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 の
１府１０県に特別警報を発表し、最大限の警戒を呼びかけた。

出典：国土地理院「平成30年7月豪雨に関する情報＿浸水推定段彩図」
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気象災害による企業の被災事例（平成30年7月豪雨）
• 平成30年7月豪雨では、直接被害を受けた工場のほか、部品工場の被災や主要道路の通行止めによ
り、サプライチェーンが寸断され、多くの工場で操業停止が発生した。

業種等 被害状況
自動車メーカー 操業再開（一時本社工場などの２工場で操業停止）

復旧・復興を優先するため交通網等への負荷に配慮し減産体制とした結果、営業利益
で約280億円の損失見通し

自動車メーカー 操業の可否は日毎に判断
（一時京都工場や滋賀工場などで操業停止）

スーパーマーケット 大手2店舗で営業停止中
コンビニエンスストア 大手5社の6店舗で営業停止中
飲料メーカー 浸水被害により操業停止中
食品メーカー 委託先が浸水被害を受け操業停止中のため、一部製品の製造・販売を休止中
運送業 4県の一部で荷受け停止

（一時最大14府県で荷受け停止）

＜発災から１ヶ月後の主な営業停止等の状況＞

内閣府資料（「平成30年7月豪雨による被害状況等について」）を弊社にて加工
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（参考）水害の種類
• 河川氾濫と内水氾濫のイメージは以下のとおり。
• 内水氾濫は豪雨等により、公共の水域へ一時的に排水できない状態となること。「都市型水害」と
も言われており、都市部で発生しやすい。

- 内水氾濫のイメージ -

出所:愛知県扶桑町水害対応ガイドブック

- 河川氾濫のイメージ -

河川の越水・破堤が原因

堤内地に降った雨水が原因
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３．事前対策の重要性
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事前対策：効果と重要性
• 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（後述）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」
(n=5011)

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：企業における現状（１）
• 事前対策の実施状況を見ると、大企業に比べて、中小企業は必ずしも十分ではない。
• たとえば、BCPの策定状況も、従業員規模が小さくなるほど進んでいない。
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事前対策：企業における現状（2）
• 一方、BCPの形は取らずとも、災害に備えて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
従業員数：
130名

・「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。

研磨加工業
従業員数：
60名

・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。

初動対応手順の設定

機械製造業
従業員数：
12名

・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。

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

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

目的の設定 情報のバックアップ 協力体制の構築

29



４．事前対策の支援

30



中小企業における事前対策：現状と取組の方向性
• 「中小企業強靱化法」をきっかけとして、中小企業の事業継続取組を強化していく。

（１）中小企業の事前対策の現状
 取組が進まない背景として、数ある経営課題の中で優先順位が低く、ハ

ザードマップの確認等のリスク把握も十分ではないことが挙げられる。
 また、事前対策を進めるための人材やノウハウ等が不足している。

（２）取組のターゲット
 地域の経済・雇用を支える中核的な者やサプライチェーンに関わる者が

想定される。また、取引先や商工団体等、中小企業を取り巻く関係者と
のつながりが取組のきっかけとなることが多いため、これらの関係者の
協力を 得て、その他の中小企業等も取り組めるよう推進することが望ま
れる。

（３）取組のポイント
 中小企業が事前対策に取り組むきっかけとするため、自社における自然

災害のリスクを認識し、事業継続に必要な要素である初動対応や人・モ
ノ・金・情報の検討、実効性確保に必要な訓練・教育にフォーカス。

 事業者が事前対策に取り組む趣旨を理解し、継続した取組を図っていく
こ とを促す。 31



中小企業における災害対策への意識（1）
• 「災害対策」は、当面の経営課題として重視されていない傾向がある（2018年度調査結果）。
• また、ハザードマップについても、多くの企業が認知していない状況である。
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中小企業における災害対策への意識（2）
• 事前対策の前提となる、リスクや対策の必要性の認識は、重要な課題である。
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中小企業に求められる対応：期待される取組
• 中小企業には、「形だけ」にとらわれるのではなく、実効性のある防災・減災対策を期待。
• 「何のために対策を行うのか」を考え、自社の事業内容を踏まえた対策を行うことが必要。

