
事業継続計画(BCP)取組事例ご紹介 
BCP策定およびBCM活動（作成、改訂、演習、定着、展開等）の支援事例を ご紹介いたします。 
各社・組合の 取組み目的、体制、策定活動期間、取組み概要および推進状況 をご覧ください。 
 

－ 製造業／建設／卸・小売業 － 
酒造（組合） 電材卸業（全国連合会） 住宅施工 

[BCP策定の目的] 
• 原産地呼称日本酒管理制度に基
づく純米酒ブランドを守り、創業３０
０年の酒造業の技を承継 

• 海外へ輸出振興の展開を促進 
 
[BCP策定メンバー] 
• 社長、役員 
• 総括、売店 
• 製造、営業、 
• レストラン 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
[BCP策定の推進状況] 
BCPの基礎から学び、防災計画との
違いを明確にして推進。日本酒の伝
統を継承するとともに、海外への安定
供給を証明できるBCPを策定。構内
売店とレストランの継続策も策定。 
 

[BCP策定の目的] 
• 安定供給による顧客の信頼獲得 
• 全国会員の経営基盤の強化 
• 地域ネットワークづくり 
 
[BCP策定メンバー] 
• 連合会理事 
• 社長、役員幹部 
• 従業員 
 
[BCP策定期間] 
２ヶ月半 
 
[BCP策定の推進状況] 
全国から理事、役員企業が参加し東
京で集中講座により作成。参加した幹
部が従業員とともに業務棚卸しを実施
し現状の把握と継続策の検討、事業
継続計画を策定。翌年以降、全国の
地区ごとに巡回講座を展開。 

[BCP策定の目的] 
• 顧客の安心、信頼の向上 
• 従業員の安全を守る 
• 施工中物件の早期再開 
 
[BCP策定メンバー] 
• 社長 
• 全従業員 
• 責任者 
 
[BCP策定期間] 
５ヶ月間 
 
[BCP策定の推進状況] 
全７回の取組みで２回、全従業員が
参加し業務の棚卸し、フローの確認か
ら取組み、BCPメンバーが作成した計
画書を演習で検証。各自が決めた事
前策（日々の活動）を計画的に実
行中。他組合員にも展開を図る。 

ビール・酒類・飲料・食品製造 LPガス販売 生花小売（組合） 

[BCP策定の目的] 
• 安定供給への顧客の信頼獲得 
• 顧客、株主からの要求水準の充足 
• 救援物資の早期被災地支援 
 
[BCP策定メンバー] 
• 役員 
• 工場長、技術者 
• グループ部課長 
• 管理部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
９ヶ月間 
毎年定期活動 
[BCP策定の推進状況] 
従来のBCPを基本方針から見直し、
工場被災および本社地区被災の異な
る被災想定に基づき全部門にわたる
BCPを策定。関連部門の参加による
机上訓練を定期開催。北海道胆振
地震、G20大阪の対応で成果。 

[BCP策定の目的] 
• 安定供給を継続し、顧客の要求に
応え続ける 

• 企業の存続 
• 社員の安全確保 
 
[BCP策定メンバー] 
• 社長 
• 営業責任者 
• 管理部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
[BCP策定の推進状況] 
業界の先駆モデルとして策定を開始。
自社の事業継続に留まらず、有事の
際に全国の同業ネットワークで協力す
ることを目標とする取組に発展。 
経済産業省BCPモデル事業に選定。 

[BCP策定の目的] 
• 取引先（大型商業施設）テナント
店の存続 

• 小規模経営の維持・存続 
• 従業員の安全確保 
 
[BCP策定メンバー] 
• 社長 
 生花店５社経営者 
 有志勉強会 
 
[BCP策定期間] 
４ヶ月間 
 
[BCP策定の推進状況] 
同業５社が互いの経営の共通点や相
違点を理解しながら作成。取組みを通
じ、共同仕入れや新製品開発。女性
主力の従業員の採用や育成方法を
協同で対応する契機となった。 
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－製造業－ 

自動車 半導体産業用機器 化学薬品 

[BCP策定の目的] 
•危機の回避、被害の最小化 
•製品、サービスの安定供給 
•災害時の従業員、家族の支援 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長、役員 
•事務局 
•全社部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
４ヶ月間 見直し 
演習 毎年開催 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
現行BCP見直しに向け参加者の目線
を合わせるキックオフを実施、災害対策
本部、各部門ごとに見直し実施。活動
結果確認の演習を実施し、年間を通
じた活動を実践中。 

[BCP策定の目的] 
•人員の安全と施設、設備の保全 
•事業継続の速やかな実行 
•事業を被災前の状況に戻す 
 
[BCP策定メンバー] 
•役員 
•事務局 
•部門責任者 
•協力会社幹部 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
演習 年間２回 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
策定メンバーが作成した初版をもとに
演習を実施、演習結果をもとに見直し
中。重要顧客を担当する営業拠点の
BCP策定に向け協力会社を含めたキッ
クオフを実施し初版を策定。 
 

