
 

  

 

 

 

様式第２０ 

 

事業継続力強化計画に係る認定申請書 

 

 

  年    月    日 

 

 

殿 

 

 

               住        所 

               名        称  

代表者の役職及び氏名              印 

 

 

 中小企業等経営強化法第 50条第１項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたいの

で申請します。 

 

 

（備考） 

１ 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

※※基本的には記載例を、申請者（業種）に合った形に修正しつつ転載して OK。 

赤字の箇所 は『作成についての注意点』を参照にして進めること。 

 

 

（別紙） 

事業継続力強化計画  

      

１ 名称等 

事
 フ

業者の
リ

氏名又
ガ

は名称
ナ

                                                                                         

代表者の役職名及び氏名                                              

資本金又は出資の額                 常時使用する従業員の数           

業種   【特定業種を記載】        

法人番号                設立年月日                            

 

 

２ 事業継続力強化の目標 

自社の事業活動の概要 

（業種等を記載するとともに、地域経済やサプライチェーンに

おける位置づけなどを記載する。） 

 

◆記載例 

（電子部品の製造・販売の場合） 

当社は、主に大手電機メーカーA 社の○○部品の製造を担って

おり、当該部品の過半数のシェアを握るなどサプライチェーン

上の重要な役割を担っている。 

 

（野菜等の小売業の場合） 

当店は、地域において野菜を主に販売しており、一般顧客だけ

でなく、地域の複数の飲食店へ野菜を卸しており、当店が早期

復旧しないと、これら飲食店への影響を及ぼす。 

 

（コンビニ店の場合） 

当店は、地区唯一のコンビニであり、物販等の販売だけでなく、

宅配便の取次、公的機関への料金収納や、代金収納なども実施

しており、当店が早期復旧しないと、地域住民の生活に支障が

生じるおそれがある。 

事業継続力強化に取り組む

目的 

下記３点を目的に、事業継続力強化に取り組む。 

1. 自然災害発生時において、人命を最優先として、社員と社員

の家族の安全と生活を守る。 

2. 地域社会の安全に貢献する。 

3. 部品の供給の継続、又は早期の再開により、お客様への影響

を極力少なくする。 

コメントの追加 [A1]: 事業継続力強化計画特有のもの

であることに注意する 

・業種の項は指定された項目の中から選んで記載す

る。経営力向上計画やものづくり補助金のように 

『日本標準産業分類』で記される 4桁の番号が振られ

た業種では無い事に注意。 

 

（※）事業継続力強化計画での指定の業種項目一覧 

・製造業その他 

・卸売業 

・小売業 

・サービス業 

・ゴム製品製造業 

・ソフトウェア業又は情報処理サービス業 

・旅館業 

 

コメントの追加 [A2]: ＜注意点＞ 

・「自社の事業活動の概要」は深く考えずにざっくりと

記載して良い（特にサービス業に対して）。 

 

【解説】該当項目は以下のように記されている。 

 

＞自らの事業活動が担う役割（サプライチェーンで重

要な部品を卸している、地域の経済・雇用を 

＞支えている等）を検討したうえで記載してくださ

い。 

 

＞自らの事業活動が担う役割について、サプライチェ

ーンにおける役割または地域経済などにおける 

＞役割の記載がない場合、計画書の不備として認定の

対象とはなりません。 

 

しかし実際は事業活動をもっともらしく書けば問題な

い。例えば学習塾・英会話教室などであれば、 

『長期間、営業が停滞した場合、地域の学習水準が低

下してしまう為、地域に不可欠である』など。 

注釈は緩く捉えてもらい、無難に事業活動の概要を書

いて問題ない。 



 

  

事業活動に影響を与える 

自然災害等の想定 

当社の事業拠点は○○県○○市にあり、 

• 今後 30 年以内に震度６弱以上の地震が発生する確率が

19.5％（J-SHIS 地図参照）。当該地震による津波が 20cm。 

• 水災時に 20cm～50cm の浸水（○○市ハザードマップ参照）。 

が予想される地域である。 

また、例年、年に数回、台風が通過していることから、風害や

一時的な豪雨による被害も想定される。 

自然災害等の発生が 

事業活動に与える影響 

想定する自然災害のうち、事業活動に与える影響が最も大きい

ものは震度６弱の地震であり、その被害想定は下記の通り。 

 