（１）目的 （２）リスク認識・被害想定 （３）推進体制構築

（４）事前対策 （５）実効性確保

対策に取り組む目的や基本方針
を定め、社内で共有
①従業員・家族の安全確保
②顧客への供給責任
③従業員の雇用維持

ハザードマップの活用等により、
自社・取引先等の影響を把握
①リスク認識

-地震・津波、風水害、火災 等
②被害想定

-地震・水害等発生時の被害

責任者を設置するとともに、全
社的な社内体制を構築
①経営トップのコミットメント
②責任者の明確化
③災害時の社内体制の構築

①初動対応

⑤リスクファイナンス

対策の定期的な訓練と見直しに
より実効性を確保
①定期的な訓練

-社員に対する教育・研修
-実地又は机上訓練

②見直し
-定期的な見直し
-予算策定や組織変更時
-関連法令の見直し

代替要員確保避難方法・安否確認
あらかじめ手順策定

損害保険等により必
要費用を確保

耐震化や床固定
浸水対策 等

②人員確保 ③設備等対策

④情報保全

データバックアップ

⑥協力体制

他社等との代替生産
に係る事前取り決め
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具体的な取り組みのポイント：全体像

• 取り組みの全体像は以下のとおり。

Step1 災害リスクの確認・認識
（リスクの認知／影響の評価）

Step2 初動対応の検討
（発災時の対応手順の整備）

Step3 ヒト、モノ、カネ、情報への対応
（事前対策の実施）

Step4 平常時の推進体制

赤枠の内容について解説

35



具体的な取り組みのポイント：① リスクの認知（1）
• 企業において、自然災害に対する対策を検討するうえで、まずはどのようなリスクにさらされてい
るのかを把握すること（＝リスクの認知）から始める。

• 具体的にはハザードマップを調べる。

（例：水害の場合）

①インターネット検索サイトで「千代
田区 洪水ハザードマップ」と入力・
検索

②検索結果の上位から、千代田区の
ホームページと判断できるサイトを選
択する。
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具体的な取り組みのポイント：①リスクの認知（2）
• 企業において、自然災害に対する対策を検討するうえで、まずはどのようなリスクにさらされてい
るのかを把握すること（＝リスクの認知）から始める。

• 具体的にはハザードマップを調べる。

本社所在地

（例：水害の場合）

③ ②で選択したサイトの中に掲載
されている洪水のハザードマッ
プを表示し、本 社の立地するエ
リアが浸水 想定区域に該当する
か否か を確認します。

*調査の結果、浸水想定区域に該当
していないこと が確認できた。
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具体的な取り組みのポイント：① リスクの認知（3）
• 以下のサイトからハザードマップを調べることが可能

災害 調査項目 発行元 コンテンツ URL 備考

地震

主要地震を調べる
（規模・発生確率）

地震本部（政府地震調査
研究推進本部） 長期評価

http://www.jishin.go.jp/ev
aluation/long_term_evalua
tion/lte_summary/

内閣府HP ― http://www.bousai.go.jp/

防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザー
ドステーション

http://www.j-
shis.bosai.go.jp/map/

アプリあり
住所情報の活用

震度分布を調べる
（海溝型地震） 国土交通省 わがまちハザード

マップ
https://disaportal.gsi.go.jp
/hazardmap/

震度分布を調べる
（活断層型）

同上 同上 同上

防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザー
ドステーション

http://www.j-
shis.bosai.go.jp/map/

アプリあり
住所情報の活用

津波浸水深を調べる

国土交通省 重ねるハザード マッ
プ

https://disaportal.gsi.go.jp
/maps/?ll=38.479395,135. 
703125&z=3&base=pale& 
vs=c1j0l0u0