[BCP策定の目的] 
•人命確保、事業資産の保護 
•迅速な業務の回復 
•取引先影響最小化、信頼関係維持 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長、役員 
•事務局 
•部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
半年毎、本社工場 
演習定期開催 
改訂版策定 
 
[BCP策定の推進状況] 
初版策定後のメンバー参加の演習と
見直し実施を目標に、半年毎にメン
バー全員参加の演習実施。演習結果
に基づき部門ごとの見直しを行い、確
認演習と事前対策を実践中。 

－ サービス業/生コンクリート製造業－ 

ホテル業 資源リサイクル（組合） 生コンクリート製造（組合） 

[BCP策定の目的] 
•顧客の安全、信頼の維持 
•事業の早期復旧 
•自治体、近隣からの要請への対応 
 
[BCP策定メンバー] 
•役員 
•事務局 
•部門責任者 
 

[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
発災後の宿泊者の安全確保とフロント
業務の早期復旧による予約キャンセル、
支払などの対応をはじめ、再開に向け
た旅行会社などの関係先との連携や
安全確保と安心と安らぎの維持に向け
た従業員教育を計画。非常用電源や
備蓄品の検討、導入。 
 

[BCP策定の目的] 
•災害時の市民生活の影響最小化 
•組合従業員と家族の安全確保 
•BCPによる市民の信頼獲得 
 
[BCP策定メンバー] 
•組合役員 
•事務局 
•部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
４ヶ月間 
 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
災害時には通常の資源回収の復旧と
災害ゴミの早期対応が市民の「生活を
守る」ことにつながり、市民からの期待に
応えられる組織づくりを目指し、関係自
治体や組合との連携を具体的に検証
し継続策を策定。 
 

[BCP策定の目的] 
•安定供給体制の確保 
•従業員の安全確保 
•行政の震災復興事業に早期協力 
 
[BCP策定メンバー] 
•県内全組合事務局 
•組合員企業役員 
•工場長 
•部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
８ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
停電ならびに交通規制による製造、出
荷、配送のサービス停止の早期復旧。
JIS品質保持、設備の転倒落下による
破損防止、非常用水源確保、拠点間
連携、組合間連携を検討。業務棚卸
しフロー確認等、業務を見直し働き方
改革につながる活動実施。 



－ 製造業 － 
 

金属・セキュリティ製品製造 金属部品（工場団地組合） 電子部品組立 

[BCP策定の目的] 
•製品品質、サービス品質を守る 
•顧客との納期順守 
•従業員と家族の安全と生活を守る 
•技術の伝承 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長、常務 
•事務局 
•部門リーダー 
•各部署全従業員 
[BCP策定期間] 
５ヶ月間（策定） 
５ヶ月間（定着） 
 
[BCP策定の推進状況] 
全従業員が参加して業務の棚卸し、フ
ローの確認見直しを実施。各部署リー
ダーを中心にBCP策定を推進。同時に
QMS・EMS(ISO9001）の見直しと
定着に取組み品質向上と組織力強化、
人材育成、働き方改革を推進。 

[BCP策定の目的] 
•世界中の顧客への供給を止めない 
•事業資産の損害の最少化 
•平常時の改善活動（事前策） 
•緊急非常時の手段を予め取決める 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長 
•事務局 
•部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
台風の高波被害で３ヶ月生産停止、
全世界の顧客に製品供給が出来な
かった苦い経験から早期復旧を目指し、
業務の棚卸しフローの見直し、体制強
化を図った。 

[BCP策定の目的] 
•災害時の製品供給を確保し、取引先
の生産を止めない 
•事業員と家族の安全を確保 
•BCP策定、体制確立で信頼確保 
 

[BCP策定メンバー] 
•社長 
•事務局 
•部門責任者 
 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
大手電機、自動車メーカーの基幹部
品や代替不能な部品の生産供給を保
証できる計画、体制、連携手順、事前
策を作成、展開中。 
BCP取組みは地元新聞で紹介。 

 

－ 製造業/砕石業/農業－ 
 

工業炉製造業 砕石業（組合） 農業 

[BCP策定の目的] 
•従業員の安全と生活を守る 
•早期生産再開、お客様の信頼確保 
•従業員の防災に対する意識向上 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長 
•事務局 
•部門責任者 
 

[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
阪神淡路大震災で被災するも、経験
者は一部の幹部のみ。大型設備や重
機、火器を使用する現場の従業員の
意識改革と製造ノウハウの継承を目指
し、メンバー全員で検討し作成。事前
策の実施とメンバー以外の従業員への
教育を目指す。 

[BCP策定の目的] 
•骨材製造販売の早期継続 
•JIS規格、環境ISOの順守 
•自治体、近隣からの災害復旧要請へ
の対応 
[BCP策定メンバー] 
•役員 
•事務局 
•部門責任者 
•同業企業幹部 
 

