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富士山ハザード統合マップ
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富士山火山防災対策協議会より
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富士山降灰の可能性マップ
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富士山火山防災対策協議会より
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降灰後土石流可能性マップ
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富士山火山防災対策協議会より
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溶岩流可能性マップ
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富士山火山防災対策協議会より
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南海トラフ巨大地震：震度分布
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神奈川県地震被害想定調査報告書より



神奈川県西部地震：震度分布
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神奈川県地震被害想定調査報告書より



神奈川県西部地震：液状化危険度
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神奈川県地震被害想定調査報告書より



神奈川県西部地震：津波の最大水位
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神奈川県地震被害想定調査報告書より



神奈川県西部地震：全壊棟数
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神奈川県地震被害想定調査報告書より



神奈川県西部地震：焼失棟数
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神奈川県地震被害想定調査報告書より



神奈川県西部地震：被害予想

13中小企業診断士 藤田千晴 13

震度 県西地域：震度６弱 小田原・真鶴：震度６強

液状化 小田原市の一部にて発生

津波 相模湾内：２～６ｍ 到達時間５～３０分

建物 全県で全壊が５千棟 半壊２万棟強

火災 全県で出火が１０件 焼失７１０棟

死傷者 死者８８０人 重症者１８０人
中等症者１７８０人 軽症者２６６０人

電気 全県で停電２０６万軒

ガス 都市ガス停止：４万５千戸 ＬＰ：９２０戸

上水道 発災直後断水人口：７万２千人強 復旧８日

道路 県西地域で１ヶ月程度の通行止め区間が発生

鉄道 当日中に復旧

神奈川県地震被害想定調査報告書より



国・県・自治体の防災関連計画の関連図
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神奈川県ホームページより



流域治水関連法案の改正 R3.4.28成立
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神奈川県ホームページより

1. 流域治水の計画・体制の強化

2. 氾濫をできるだけ防ぐための対策

3. 被害対象を減少させるための対策

4. 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



酒匂川流域治水プロジェクトの予定
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神奈川県ホームページより



線状降水帯について
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２０１４年頃から使われるようになった

明確な定義は無い、複数の積乱雲が列をなしているもの

現象そのものは昔からあった

気象庁は２０３０年までに１２時間前の予報を目標に

ハザードマップを確認しておく

データのバックアップをとっておく

土のう・水のうで浸水を防ぐ

リアルタイムの情報収集を怠らない

危険な場所に近づかない

早めの避難を心がける

機械設備や復旧用設備・機器を上層階に移動・保管する
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事業継続力の強化と復旧時間
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中小企業庁提供資料より



営業再開時期の遅れと取引先の減少
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中小企業庁提供資料より



事業継続力強化計画からのステップアップ
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中小企業庁提供資料より



発
災

対策の段階と計画の対象範囲

減災対策
(被害の軽減を
目的とした
事前の対策)

応急対策
(初動も含めた事業継続
のための一時的なもの)

復興対策
(新たな地域社会に対応
する恒久的なもの)事業所防災計画

ＢＣＰ
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事業継続力強化計画



ＢＣＰの３つのキーポイント
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③事業継続戦略の立案

経営資源／ＳＣをどう確保するか

②目標復旧時間：ＲＴＯ

いつまでに再開・復旧させるか

①中核事業

どの製品・サービス・顧客・事業所を



ＢＣＰの基本的構造
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中核事業：継続すべき重要な商品・サービス・顧客

事業継続戦略に基づいた事前・応急対策

目標復旧時間(RTO)内に復旧するための事業継続戦略

インシデントの想定／被害の想定

情報ヒト モノ カネ

社内

取引先 社会インフラ

社外 サプライチェーン



事業継続戦略の例

強力な減災対策を施し、そもそも被災しないように

事前対策はそこそこに、被災後に新たに手配・再構築

被災することを前提に、社内で設備等を二重化

自社の早期復旧はあきらめ、肩代わり先の他社を用意

同業他社（協組）同士で緊急時の相互支援協定の締結

経営資源の一部を外部委託に転換

経営統合、合併、買収等により経営資源を回復、拡充

事業の廃止（継続しない） → 新たな事業にシフト

※常に資金繰りを考慮すること

※複数の戦略をミックスするのも可
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事業継続力強化計画の作成手順
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以降、中小企業庁提供資料より



事業継続力強化計画の認定制度
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中小企業庁提供資料より



原因ではなく「結果どうなるか」の対策を
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中小企業庁提供資料より
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易しい計画で訓練を重ね文化として定着を

中小企業庁提供資料より
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中小機構 強靱化計画 ハンズオン支援
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小田原市防災協定団体協議会 ～小田原市の例として
・土木建設協同組合、管工事協同組合、電設協力会、
県西測量業連合会、環境緑化協会、建築事業協同組合

東京都中小建設業協会
・中小の建設業者、工務店の組合
・東京都と災害時の道路啓開について協定締結
・協会自身のＢＣＰを作成、訓練実施
・神奈川中小建設業協会等と相互支援に関する協定締結
・加盟する協会員相互、締結した他団体との連携を実現

全日本電気工事業工業組合連合会
・加盟する工業組合間での相互復旧支援協定を締結

福島県塙町～東京都練馬区春日本通り商店街
・災害時協力協定を締結し、相互に避難・受け入れ
・塙町の特産物を春日本通り商店街にて定期的に販売
・商店主および家族が塙町で避暑、キャンプを実施
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復興のための連携策①



お互い様ＢＣ連携ネットワーク
・（財）危機管理教育＆演習センターが支援する仕組み
・神奈川県メッキ工業組合と新潟県鍍金工業組合
・胎内高原ハウス（新潟）とジェイウォーター（熊本）
・他、多数協定事例あり
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復興のための連携策②

危機管理教育＆演習センターホームページより



地域住民の方々を主体とする復興協議会の結成
・住民、商店主、事業主など地域に関わる人すべて
・農協、漁協、自治体担当職員なども支援者として参加

復興を支援する専門家団体
・神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会

略称：かながわ災害士業ネット
・神奈川県と大規模災害時の相談業務の応援協定を締結
・被災者、地域住民、自治体などを多様に支援
・行政書士、司法書士、社会保険労務士、
土地家屋調査士、建築士、不動産鑑定士、税理士、
公認会計士、弁護士、中小企業診断士、技術士会、
社会福祉士の１２士業が参加
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復興のための連携策③
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連携による災害復興例

大船渡市碁石地区復興まちづくり協議会 他

災害復興まちづくり支援機構（東京の１７士業の団体）

有名大学の教授も参加
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連携による災害復興例

仮設店舗・工場等

高台移転先
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企業間連携の３パターン

中小企業庁提供資料より
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企業間連携実行時の対応・対策手順

中小企業庁提供資料より
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安心・安全な企業は、安心・安全な社会の礎です
今すぐにできるところから始めましょう

ご静聴、ありがとうございました

中小企業診断士 藤田千晴