住所情報の活用

同上 わがまちハザード
マップ

https://disaportal.gsi.go.jp
/hazardmap/

国土地理院 2万5千分の1 浸水
範囲概況図

http://www.gsi.go.jp/kikak 
u/kikaku40014.html

東日本大震災の津
波浸水範囲
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具体的な取り組みのポイント：① リスクの認知（4）
• ハザードマップの読み方を記載

災害 調査項目 発行元 コンテンツ URL 備考

水災

主要河川を調べる
（浸水想定区域等）

愛知県河川課 洪水浸水想定区域図 https://www.pref.aichi.jp/soshi 
ki/kasen/shinsuisoutei.html

国土交通省 川の防災情報

http://www.river.go.jp/kawabo 
u/ipKozuiMap.do?areaCd=82& 
gamenId=01-
0401&fldCtlParty=no

スマホ版は
位置情報活
用

想定浸水深を調べる

同上 同上 同上 同上

同上 重ねるハザードマッ
プ

https://disaportal.gsi.go.jp/ma 
ps/?ll=38.479395,135.703125
&z=3&base=pale&vs=c1j0l0u0

住所情報の
活用

同上 わがまちハザード
マップ

https://disaportal.gsi.go.jp/ha
zardmap/

火山 火山の危険エリア等 を
調べる 国土交通省 わがまちハザード

マップ
https://disaportal.gsi.go.jp/ha 
zardmap/

土砂 災
害

土砂災害の危険エリ ア
を調べる

愛知県建設局砂防課 土砂災害情報マップ http://sabomaps.pref.aichi.jp/ 
portal/showmap.php

同上 重ねるハザードマッ
プ

https://disaportal.gsi.go.jp/ma 
ps/?ll=38.479395,135.703125
&z=3&base=pale&vs=c1j0l0u0

住所情報の
活用

同上 わがまちハザード
マップ

https://disaportal.gsi.go.jp/ha 
zardmap/

39

http://www.pref.aichi.jp/soshi
http://www.pref.aichi.jp/soshi
http://www.river.go.jp/kawabou/ipKozuiMap.do?areaCd=82&amp;gamenId=01-0401&amp;fldCtlParty=no
http://www.river.go.jp/kawabou/ipKozuiMap.do?areaCd=82&amp;gamenId=01-0401&amp;fldCtlParty=no
http://www.river.go.jp/kawabou/ipKozuiMap.do?areaCd=82&amp;gamenId=01-0401&amp;fldCtlParty=no
http://www.river.go.jp/kawabou/ipKozuiMap.do?areaCd=82&amp;gamenId=01-0401&amp;fldCtlParty=no
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&amp;z=3&amp;base=pale&amp;vs=c1j0l0u0
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&amp;z=3&amp;base=pale&amp;vs=c1j0l0u0
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&amp;z=3&amp;base=pale&amp;vs=c1j0l0u0
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/
http://sabomaps.pref.aichi.jp/
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&amp;z=3&amp;base=pale&amp;vs=c1j0l0u0
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&amp;z=3&amp;base=pale&amp;vs=c1j0l0u0
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&amp;z=3&amp;base=pale&amp;vs=c1j0l0u0
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/


具体的な取り組みのポイント：② リスクを踏まえた影響の評価（1）
• 想定するリスクの公表情報・過去事例等から、まず自社周辺の「リスク」について知る

公表資料例
地震概要 震源は東京湾北部、M7.3、最大震度は 6

強。震度6弱以上の地域は東京湾沿岸 中
心。千葉県の震度は5弱程度。

建物被害 23～85万棟
地震火災 首都圏南西部中心に1000～2000件同

時発生
停電 86～160万軒 （6.1％）95％復旧には

6日程度

通信（不通
回線）

21～110万回線（4.8％）95％復旧には
14日程度

鉄道 橋梁・高架橋の落橋・倒壊の大被害は30 カ
所程度
当面1週間は全面不通。全面復旧までに
2か月～6か月

上下水道(断
水人口)