[BCP策定期間] 
５ヶ月間 
 
[BCP策定の推進状況] 
事業協同組合BCP策定のモデル企業
3社と組合事務局と合同で検討し策
定。生コン骨材の製造にはJIS規格適
合が不可欠。発災後、道路や堤防の
復旧等に土砂の供給が急がれるなど、
発災後の時間の経過に沿って要求の
変化に対応出来る継続策を作成。組
合員への普及を目指す。 

[BCP策定の目的] 
•従業員と会社の安全を守る 
•早期復旧と生産活動の維持 
•顧客の信頼を高める 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長 
•農場長 
•事務局 
•現場責任者 
 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
[BCP策定の推進状況] 
国内最先端の水耕栽培農場の栽培
維持と遠隔地の顧客、消費者までの
リードタイムを克服すことで産物の品質
を維持できる。季節により温度管理も
異なり、農業の特性に基づいたBCPを
作成。大手取引先の評価信頼向上、
売上と事業も拡大。取組み当時８名
の従業員が５年で２００名に。 
 



－ サービス業/卸業/建設業 － 

ビルメンテナンス業 卸商業団地（組合） 道路標識/建設業 

[BCP策定の目的] 
•ビル、マンション入居者の信頼獲得 
•（パート）従業員の安全と雇用維持 
•自社物件の差別化 
•テナントの事業継続 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長 
•事務局 
•モデル拠点（ビル） 
 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
過去のBCP取組実績はなく、ゼロから
のスタートとなった。ビルオーナー、テナン
ト、自社の発災時から復旧までの役割
や手順の作成、関連部署間の連携を
強化する取組となった。顧客からの信
頼向上、従業員の定着につながった。 

[BCP策定の目的] 
•顧客への供給を止めない 
•従業員の安全、安心 
•卸商業団地組合の存続 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長、役員 
•業務責任者 
•組合事務局 
 
[BCP策定期間] 
４ヶ月間 
 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
震災や台風による交通規制、停電等
の業務機能の停止を経験し、オリンピッ
クによる渋滞などの具体的な想定に対
し、強靭なサプライチェーンを築く基盤
整備を組合員企業が合同で取組んだ。 

[BCP策定の目的] 
•入札(自治体、国)格付けの向上 
•業界内での存在感、発言力の強化 
•災害時のインフラ維持の確実化 
•災害協定の実行性向上 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長 
•事務局 
•施工管理責任者 
 
[BCP策定期間] 
３ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
同業他社に先駆けたBCP策定のため
基礎知識の習得から開始。グループ企
業とともに事業継続できる体制構築に
取り組む。 
国土交通省より災害時に事業継続可
能な企業として認定。 

－ 管工事業/物流業/エンターテインメント － 

管工事業（組合） 総合物流業 ゲーム/エンターテインメント 

[BCP策定の目的] 
•社会的責任（物流インフラの維持）
への対応 
•顧客の事業継続への貢献 
•自治体との災害時協定 
 
[BCP策定メンバー] 
•社長 
•事務局 
•部門責任者 
 

[BCP策定期間] 
６ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
発災後の自治体からの緊急対応要請
の殺到に備え、緊急時向け顧客リスト
の作成、各現場に従業員を割り振るた
めの対応可能スキル・通勤距離マッピ
ング資料の作成し、有事の円滑な緊
急対応実施に備えた。また、リース・レ
ンタル会社との緊急時対応契約により
車両・機材を確保。県内組合との広
域連携を推進中。 
 

[BCP策定の目的] 
•顧客の事業の維持 
•社会インフラの維持継続への貢献 
•従業員の安全確保 
 
 
[BCP策定メンバー] 
•事業場責任者 
•事務局 
•業務管理責任者 
 
[BCP演習、見直し] 
３ヶ月間 
 
 
[BCP策定の推進状況] 
国内屈指の総合物流業としてエリア 
ならびに拠点ごとに業容も形態も異な
る物流を展開しており、事業場ごとの
特性に応じたBCP活動を展開。時系
列に各部署の業務継続をはじめ事業
場と本社（本部）の連携のルール化
と体制強化を図る。 
 

[BCP策定の目的] 
•顧客の業務継続への貢献 
•従業員の安全確保 
•自社サービスの信頼感の醸成 
 
 
[BCP策定メンバー] 
•ホールディング役員 
•事業会社役員 
•事務局 
•部門責任者 
 
[BCP演習、見直し] 
毎年定期開催 
 
[BCP策定の推進状況] 
国内大手のゲーム開発、販売ならびに
配信、アミューズメント機器の開発、販
売ならびに施設の運営と事業部門ごと
に大きく異なる事業特性に基づいた事
業継続策の検討と演習を通じ、外部
関係企業（仕入先、委託先）との具
体的に連携構築を図り、災害時の海
外を含めた全顧客へのサービス継続を
目指す。 
 


