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Ⅰ．
 
はじめに

皆様は

1995年1月17日午前5時発生の

阪神淡路大震災の惨状をご記憶ですか。

2001年9月11日発生のあの忌まわしい

ニューヨーク世界貿易センタービルにジャンボ機が突っ込んだ
同時多発テロをご記憶ですか。

皆様は
東海沖地震は来ない！

関東大震災並みの直下型地震は絶対来ない！
と確信しておりますか？
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Ｈ

ローソクや乾パンの備蓄は大半のご家庭では

既に手配ずみと存じます。

事業主の皆様は、

自然災害、あるいはテロ等の人為的災害に、突然明日にでも見舞われたとき、

皆様の業務停止を、皆様の馴染みのお客様が我慢してくれる

期間は「何時間あるいは、何日」とお思いですか。

その期日内にお仕事を再開ができる自信はありますか。

この準備を今からしておくのが事業継続計画です。
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内閣府では5年間で中小企業の５０％にこの計画を

作ってもらうといっております。

来年度２００社を目標に皆さん協力して集中的に頑張りませんか。

この目標を達成すると日本一になり、安心してビジネスを任せられる
地域・企業群と全国的に、グローバルに有名になり

一躍皆様のビジネス機会も増大します。

今回のプロジェクトでは皆様に[わが社の安全安心宣言]をして頂くのが 大のポイントです。

目標達成の暁にはマスコミに大々的に取り上げてもらいましょう。
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異

Ⅱ．なぜ安心安全宣言なのか

町田商工会議所は「地域活性化」に「リスクマネジメント」

を取り入れるべく「元気平気笑顔プロジェクト」を20年21年と

推進してまいりました。

初級中級上級講座を開設し、延べ200事業所が受講致しました。

終年度にあたり、次のステップとしてこれを生かし

皆様200名の事業主様にご協力いただき、町田商工会議所として

日本全国に向かって
 

安全安心宣言
 

を発信いたします。
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異

皆様事業主様が
Ⅲ．安全安心宣言をお作りいただくメリット

皆様が安全安心宣言をお作り頂き、元気平気笑顔プロジェクトの
初級講座をｅラーニングでマスターされた暁には

１．町田商工会議所ホームページに掲載いたします。

２．中小企業庁ホームページに掲載されます。

３．BCP、リスクマネジメントに関する指導を受けられます。

以上まとめますと

貴事業所の
 
企業価値の向上

 
が図れます。
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異

たとえば

賞味期限厳守します！
○○農園と契約した無農薬野菜です！

お店としてセールストークとなる、普段お客様がなかなか
聞けない情報を前面に出します。

何よりも大切なのは出せるように努力してゆくことです。
それでお店の価値も上がります。

日々のお客様にとっては、まれにしか起きないリスクより、

日々安全安心を与えてくれたほうがありがたい。

プラスリスクの安全安心宣言！
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よくわからない 当社には必要なし

全国の中小企業（300人3億円未満）16000社に対するアンケート
町田で10人未満の小規模事業者７０％とすれば

町田の場合

 

業務繁忙で余裕なし

 

人材不足
はこの数倍になり,これを如何に克服するかでプロジェクトの成否は決まる

余裕なし 人材不足

Ⅳ．全国の中小企業がＢＣＰを作らない・作れない理由
出来る町田の体制

％

町田の解決策

 

解説DVD 作成が簡単

 

地域活性化に必要

 

協力体制
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危 機 管 理
リスク・マネジメント

ご参考http://p4web.net/vivid/machida_smile/open.html

町田版リスク・マネジメント

Ⅴ．元気平気笑顔プロジェクト
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BCP 
目標復旧期間・時間

•

 

事故・災害発生後の復旧期間により事業継続に大きな差が生まれる
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異

Ⅵ．元気平気笑顔プロジェクトから
日々価値を創造する安全安心宣言へ
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中小企業及び小規模事業の経営者は
・多忙
・コンプライアンス（法令順守等）・損失の危険管理･内部統制・
コーポレート・ガバナンス・CSR（企業の社会的責任）等の専門部隊