・700～1100万人（25.7％95％復旧に
は30-42日程度）

自社の被害想定

本社 A建物 B建物 システム拠点

建物 被害は軽微 被害は軽微 甚大な被害 被害は軽微

の可能性あ り

システム 停電で端末 停電で端末 停電で端末 被害警備。
シ 使用不可 使用不可 使用不可 ステム機能維
持

電気 3日間停電。 3日間停電。 3日間停電。 3日間停電。
非常電源10 非常電源無 非常電源無 非常電源3日 時間

間

上下水 飲料水2日 飲料水1日 飲料水2日 飲料水2日
分
分確保 分確保 分確保 確保

トイレ3日使 トイレ2日使 トイレ3日使 トイレ3日使 用可能
用可能 用可能 用可能
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具体的な取り組みのポイント：② リスクを踏まえた影響の評価（2）
• STEP１で想定した災害が起きると自社はどうなるか。ファシリティ評価を行い、「自社の被害想
定」をまとめる。同時に課題も把握しておく。

地震公表資料例

地震概要 震源は東京湾北部、M7.3、最大震度は 6強。
震度6弱以上の地域は東京湾沿岸 中心。千葉県の震度
は5弱程度。

建物被害 23～85万棟

地震火災 首都圏南西部中心に1000～2000件同
時発生

停電 86～160万軒 （6.1％）95％復旧には
6日程度

通信（不通 21～110万回線（4.8％）95％復旧には 回
線） 14日程度

鉄道 橋梁・高架橋の落橋・倒壊の大被害は30 
カ所程度

当面1週間は全面不通。全面復旧までに
2か月～6か月

上下水道(断・700～1100万人（25.7％95％復旧に 水
人口) は30-42日程度）

自社の被害想定

本社 A建物 B建物 システム拠点

建物 被害は軽微 被害は軽微 甚大な被害
の可能性あ り

被害は軽微

システム 停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

被害警備。シ
ステム機能維
持

電気 3日間停電。
非常電源10
時間

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源3日
間

上下水 飲料水2日分
確保
トイレ3日使
用可能

飲料水1日分
確保
トイレ2日使
用可能

飲料水2日分
確保
トイレ3日使
用可能

飲料水2日分
確保
トイレ3日使 用
可能
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具体的な取り組みのポイント：② リスクを踏まえた影響の評価（3）
• ハザードマップの内容を踏まえた影響の評価方法（①人員に対する被害）は以下のとおり。

（例）
• 社員がけがをしないか。
• 社員が出社できない状況にならないか。
• 「決裁権限を有する」などキーマンが出
社できなくなる状況にならないか。

自社の被害想定

本社 A建物 B建物 システム拠点

建物 被害は軽微 被害は軽微 甚大な被害
の可能性あ り

被害は軽微

システム 停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

被害警備。シ
ステム機能維
持

電気 3日間停電。
非常電源10
時間

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源3日
間

上下水 飲料水2日分
確保
トイレ3日使
用可能

飲料水1日分
確保
トイレ2日使
用可能

飲料水2日
分確保
トイレ3日使
用可能

飲料水2日分
確保
トイレ3日使
用可能

自社の被害想定を踏まえ、
「ヒト」の観点でどのような
影響が考えられるかを検討
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具体的な取り組みのポイント：② リスクを踏まえた影響の評価（4）
• ハザードマップの内容を踏まえた影響の評価方法（②建物・設備に対する被害）は以下のとおり。

