
 
 

 
 

行政の業務継続と地域社会における連携 

Continuity of Government Operations and Cooperation with Various 
Organizations in Local Community 

あらまし  

大地震，大規模水害，テロ，感染症などの大規模災害発生時にも，行政機能を継続させ

地域社会の迅速な復旧・復興を支える必要がある。中央防災会議では，首都直下地震で想定

される経済被害額は112兆円に及び，我が国の存続さえも脅かす規模になると想定している。

この経済被害を軽減するためには，行政による公的な災害対策に加え，民間企業の自助努力

による事業継続性の確保が不可欠である。 
本稿では，地域社会の防災力向上に向けて，行政自身がいかに取り組むべきかを，中央

省庁や自治体での先行事例を踏まえて紹介する。また，ライフライン企業や金融機関，地域

の大手企業なども含めた様々な組織と地域社会でいかに連携すべきかについて提言し，戦

略・計画策定時のポイントや定着化に向けたマネジメント支援について述べる。 

Abstract 

In the event of a major earthquake, extensive flooding, act of terrorism, or pandemic of 
infectious disease, government administrative agencies must continue working for rapid 
restoration and recovery in the stricken area.  Japan’s Central Disaster Prevention Council 
estimates that the damage caused by a powerful earthquake striking the Tokyo metropolitan 
area would total 112 trillion yen and threaten the nation’s existence.  It is therefore 
essential for administrative agencies to implement public measures against such large-scale 
disasters, and for private companies to continue business activities by themselves.  This 
paper introduces how administrative agencies in the central and local governments should 
cope with disasters.  It also proposes how administrative agencies should work in local 
communities through closer cooperation with various organizations including companies 
providing essential services, financial institutions, and major local companies.  Finally, this 
paper discusses the points of devising a strategy and plan for dealing with disasters, and the 
management support necessary for implementation. 
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ま え が き 