（人員に関する影響） 

営業時間中に被災した場合、設備の落下、避難中の転倒などに

より、けが人が発生する。また、公共交通機関が停止すれば、

従業員が帰宅困難者となるほか、夜間に発災した場合、翌 

営業日の従業員の参集が困難となる。併せて、従業員の家族へ

も被害が生ずる。 

これら被害が事業活動に与える影響として、復旧作業の遅れ、

事業再開時において、特定の従業員が専属で担当していた部分

について業務再開が困難となること、生産量が減少することな

どが想定される。 

 

（建物・設備に関する影響） 

事業所の建物は、新耐震基準を満たしているため、揺れによる

建物自体への直接被害は軽微。一方、設備は、停電が発生すれ

ば、一時的に停止。また、揺れにより生産機器が損傷するほか、

配管や配線類が断裂する。津波が発生すれば、中間財や生産済

の在庫も損傷するおそれ。 

インフラについては、電力・水道は１週間程度、都市ガスは２

週間程度、供給が停止するほか、公共交通機関は１週間ほど機

能不全となるおそれ。 

これら被害が事業活動に与える影響として、生産ラインの全部

又は一部の停止などが想定される。 

 

（資金繰りに関する影響） 

資金繰りについては、設備の稼働停止や営業停止によって営業

収入が得られないことで、運転資金がひっ迫するおそれ。建物・

設備に被害が生ずる場合にあっては、これらの復旧費用が必要

となる。 

これら被害が事業活動に与える影響として、円滑な資金調達が

できなければ、運転資金が枯渇することや復旧費用を捻出でき

ないことが想定される。 

 

（情報に関する影響） 

コメントの追加 [A3]: 事業所が被災する事が想定され

る自然災害を一つ以上記載するが、次の項では「想定

される中で最も大きな被害」に限定して掘り下げるた

め、ここで無理に複数の災害を羅列する必要は無い。

弊所ひな形の契約書を使っている場合、耐震性をヒア

リングできているはずなので、地震を想定災害にして

書けば問題ない。 

  

 ※追記 

災害の被害想定では、地震が最も発生地域を選ばず、

被害の規模・内容も想定しやすい。そのため、ハザー

ドマップを調べる際は、まず『J-SHIS（地震ハザード

ステーション）』から活用し、思うような想定被害の

データが得られない場合に『国土交通省ハザードマッ

プポータルサイト』を利用し、台風や洪水などに記載

する被害を切り替えると効率よく記載できる。 

 

 

コメントの追加 [A4]: 「人員」「資金繰り」の項はそ

のまま転記で OK（気になる場合は一部表現を変えるな

どしてもよい）。「建物・設備」「情報」はヒアリング

のチェックボックスを見て記載。 

基本的には「建物」においては耐震対策の度合いで被

害内容を加筆（無対策の場合は大きな被害を被る事を

記載）。「情報」はクラウド保管している場合を除き、

管理体制に触れた上で被災により、物理的に情報が消

失する場合を記載。クラウド保管している場合は、

「クラウドにより別地域に保管しており、バックアッ

プも事務所で取っている為、喪失の恐れはない」旨を

記載する。 



 

  

オフィス内にあるサーバー（顧客情報、財務資料、設計図面な

どを保管）が浸水すれば、バックアップしているデータ以外は

喪失するおそれ。 

これら被害が事業活動に与える影響として、重要な情報が喪失

すれば、取引先への支払、売掛金の回収、取引先からの注文の

受託や納品した機器等のメンテナンス対応などが困難となる

ことが想定される。 

 

（その他の影響） 

取引先の被災や公共交通機関の影響により、１週間程度、原料

である鋼材の調達が困難になれば、最終製品の出荷が不可能に

なるおそれ。 

これら被害が事業活動に与える影響として、取引先と約定通り

の、製品納入を行えないなどの事態が想定される。 

  



 

  

３ 事業継続力強化の内容 

（１）自然災害等が発生した場合における対応手順 

 