（例）
• 地震の揺れで建物が使用不能になる可能
性がないか。

• 浸水により、設備が損壊する可能性がな
いか。

• 地震の揺れで設備が転倒し、使用不能に
なる可能性がないか。

• 地震の揺れで設備が移動し、設備業者に
依頼して据え付け直ししてもらう必要が
生じる可能性がないか。

• 電気、水、ガスなどの供給が停止するこ
とで、設備が動かせなくなる可能性がな
いか。

自社の被害想定

本社 A建物 B建物 システム拠点

建物 被害は軽微 被害は軽微 甚大な被害
の可能性あ り

被害は軽微

システム 停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

被害警備。シ
ステム機能維
持

電気 3日間停電。
非常電源10
時間

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源3日
間

上下水 飲料水2日分
確保
トイレ3日使
用可能

飲料水1日分
確保
トイレ2日使
用可能

飲料水2日
分確保
トイレ3日使
用可能

飲料水2日分
確保
トイレ3日使 用
可能

自社の被害想定を踏まえ、
「建物・設備」の観点で
どのような影響が考えら
れるかを検討
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具体的な取り組みのポイント：② リスクを踏まえた影響の評価（5）
• ハザードマップの内容を踏まえた影響の評価方法（③情報に対する被害）は以下のとおり。

（例）
• 通信網の途絶により外部サーバーが利 用で
きなくなる可能性がないか。

• 社内サーバーが損傷し、各種システム を使
用できなくなる可能性がないか。

• データのバックアップを取得しておらず、復
旧できない可能性がないか。

• オリジナルデータとバックアップデータが同
じ場所（例：社内のサーバー室）に保管され
ており、同時に滅失する可能性がないか。

自社の被害想定

本社 A建物 B建物 システム拠点

建物 被害は軽微 被害は軽微 甚大な被害
の可能性あ り

被害は軽微

システム 停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

被害警備。シ
ステム機能維
持

電気 3日間停電。
非常電源10
時間

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源3日
間

上下水 飲料水2日分
確保
トイレ3日使
用可能

飲料水1日分
確保
トイレ2日使
用可能

飲料水2日
分確保
トイレ3日使
用可能

飲料水2日分
確保
トイレ3日使 用
可能

自社の被害想定を踏まえ、
「情報」の観点でどのよ
うな影響が考えられるか
を検討
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具体的な取り組みのポイント：② リスクを踏まえた影響の評価（6）
• ハザードマップの内容を踏まえた影響の評価方法（④その他の被害）は以下のとおり。

（例）
• 道路、鉄道などがマヒし、物資が手に
入らない可能性がないか。

• 取引先も被災し、発注がなくなる可能
性がないか。

自社の被害想定

本社 A建物 B建物 システム拠点

建物 被害は軽微 被害は軽微 甚大な被害
の可能性あ り

被害は軽微

システム 停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

停電で端末
使用不可

被害警備。シ
ステム機能維
持

電気 3日間停電。
非常電源10
時間

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源無

3日間停電。
非常電源3日
間

上下水 飲料水2日分
確保
トイレ3日使
用可能

飲料水1日分
確保
トイレ2日使
用可能

飲料水2日
分確保
トイレ3日使
用可能

飲料水2日分
確保
トイレ3日使 用
可能

自社の被害想定を踏まえ、
「その他」の観点でどの
ような影響が考えられる
かを検討
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具体的な取り組みのポイント：③ 発災時の対応手順の整備（1）
• 防災マニュアルなどとして、発災直後の「初動対応」の手順を整備します。

（防災マニュアルの内容例）
• 災害のピークから逆算した時間軸での対応策を検討
• 災害対策本部の発動する基準を明確にする
• 避難場所の確認
• 安否連絡・確認方法の統一
• 発災時の出社ルールの明確化
• 設備の安全な停止方法の確認
• 緊急時の対策の優先順位付け

※策定した防災マニュアルの代表的な内容を抽出し、従業員の災害に関する意識を
向上させる（例えば標語を策定し、従業員の目に触れる揚所に掲示する）ことも
事業継続力強化の向上に有効な取り組み

水害などは事前に発生を予測可能な災害については以下のような発生を予見した段
階の手順も整備
• （台風の襲来が増える時期の前に）排水溝などを定期的に掃除する。
• （パレットや廃棄物などの屋外保管物について）飛散しないように屋内に収容す
る。
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具体的な取り組みのポイント：③ 発災時の対応手順の整備（2）
• 発災時の対応手順の整備「従業員の避難」について検討すべきポイントは以下のとおり。