 首都直下・東海・東南海・南海地震などの大規模

地震や，都市部での大規模水害といった自然災害，

火災・事故・テロなどの人的災害，急激な感染拡大

（パンデミック）が懸念される新型インフルエンザ

など，その種類と発生時のインパクトは，ともに拡

大の一途をたどっている。これらは，いつ起こるか

分からない事象ではなく，いつか必ず起こる事象と

して認識すべきである。 
 一方，中央防災会議では，首都直下地震が発生し

た場合の経済被害は総額112兆円，東海・東南海・

南海地震では同時発生時に総額81兆円と，地域社

会あるいは我が国の存続さえも脅かす規模になると

想定している。これら経済被害を軽減するためには，

行政による公的な災害対策に加え，民間企業の自助

努力による対策が不可欠である。中央防災会議では，

2016年までに首都直下地震による経済被害を40％
減の総額72兆円とすることを目標に掲げている。

そのため，すべての大企業と過半数の中堅企業が，

事業継続に向けての計画を策定することを目標とし

ている。 
 これまでも行政は地域住民の生命財産を守るため

の様々な施策を行っているが，これからは地域経済

を守るとの視点での施策にも期待したい。 
 本稿では，地域社会の防災力向上に向けて，行政

自身がいかに取り組むべきか，さらにライフライン

企業や金融機関，地域の大手企業なども含め，地域

社会でいかに連携すべきか，戦略・計画策定時のポ

イントや定着化に向けたマネジメント支援について

述べる。 

事業継続マネジメント 

 事業継続のためのマネジメント手法について以下

に紹介する。 
● 事業継続計画と事業継続マネジメント 
 不測の事態発生時にも，必要な時間内に再開・継

続するために必要な対策や行動計画をあらかじめ定

め文書化したものが，事業継続計画（BCP：

Business Continuity Plan）である。また，BCPに
おいて定められた対策を実施していくためには，教

育・訓練を確実に実行・評価し，BCPを継続的に

改善し維持管理していくことが必要となる。この管

理プロセスが，事業継続マネジメント（BCM：

Business Continuity Management）である。 
 なお，行政機関の継続性においては，営利目的を

イメージさせる事業（Business）の語を用いず，

業務継続（COOP：Continuity of Operation）と

呼ぶこともある。 
● 富士通の提案するBCM標準モデル 
 富士通は，社会インフラの一翼を担う情報システ

ムベンダとして，またグローバルなサプライチェー

ンに参加する製造業として，BCMに2004年から取

り組んでいる。(1) 富士通では，自社での実践をリファ

レンスに，BCMを図-1のようにFBCMM（Fujitsu 
Business Continuity Management Model）として

標準化している。これは管理フェーズを，BCM推

進体制整備・ビジネス影響度分析・リスク分析によ

る必要な対策戦略の抽出までの「戦略策定フェー

ズ」と，戦略決定を前提とした復旧手順書作成・対

策実施・教育訓練・評価改善の「実施運用フェー

ズ」に大別し，これら全体をPDCAサイクルにより

マネジメントするモデルである。 
 BCP策定に当たっては，まず中核事業や基幹業

務を復旧させる目標時間（RTO：Recovery Time 
Objective）を設定する。つぎに現時点で不測の事

態が発生したと仮定した場合の復旧に要する時間

（RTC：Recovery Time Capability）を求める。さ

らに，RTOとRTCとの間のギャップを分析した上

で，ギャップ解消の対策を事業の重要度や復旧優先

度に応じて決定し明文化することが，BCP策定の

本質となる。 
● BCMの基本要件 
 BCMの基本要件は，米国DRII（Disaster Recovery 
Institute International ） と 英 国 BCI （ The 
Business Continuity Institute）が合意し，2003年
に示した次の10要素(2),(3)が基本とされている。 
・BCMプロジェクトの導入と経営者の承認 
・リスク評価とコントロール 
・事業影響度分析（BIA） 
・事業継続戦略の検討と策定 
・緊急対応策の検討と策定 
・BCPの作成と手配 
・啓発・訓練プログラムの作成 
・BCPの更新と訓練の実施 
・危機広報の検討 
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BCM推進
体制整備

・経営者承認

・体制整備

・予算化

・実行計画策定

・現状調査 ギャップ
分析

ビジネス影響度分析

・事業環境調査
・重要業務の洗い出し
・目標復旧時間の決定

リスク分析

・各拠点におけるリスク分析
（可能性・ダメージ）

・リスク発生時の復旧時間調査
・ボトルネック分析

必
要
な
対
策
お
よ
び
復
旧
方
法
の
決
定

復旧手順書作成

・緊急対応計画書

・ビジネス復旧計画書

・ＩＴ復旧計画書

対策の実施

・耐震措置

・予備オフィス確保

・システムバックアップ

・対策融資契約

・そのほか

評価改善

・訓練評価結果反映

・事業環境変化反映

・定期的な見直し

（1年以内）

・経営者承認

・計画書差替え

・改定内容の周知

教育訓練

・従業員教育

・災害発生演習

・システム復旧テスト

・総合訓練

・危機広報訓練

・社内専門家育成

復旧目標の設定と対策の調査 計画書の作成と対策および訓練の実施

戦略策定フェーズ 実施運用フェーズ

 
図-1 富士通の提案するBCM標準モデル 

Fig.1-BCM standard model proposed by Fujitsu. 
 

・外部機関との調整 

国内外における動向 

 BCMに関する国内外の標準化などに向けての動

向を以下に紹介する。 
● 海外における標準化動向 
 海外では欧米を中心に標準化・規格化が進められ

ている。古くは米国ANSI/NFPA1600（1993年）

に始まり，英国ではPAS56（2003年）をベースに，

BS25999が制定された。BS25999は2部構成であり，

BS25999-1（2006年）は，BCMのガイドラインと

して，プロセス，原則，用語，包括的な管理策など

が示されている。一方BS25999-2（2007年）は事

業継続のマネジメントシステムを詳述しており，第

三者認証を含んだ基準が示されている。2008年前

半にはBS25999に基づく認証が開始される模様で

ある。 
 ISOでの規格化もTC223/WG1で進められており，

2009年には標準規格が発行されると見込まれる。 
● 国内の民間企業向けのガイドライン 
 国内では，民間企業のBCP策定のためのガイド

ラインが2005年から2006年に中央省庁から示され

ている。経済産業省の事業継続計画策定ガイドライ

ン（2005年3月），内閣府の事業継続ガイドライン

（2005年8月），中小企業庁の中小企業BCP策定運用

指針（2006年2月）などである。 

● 行政の業務継続に対するガイドライン 
 行政の自組織の業務継続に対しては，2005年9月
に中央防災会議で決定された首都直下地震対策大綱(4)