あるいは、委員会を作る余裕はない
・経営者・役員クラスの倫理観がリスク・マネジメントの頼り

ビジョン･経営理念･戦略をホームページで発信する

･一種の安全安心宣言
・身近なお客様にとって、まれにしか起きないリスクより、日々安心安全を
与えてくれたほうがありがたい

・お客様との間で相乗効果と信頼関係が期待できる

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
お忙しい皆様の場合　法令順守・コーポレートガバナンス・内部統制等

専門部隊あるいは、委員会を作る余裕など無いと存じます。

勢い経営者・役員クラスの倫理観に委ねる事になるのではないでしょうか。

そこで文章にして全国に宣言してしまえばそれが戒めにもなり、何よりも大きなセールストークにもなります。

その宣言先を身近なお客様にしておけば、身近なところでそれを見守って

貰え更に効果が倍増いたします。

皆様方の最大のステークホルダーである身近なお客様にとっては、まれに

しか起きないリスクより、日々安心安全を与えてくれたほうがありがたい

と存じます。お客様と皆様の間で相乗効果が期待できます。



異

Ⅶ．安全安心宣言

１．わが社の安全安心宣言
＊経営面の安全安心に対する考え方

（前向きな今後の姿勢を見せる）
＊お客様に積極的に自信を持ってご提供する安全・安心：

・賞味期限は厳守します

・○○農園の無農薬野菜です

２．生命の安全に対する姿勢

３．当社の概要

４．企業案内
住所氏名ＴＥＬ

 
問い合わせ先

 
ＵＲＬ：わが社のＢＣＰ
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異

Ⅷ．商工会議所ホームページ掲載分類

１．工業
２．商業
３．食品業（飲食も含む）
４．不動産
５．サービス業
６．建設業
７．士業
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異

Ⅸ．安全・安心宣言・わが社の事業継続計画・BCP 
作成の協力体制

下記の方々が会員の皆様の安全・安心宣言・BCPの作成をお手伝い
 します。

１．税理士会有志の先生方、

２．商工会議所で進めているリスク・マネジメント講座
（初級･中級・上級）を修了された方々

同窓会：サンドイッチクラブ

３．商工会議所経営指導員
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異

Ⅹ．タイムスケジュール

安全安心２００事業所創出プロジェクト

７月

 

10月
 

2月
 

3月

安全安心宣言

200社

商工会議所HPに掲載

「わが社の事業継続計画・BCP」作成し会議所・自社HPに掲載
200社完

マスコミ成果発表

ｅラーニングで
リスクマネージメント初級講座受講

町田商工会議所ＢＣＭ：
「安全安心宣言」簡易ＢＣＰ作成「わが社の事業継続計画・BCPをHPで宣言」

 

本格ＢＣＰ



異

ⅩⅠ．「安全安心宣言」
 
「わが社の事業継続計画・ＢＣＰ」

 
例

安全安心宣言

みず水
 

青果店

１．わが社の安全安心宣言
・無農薬野菜の町田農園と契約しております。

・青森の無農薬りんご農園より直接仕入れております。

・毎日お越しいただくお客様の財布を考えた値付けで皆様をお待ちしております。

２．生命の安全に対する姿勢
・無農薬、賞味期限厳守で毎日お見えになる顧客様の生命の安全には 大限の努力、

尚且つ細心の注意を払って商いを致しております。

３．当社の概要
・1990年創業、資本金500万、従業員３名

４．企業案内
・194-0013東京都町田市

 

代表取締役社長
電話：042-732- FAX：042-732-
mail：hik-xyz@mizu.co.jp 当店のBCP://www.mizu.co.jp
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異

安全安心宣言

株式会社ＡＢＣ

１．わが社の安全安心宣言
・ＩＳＯ、Ｇマーク取得･実践による日々の業務推進でお客様に安全・安心をお届けいたします。

・

２．生命の安全に対する姿勢
・当社システムをお使いいただいている顧客様の生命の安全には 大限の努力、尚且つ細心の注意

を払って開発しております。

３．当社の概要
・1990年創業、資本金5000万、従業員３０人

４．企業案内
・194-0013東京都町田市

 

代表取締役社長
電話：042-732- FAX：042-732-
mail：hik-xyz@abc.co.jp わが社のBCP://www.abc.co.jp
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異