◎ 自然災害に備え、社内の一時避難場所や社外の避難場所に誘導する。
◎ 従業員・来訪者に対する避難誘導手順を作成する。
◎ 従業員を対象に、朝礼、ポスター、訓練などにより、避難場所を周知する。
• 自然災害の初動対応のため、○○を備蓄する。

• 生産設備、点検設備、検査設備などの緊急停止に関する手順書を作成する。
• 水と接触することなどにより二次災害の危険性を生じさせる化学物質（アルミ粉末や
マグネシウム粉末等）や、流出すると危険な有害物質（重金属、硫酸、油等）は、災
害時の安全を配慮して保管する【水害】。

＜水害対策＞ 土のう、吸水マット、止水板、止水壁、排水ポンプ、防水シート、防水シャッ
タ一、バケツ、パレット（保管品の嵩上げ用）等
＜安全の確保＞ヘルメット、長靴、手袋、雨合羽、担架、ゴムボート、拡声器、トランシー
バー等
＜帰宅困難対応＞非常用発電機・非常食・飲料水・非常用トイレ・毛布・簡易間仕切り
くその他＞配置図（建物や設備、保管品の設置場所が示されたもの）・危陳箇所図（危険個所
が図面に示されたもの）
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具体的な取り組みのポイント：③ 発災時の対応手順の整備（3）
• 発災時の対応手順の整備「安否確認」について検討すべきポイントは以下のとおり。

◎ 安否確認に向け、従業員の連絡先リスト（電話番号、メール、SNS等）を作成する。
◎ 安否確認に向け、災害用伝言ダイヤル「171」や、「災害用伝言板」などの利用方法

を従業員に周知する。
• LINE、SNSなどを用いた安否確認システムを導入する。

災害用伝言板や災害用伝言ダイ
ヤルの登録方法をカードに記載
した例
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具体的な取り組みのポイント：③ 発災時の対応手順の整備（4）
• 発災時の対応手順の整備「非常時の緊急時体制の構築」について検討すべきポイントは以下のとお
り。

◎ 災害対策本部を設置し、被害情報の収集と対応指示を一元的に行う。
◎ 災害対策本部の要員として、事業所から○○km圏内に住む者（※会社の近隣に居住

する従業員の○○人）を予め選定する。
◎ 災害対策本部の設置基準を決定する。例えば、○○地区にて1）震度○以上の地震が

発生した場合、2）大規模な水害の危険性が予測され災害対策本部長が必要と認めた
とき、3）気象庁より特別警報が出されたときなど災害発生時の参集基準を○○とし
て定める

◎ 災害発生時の参集基準を○○として定める。
◎ 上位者の不在時に備え、代行して意思決定を行う代行者を定める。
◎ 災害対策本部の構成要員、班の役割、設置基準を定める。
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具体的な取り組みのポイント：③ 発災時の対応手順の整備（5）
• 発災時の対応手順の整備「情報把握と情報発信」について検討すべきポイントは以下のとおり。

◎ 気象情報・防災情報（避難勧告・指示の発令状況など）を入手するための入手先を整理しておく。

◎ チェックリストを基に被害状況を把握する
• 民間気象予報会社などによるアラート配信サービスを利用する
• 災害時にも連絡が司能となるよう、○○と○○など複数の通信手段を確保する。

• どの事業所の被害状況について、誰がどのような情報を把握し、把握した情報をいつまでに、社
内の誰に伝えるのか、あらかじめ取り決める。

• 社内で取り纏めた情報のうち、顧客及び関係者のうち、誰に対して、どのような情報を、何時ご
ろまでに共有するのか、あらかじめ取り決める。

◎ 警察、消防、各種指定公共機関（電力、ガス、水道など）ヘ問い合わせるための連絡先リストを
作成する。

◎ 主要な顧客、取引業者の連絡先リストを作成する
◎ 顧客及び関係者に対し、被害状況、復旧見通しなどの情報の伝達手段をとして○○を定める。

※HPの更新、SNSの活用などまた、HPやSNSの更新は複数の担当者が実施できるようにする。
◎ HPやSNSの更新は複数の担当者が実施できるようにする

※主な気象情報・防災情報の獲得ソース
•気象庁HP（各種気象情報、警報、潮位等）
•国土交通省HP（ハザードマップポータル、川の防災情報等）
•各自治体の防災ポータルサイト等