項目 初動対応の内容 
発災後の 

対応時期 
事前対策の内容 

１ 人命の安全確保 

従業員の避難 発災直後 • 自社拠点内の安全エリアの設定 

• 社内の避難経路の周知・確認 

• 避難所までの経路確認 

従業員の安否確認 発災直後 • 安否確認システムの導入 

• 従業員の連絡網の整備 

（携帯電話番号、メールアドレス、

SNS等） 

生産設備の緊急 

停止方法 

発災直後 • 緊急時の機器停止手順の周知・

確認 

顧客への対応方法 発災直後 • 顧客の避難場所の周知、誘導体

制の確立 

２ 
非常時の緊急時体制 

の構築 

代表取締役社長 

を本部長とした、 

災害対策本部の 

立ち上げ 

発災後１ 

時間以内 

• 設置基準の策定 

• 災害対策本部の体制整備等 

３ 
被害状況の把握 

被害情報の共有 

被災状況、生産・ 

出荷活動への影響

の有無の確認 

当該情報の第一報

を顧客及び取引先

並びに地元の市当

局、商工会に報告 

発災後 12 

時間以内 

• 被害情報の確認手順の整理 

• 被害情報及び復旧の見通しに関

する関係者への報告方法、対外

的な情報発信方法の策定等 

４ その他の取組 ----------- -------- ----------- 

 

 

 

（２）事業継続力強化に資する対策及び取組 

A 
自然災害等が発生した場合における 

人員体制の整備 

＜現在の取組＞ 

• 現在、具体的な対策は行っていない。 

 

＜今後の計画＞ 

• 事業所から 10km 圏内に居住する社員を緊急

参集担当に任命する。非常時に職員が参集で

きるよう、緊急参集担当には、電動機付き自

転車を貸与する。 

コメントの追加 [A5]: ＜注意点＞※いずれか１つ記載

すればよい 

・ヒト、モノ、カネ、情報の各経営資源に対する対

策・取組を一つ以上書く必要がある。どれか一つだけ

を書いてあれば問題ないため、一番書きやすい資源に

絞って書けばいい。比較的多様な事業者であっても共

通項が生まれやすいヒト、情報辺りならば記載例の文

章を大きく変えず、流用する事で済ませられる。 

 

※追記 

一方で、設備導入による税制措置を行う場合はモノ

を、金融支援や保険の見直しの提案をする場合はカネ

の項目を書く必要がある。ものづくり補助金の加点資

料として作る場合は基本的に設備関係の作業は無いは

ずだが、発生する場合はそちらの項目で書く事。 

くどいようだが、一項目書けていれば良いのでその場

合はヒトの項などは記載する必要は無い。 

 



 

  

• 自然災害時を想定して、社員の多能工化を進

める。この取組は、増産対応が必要な場合に

も有効に機能する。 

• 他地域（○○県○○市）の自社工場との間で、

人員融通のための体制を整備する。また、こ

れらの取組が有効に活用できるよう、平時か

ら複数の工場間の人事交流を行う。 

B 
事業継続力強化に資する 

設備、機器及び装置の導入 

＜現在の取組＞ 

・現在、具体的な対策は行っていない。 

 

＜今後の計画＞ 

当社は、●●の重要な部品を製造しているため

早期普及が取引先などから求められていること

から以下の取組を図り、●●の製造の事業継続

を図れる体制を構築することを目的としてい

る。 

 

・停電の発生に備えて、無停電装置及び自家発

電設備を導入する。 

・水道の停止に備えて、近くを流れる川から水

を汲み上げるポンプを備蓄する。 

・工場及び倉庫の開口部に止水板を設け、床上

１ｍまでの浸水被害を免れるようにする。 

・揺れによる生産設備の損傷を防ぐため、簿価

５００万円以上の生産設備の全てに、免震装

置及び非常時の緊急停止装置を備える。 

・他地域の自社工場において代替生産ができる

よう、社内の製造設備の金型や作業工程の標

準化を進める。これらの取組のため、被災事

業所分の生産をカバーするため、○○の生産

ラインを増強する。 

・主要取引先である大手 B 株式会社と連携し、

生産設備に被害が及んだ場合は、同社の生産

設備を借り、生産を継続する。 

 