株式会社Ｅ社

１．わが社の安全安心宣言
・常に新しく高い技術力を求め、独創的な,尚且つお客様が安心してお使い頂けるシステム、

安全な製品を世の中のニーズに合わせ開発・販売してゆきます。
・安全教育を旨とするA社様の教育システムをＡ社様と共同開発し日本一に輝き、経済産業大臣賞

を共同受賞した経験を日々の活動に生かしております。
・教育改革･業務効率改善・業務品質向上を即効支援するソフトウェアソリューションで経営の

安全安心に貢献いたします。

２．生命の安全に対する姿勢
・当社システムをお使いいただいている顧客様の生命の安全には 大限の努力、尚且つ細心の注意

を払って開発しております。

３．当社の概要
・2000年創業、資本金1400万、従業員13人

４．企業案内
・194-0013東京都町田市
電話：042-732-ｘｘｘｘ

 

FAX：042-732-ｘｘｘｘ
mail：meiji-shouwa@exxxx.co.jp わが社の事業継続計画:http://www.exxxx.co.jp

安全安心２００事業所創出プロジェクト

安全安心宣言



異

わが社の事業継続計画
株式会社E社

１．わが社の事業継続計画・BCP
・対象リスク

直下型地震、広域東海沖地震、風水害、延焼火災、電力障害、ガス・水道障害、パンでミック
インターネット網障害、有線･無線音声通信障害、自己原因火災、

・チェックリストに基づく被害状況の早急なる把握、及び復旧手段の応急、恒久対策策定
①物理的継続可能作業環境の被害（作業環境、コンピューター等設備類）
②配信サーバーなど配信サービスシステムの被害
③ＩＴ被害（ウイルス被害、ネットワーク障害、悪意による不正アクセス被害等）
④消失データー・損傷データーの被害

・普段の姿勢
お客様の大切な財産（配信用コンテンツ、受託開発中のソフトウエア、ハードウエアなど）
の損失を限りなくゼロにすべく、特に③ＩＴ被害には常時監視体制の姿勢でお客様に
安心して頂けるよう努力いたします。

・目標事業復旧時間は24時間といたします。

、２．生命の安全に対する姿勢
・パンデミック

 

：保健所その他信頼すべき情報・ご指導にもとづいた対処を致します。
・突発的なリスク－自然災害、インフラ被害等－に対しては

お客様・従業員の生命の安全･安心確保を 優先で対処させて頂きます。
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７業種の安全安心宣言・
わが社の事業継続計画作成例
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１．わが社の安全安心宣言
・世界的な超精密金属切削加工技術のマイスター集団です。
・防火、原子力発電では、定評があります。
・常に新しく高い技術力を求め、独創的な,尚且つお客様が安心して

お使い頂ける安全な製品を世の中のニーズに合わせ開発・販売
してゆきます。

２．生命の安全に対する姿勢
・当社システムをお使いいただいている顧客様の生命の安全には

大限の努力、尚且つ細心の注意を払って開発しております。

３．当社の概要
・2000年創業、資本金1400万、従業員13人

４．企業案内
・194‐0013東京都町田市
電話：042‐732‐ｘｘｘｘ

 

FAX：042‐732‐ｘｘｘｘ
mail：meiji‐shouwa@exxxx.co.jp

 

わが社のBCP:http://www.exxxx.co.jp
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１．工業
安全安心宣言

株式会社まちだA工業
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工業

わが社の事業継続計画
株式会社まちだA工業

１．わが社の事業継続計画・ＢＣＰ
・対象リスク

 
直下型地震

（１）従業員は、3日間地域活動をした後、交代制で勤務、自宅、地域活動の
ワーク･ライフ･バランスをとります。

（２）原材料は当面、他企業から代替調達します。
（３）震災発生から3日以内に状況判断をした上、できれば1ヶ月で全面復旧可

能と発信できるように準備します。
（４）この間、遠方の協力会社で代替生産できるように協定します。

、２．生命の安全に対する姿勢
お客様・従業員の生命の安全･安心確保を 優先で対処させて頂きます。
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１．わが社の安全安心宣言
・無農薬組合、特約畜産組合および特定漁業組合との産地直送契約で、