※＜通信手段の確保の例＞複数社の携帯電話、PHS、IP電話、Skype・Line等の音声通話、衛星携帯電話、MCA無線
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具体的な取り組みのポイント：④ 事前対策の例（1）「ヒト」の観点
• 「ヒト」の観点で導入が必要な事前対策は以下のとおり。

◎ ハザードマップを確認し、自社のリスク（地震、水災、土砂災害、高署など）を把握する。
◎ 自社拠点のこれまでの被害を把握し、防災・減災対策の優先度を決めて対策を実行する。
• 気象情報・防災情報（避難勧告・指示の発令状況など）を入手するための入手先を整理しておく。

◎ 会社の近隣に居住する従業員の○○人を緊急参集要員として任命する。
• ○○など、社員の多能工化を進める。

• 業界団体の定例会に参加するなど、災害対策の情報交換と、緊急時の人的ネットワークを構築する。
• 遠隔地の同業者と、災害時の相互応援協定（例えば代替生産や復旧支援〉を締結する。
• 株式会社○○に対し、応援要員の派遣を依頼する。また、食料や毛布などの受入体制を準備しておく。
• 従業員の災害に関する意識を向上させる（例えば標語を策定し従業員の目に触れる場所に掲示する）。

• 防災マニュアルを策定する。
• 災害のピークから逆算した時間軸での対応策を検討
• 災害対策本部の発動する基準を明確にする
• 避難場所の確認
• 安否連絡・確認方法の統一
• 発災時の出社ルールの明確化
• 設備の安全な停止方法の確認
• 緊急時の対策の優先順位付け

※主な気象情報・防災情報の獲得ソース
気象庁HP（各種気象情報、警報、潮位等）
国土交通省HP（ハザードマップポータル、川の防災情報等） 各自治体の防
災ポータルサイト等

※経理業務を複数の担当者が実施できるよう人事異動・研修を行うなど
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具体的な取り組みのポイント：④ 事前対策の例（2）「モノ」の観点ー1
• 「モノ」の観点で導入が必要な事前対策は以下のとおり。

• 災害発生直後から活動する従業員数（対策本部要員）を基に、備蓄しなければならない物資・量
を検討、準備する。

• ○○川からの採水に向け、ポンプを備蓄する。【水害】
• ○○にある井戸を利用可能な状態で維持する。
◎ 棚、什器、机、パソコン、モニターなどの固定状況、耐震対策の状況を確認し、必要に応じて固
定または免震装置を導入する。【地震】

• 本社ビル、工場などの耐震性能を診断する。耐震性能が不足している建物は耐震補強工事を実施
する。【地震】

• ○○にあるガラスに飛散防止策を実施する。【地震】
◎ 照明、つり天井などに、落下対策を実施する。【地震】
• 感震ブレーカーを設置し、定期的に動作試験を実施する。【地震】
◎ 重量のある○○は棚の下部で保管し、高所で保管しない。【地震】
• 二次災害の危険性があるボイラーや火気設備などに自動停止機能を設置する。【地震】
• 敷地外周や重要設備周囲にコンクリート塀などを設置し、敷地内に水が流入しないようにする。
【水害】
◎ 敷地内の周囲より窪んでいる箇所に商品などを保管・仮置きしない。【水害】
◎ 排水溝などを定期的に掃除する。【水害】