【税制優遇の対象となる設備導入を予定してい

る場合】 

当該設備について、どのような目的で、具体的

にどのような設備を導入するかを記載する。 

 

【日本政策金融公庫の融資を利用する場合】 

・融資を受けて、具体的にどのような設備、機

器を導入するか記載すること。 



 

  

C 
事業活動を継続するための 

資金の調達手段の確保 

＜現在の取組＞ 

• 現在、火災保険に加入している。火災保険の

対象範囲は、建物のみの契約である。 

• 現状、火災保険の対象外となっている生産設

備や在庫に被害が生じた場合に補償が受けら

れないことに加え、水災や地震が発生した際

は保険が適用されないことから、資金調達が

困難となることが想定される。 

 

＜今後の計画＞ 

• 現在加入している火災保険について、水災補

償特約を加えるほか、生産設備や在庫も保険

の対象範囲に追加する契約とする。 

• 地震が発生した際に緊急融資が受けられるよ

う、地元の C 銀行の担当者及び商工会の経営

指導員と日々コミュニケーションを取る。 

D 
事業活動を継続するための 

重要情報の保護 

＜現在の取組＞ 

• 現在、具体的な対策は行っていない。 

 

＜今後の計画＞ 

• 顧客名簿や帳簿について、電子化し、クラウ

ド上のサーバーに保管する。 

• 事業所内の設備を記録するため、毎月１日に

事業所内の写真を撮る。 

 

 

（３）事業継続力強化設備等の種類  

 
（２）

の項目 

取得 

年月 
設備等の名称／型式 所在地 

1 C R2.5 大型自家発電設備／METI01 ●●県／××市○○―○―○ 

2 C R2.6 制震装置／METI02 ●●県／××市○○―○―○ 

3 C R2.7 排水ポンプ／METI03 ●●県／××市○○―○―○ 
 

 設備等の種類 単価（千円） 数量 金額（千円） 

1 機械装置  2,000 1 2,000 

2 器具備品 700 1 700 

3 機械装置 1,500 2 3,000 
 
 
 

確認項目 チェック欄 

上記設備は、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）及び消防法（昭和二十三

年法律第百八十六号）上設置が義務づけられた設備ではありません。 
✔ 

 

 

コメントの追加 [A6]: ※税制優遇を活用しない場合は

記載不要 



 

  

（４）事業継続力強化の実施に協力する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 ←原則記載なしで OK 

名称  

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

名称   

住所  

代表者の氏名  

協力の内容  

 

 

（５）平時の推進体制の整備、訓練及び教育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 

計画の推進及び訓練・教育については、代表取締役社長の指揮の下、実施する。 

社内の管理職全員で組織する「防災・減災対策会議」（年２回開催）において、具体的な取組

を検討・決定する。 

毎年５月を目処に、全社員参加の訓練を実施することとし、訓練に合わせて、社員への教育

も実施する。 

 

 

 

４ 実施時期 

2019 年 9 月～ 2022 年 8 月 

 

 

 

５ 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 

実施 

事項 
使途・用途 資金調達方法 金額（千円） 

事前対策 設備の復旧費用の支払い 当該設備にかかる損害

保険への加入 

1,000 

事前対策 従業員への給与の支払い C 銀行からの融資 500 

 

 

 

 



 

  

６ その他 

（１）関係法令の遵守（必須） 

確認項目 チェック欄 

事業継続力強化の実施にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和二十二年法律第五十四号）、下請代金支払遅延等防止法（昭和三十一年法

律第百二十号）、下請中小企業振興法（昭和四十五年法律第百四十五号）その他関

係法令に抵触する内容は含みません。 

✔ 

 

（２）その他事業継続力強化に資する取組（任意） 

確認項目 チェック欄 

レジリエンス認証制度（※１）に基づく認証を取得しています。  

ISO 22301認証（※２）を取得しています。  

中小企業 BCP策定運用指針に基づき BCPを策定しています。  

（※１）国土強靱化に貢献する団体を認証する制度 

（※２）事業継続マネジメントシステム（BCMS）の国際規格 
 