常に新鮮で、尚且つお客様が安心して召しあがれる太鼓判食料品ばかりです。

２．生命の安全に対する姿勢
・顧客様の生命・健康の安全には 大限の努力、尚且つ細心の注意

を払って営業しております。

３．当社の概要
・2000年創業、資本金1400万、従業員13人

４．企業案内
・194‐0013東京都町田市

 

代表取締役
電話：042‐732‐ｘｘｘｘ

 

FAX：042‐732‐ｘｘｘｘ
mail：meiji‐shouwa@exxxx.co.jp

 

わが社のBCP:http://www.exxxx.co.jp
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２．商業
安全安心宣言

株式会社まちだA食料品店
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商業
わが社の事業継続計画・BCP
株式会社まちだA食料品店

（１）地震後1週間以内に、電気が通じ自宅に戻った住民を
相手に仮営業を開始します。

（２）「店内整理手付かず」、「停電で生鮮品腐敗」というリス
クは回避する事業継続計画（ＢＣＰ）準備してあります。

（３）棚を固定済み、商品の散乱は小規模に抑えます。

（４）店主の自宅は、耐震補強済みですから１日も早く、開店
し、お役に立ちたいと思います。
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１．わが社の安全安心宣言
・産地表示、生産者表示を徹底しています。
・トレーサビリティで安全・安心を担保しています。
・お客様のニーズに合わせ、品ぞろえと販売をしてゆきます。

２．生命の安全に対する姿勢
・無農薬野菜の産地直送契約で、顧客様の生命の安全には 大限の努力、

尚且つ細心の注意を払って開発しております。

３．当社の概要
・2000年創業、資本金1400万、従業員13人

４．企業案内
・194‐0013東京都町田市
電話：042‐732‐ｘｘｘｘ

 

FAX：042‐732‐ｘｘｘｘ
mail：meiji‐shouwa@exxxx.co.jp

 

わが社のBCP:http://www.exxxx.co.jp
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３．食品産業(飲食も含む)
安全安心宣言

まちだB食品産業株式会社
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食品産業(飲食も含む) 
わが社の事業継続計画・BCP
株式会社まちだB食品産業

（１）地震で店舗が損傷した場合、数日後、復旧します。

（２）駐車場にテントを張って営業を再開します。

（３）保存が効く飲食料品や日用品を中心に販売します。

（４）地元住民の方々に安心してもらえるように、事業継
続計画（ＢＣＰ）に取り組んでいきます。



異

１．わが社の安全安心宣言
・我が社の経験から割り出したテナント身の安全チェックリストによる安全相談を提供し

ています。
・警視庁OBを含む専門家集団のバックアップのある安全相談です。

・物心両面で安全・安心のできる物件と物件情報を提供します。

２．生命の安全に対する姿勢
・当社相談とバックアップのシステムをお使いいただいている顧客様の生命の安全には

大限の努力、尚且つ細心の注意を払って開発しております。

３．当社の概要
・2000年創業、資本金1400万、従業員13人

４．企業案内
・194‐0013東京都町田市
電話：042‐732‐ｘｘｘｘ

 

FAX：042‐732‐ｘｘｘｘ
mail：meiji‐shouwa@exxxx.co.jp

 

わが社のBCP:http://www.exxxx.co.jp
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４．不動産業
安全安心宣言

町田の安心不動産株式会社



不動産業
 わが社の事業継続計画・BCP

 町田の安心不動産株式会社

Ａ
 

賃貸住宅業
安全安心のために
（１）耐震補強・免震情報を提供します。
（２）土壌汚染
（３）空室のリスク・賃料不払いのリスク・賃料増額のリスク
（４）周囲環境･犯罪リスク情報も提供します。