※仮設・簡易トイレ、浄水器、飲料水、食料、毛布、保温シート、カセットコンロ・ボンベ、ラジオ、TV、
救急イレセット
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具体的な取り組みのポイント：④ 事前対策の例（3）「モノ」の観点ー2
• 「モノ」の観点で導入が必要な事前対策は以下のとおり。

• 建物出入口、通気口などの開口部に防水板を設置する。【水害】
• 重要設備（受変電等）や在庫品に○○などの防水措置を実施する。【水害】

※周囲に防水堤を設け周りを囲う、架台を高く作り上方へ持ち上げる
• 設備ピット下部に釜場を作り、排水ポンプを設置する。【水害】
• 排水溝・排水管の径を拡大する。【水害】
• 雨漏り箇所を確認し、○○などの対策を実施する。【水害】

※防水材の導入、業者への修理依頼など
◎ 棚にある貴重品や重要書類、電化製品などを高い位置に上げておく。【水害】
• 遠隔地の同業者である○○株式会社と、災害時の相互応援協定（例えば同業他社にて代替生産を
行うことや、復旧に向けた支援を行う）を締結する。

• 株式会社○○にて代替生産を行うため、○○を実施する。
※手順書の整備、設備の共有、訓練など

• 重要な業務に関する取引先に対しては、○○を要請する。
※事前対策の策定、防災対策の充実など
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具体的な取り組みのポイント：④ 事前対策の例（4）「モノ」の観点ー3
• 「モノ」の観点で導入が必要な事前対策は以下のとおり。

◎ 事業に必要な資源（設備、資材、燃料）の調達先リストを作成する。
• 代替品の早期調達が困難な設備・部品を特定し、メーカー、取引先と事前策（耐震化などの被害
の低減策、緊急時の調達体制）を講じる。【地震】

• 停電に備え、○○を設置する。
※災害対策本部に必要な照明設備、充電用モバイルバッテリー、事業継続に必要な蓄電器・発電
機など

◎ ＩＴが利用できない場合に備え、代替手段として○○を実施する。
※手書き伝票での対応など

• 建物・設備が利用できない状況に備え、ＸＸ工場で代替生産ができるように○○を実施する。
※設備の改修、作業工程や金型の標準化など
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具体的な取り組みのポイント：④ 事前対策の例（5）「カネ」の観点
• 「カネ」の観点で導入が必要な事前対策は以下のとおり。
◎ ハザードマップなどを基に、
①自社の建物や設備にどの程度の被害額（復旧に必要な金額）が生じるか
②代替生産のための費用、休業中の従業員への給与、買掛金の支払い等

どの程度の資金が必要かを想定する。
◎ 現預金や保険の加入状況（対象災害の種類、対象設備、補償金額など）を確認する。想定される被害金額から

不足する揚合は、保険会社、金融機関、商工会議所等に相談の上、追加対策を検討する。
• 建物や設備損壊等への補償が不十分と想定した揚合、保険や共済への加入を検討する。
• 災害直後の運転資金に備え、休業中の利益を補填する保険（損失利益補填保険）※1や、融資枠の確保（災害対
応型コミットメントライン）※2を行う。
※1：災害に起因する事業停止等による喪失利益を補償する保険
※2：災害発生等を条件に、あらかじめ定めた限度額や金利条件での借り入れが可能な融資制度

• 新規の融資に際しては、災害時元本免除特約付融資での借り入れを検討する。
※災害時元本免除特約付融資：あらかじめ定めた基準に抵触する災害発生時に、元本の全部または一部が免除
される特約付融資

• 事業停止に備えて、小規模企業共済に加入する。
※小規模企業共済：小規模企業対象の積立型共済。災害以外にも傷病時や貸倒時等に低金利での即日貸し付け
を利用可能

• ○○により計画的な資金の積み立てを行い、有事の際の現預金に厚みを持たせる。
※定期預金、積立型預金、株や債券への長期分散投資

• 業務監査の際、レジリ工ンス認証制度などの外部評価制度を活用し、事業継続力強化の実効性を確保する。
• 中間財、パレット等の資材への付保漏れがないか確認する。
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