Ｂ
 

不動産売買業
賃貸マンションを購入することで発生する主な
リスクについて、３大リスク情報を提供します。
（１）

 
リスクその１：空室

（２）

 
リスクその２：家賃の低下

（３）

 
リスクその３：資産価値の低下
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異

１．わが社の安全安心宣言
・ICTにめちゃくちゃ強い、分かりやすい、親切確実サービスで、

お客様の安全・安心を担保します。
・お客様のニーズに合わせ、完全見える化で丁寧説明を徹底します。

２．生命の安全に対する姿勢

・顧客様の生命の安全には 大限の努力、

 
尚且つ細心の注意を払って

開発しております。

３．当社の概要
・2000年創業、資本金1400万、従業員13人

４．企業案内
・194‐0013東京都町田市
電話：042‐732‐ｘｘｘｘ

 

FAX：042‐732‐ｘｘｘｘ
mail：meiji‐shouwa@exxxx.co.jp

 

わが社のBCP:http://www.exxxx.co.jp
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５．サービス業

安全安心宣言
まちだはってんサービス株式会社



異
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サービス業
わが社の事業継続計画・BCP
まちだはってんサービス株式会社

理容業･美容業
（１）カット中に顧客の耳をハサミで傷つけることのない腕のよいプロフェッショナル

が揃っています。
（２）万一のときは、誠心誠意損害賠償責任を果たします。

清掃業
（１）ハウスクリーニング中、顧客の家財を壊してしまことのない腕のよいプロフェッショナル

 が揃っています。
（２）万一のときは、誠心誠意損害賠償責任を果たします。



異

１．わが社の安全安心宣言
・手抜き、偽装は全くありません。
・設計、施工、引き渡しまで、見える化をモットーに、納得説明

を重視いたします。
２．生命の安全に対する姿勢
・顧客様の生命の安全には 大限の努力、

 
尚且つ細心の注意を払って

開発

 
しております。

３．当社の概要
・2000年創業、資本金1400万、従業員13人

４．企業案内
・194‐0013東京都町田市
電話：042‐732‐ｘｘｘｘ

 

FAX：042‐732‐ｘｘｘｘ
mail：meiji‐shouwa@exxxx.co.jp

 

わが社のBCP:http://www.exxxx.co.jp
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６．建設業

安全安心宣言
まちだ希望建設株式会社



異
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建設業
わが社の事業継続計画・BCP 
まちだ希望建設株式会社

（１）手持ち資金で、従業員と臨時作業員の月給、資材の支払いを行う。

（２）組合内で応援要員、建設機械等の相互融通を行う。

（３）災害復旧工事等の業務を着実に受注する体制を整備しておく。

（４）
 

「事業再建の目処立たず、当面の間、従業員を解雇し、数ヶ月間
休業とか、 「復旧工事の引合いがあるが、手持現金がないため、
臨時作業員を集められない」というリスクを避けるため、手持ち現
金で必要な要員の人件費２か月分を準備する。



７．士業(税理士)
 安全安心宣言

 町田XYZ会計事務所

お客様の安全安心のために

１．企業秘密・個人情報の漏洩、守秘義務と名誉毀損（職業損害賠償責任）などに

 特に留意します。

２．士業本来の業務のほかに、取締役･監査役のリスク・マネジメントをサポートしま

 す。

３．少しの強みが３つあります。
（１）依頼人のデータのバックアップ･システムを完備しています。
（２）有資格者３名と７名のスタッフが、リスク・マネジメントと危機管理で著名なＸＹＺリ

 スク・マネジメント･コンサルタントと連携しています。
（３）同規模の士業リスク・マネジメント･コンサルタント会社３社と相互支援協定を結

 んでいます。
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士業(税理士)
 わが社の事業継続計画・BCP

 町田XYZ会計事務所

１．地震の際には８日目に業務再開を目標にしています。

２．依頼人との事前準備に努力します。

３．バックアップシステムを３重に準備中です。

安全安心２００事業所創出プロジェクト


	ｊｊ
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	Ｈ
	スライド番号 5
	異
	異
	異
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	BCP�目標復旧期間・時間
	異
	異
	異
	異
	異
	異
	異
	異
	異
	スライド番号 21
	異
	異
	異
	異
	異
	異
	異
	　不動産業�　わが社の事業継続計画・BCP�　　町田の安心不動産株式会社
	異
	異
	異
	異
	７．士業(税理士)�安全安心宣言�町田XYZ会計事務所
	士業(税理士)�わが社の事業継続計画・BCP�町田XYZ会計事務所