において，首都中枢機能の継続性として対応方針が

示されたのが 初である。首都中枢機能は，とくに

発災後3日間程度の応急対策活動期においても，途

絶することなく，継続性が確保されることが求めら

れるとされている。また，中央省庁のうち災害対策

実施部局などは，発災直後から通信連絡手段が継続

的に確保され，非常参集の連絡，危機管理センター

での必要な情報の集約およびリアルタイムの情報共

有ができることとし，おおむね2時間以内に緊急災

害対策本部などを開設するとしている。 
 その後，国土交通省が自身の取組みを「安全・安

心のためのソフト対策推進大綱(5)」として2006年6
月に公表している。2007年6月には，内閣府が中央

省庁業務継続ガイドライン(6)を発表し各省庁の年度

内のBCP策定を促すとともに，先行して検討を進

めていた国土交通省は業務継続計画(7)を公表した。 
 内閣府の中央省庁業務継続ガイドラインでは，発

災後，直ちに災害応急対策業務を開始するとともに，

被災状況に応じて復旧・復興業務のうち速やかな実

施が必要となる業務に着手すべきとしている。また，

一定範囲の通常業務はその継続が強く求められると

している。これらの方針に基づき，各省庁において

業務継続計画の策定作業が進められている。さらに
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総務省では，自治体に向けたBCP策定手引きの作

成を進めている。 

行政における業務継続の戦略策定 

 BCP策定では，優先して復旧すべき業務に対す

るRTOを設定し，つぎにリスク環境に応じたRTC
を求める。さらに両者のギャップ解消を図る対策を

決定し明文化する。以下では，この策定の流れに

沿って行政における業務継続計画策定のポイントを

紹介する。 
● 非常時優先業務とRTO 
 中央省庁業務継続ガイドラインでは，不測の事態

発生時に優先すべき業務を非常時優先業務（図-2）
と定義している。非常時優先業務は，発災後に新た

に開始する応急業務と，通常業務の中で業務継続の

優先度が高いもので構成される。 
 応急業務は災害対策基本法に基づく防災業務計画

（自治体においては地域防災計画）による災害応急

業務や，早期に実施すべき災害復旧・復興業務であ

り，防災対策として計画されてきたものである。1
時間で災害情報を公表し，3時間で緊急災害対策本

部を設置の上，大臣会見で対処方針を公表するなど，

目標とすべき開始時間をRTOとして定めることと

なる。 
 通常業務は，業務継続の優先度により仕分けられ

る。一般に人命にかかわる事項を 優先とし，数時

間以内のRTOの設定が基本となる。つぎに財産・

権利の保全を優先させ1日から1週間程度のRTOを

設定する。事業許認可など一定期間業務が停止して

も社会的影響の小さい業務については，災害発生直

後は積極的に抑制し，そのためのリソースを優先す

べき業務に割り振る。 
● リスク分析と現状のRTC 
 リスク分析は，被害発生の原因となる事象に対す

る現状のぜい弱性（対策が不十分な状況）を評価し，

その結果として，原因事象発生時の被害を想定する

作業である。「リスク要因×ぜい弱性＝被害想定」

といった関係が成り立つ。 
 つぎに，リスク要因発生時の業務プロセスおよび

主要リソースへの影響度合いから，現状のRTCを

想定する。この過程で，RTO達成に影響を与える

リソース（ボトルネックリソース）を抽出する。 
 なお，リスク要因には，多くのリソースに壊滅的

なダメージを与える大規模な地震，水害，テロや，

特定のリソースにだけダメージを与えるものなど

様々なものがあるが，拠点の場所と，そこに発生す

る確率の高いリスク要因が何かを整理した上で，対

象を絞り込む必要がある。例えば，新型インフルエ

ンザは，WHOが定めるフェーズ6のパンデミック

期（人と人との間での感染爆発）は 悪2箇月程度

続くと言われている。その間は人の移動が規制され

業務に必要な人材が集まらない事態となってしまう。

これらについても考慮しておくべきである。 
● 業務継続のための対策立案 
 RTOとRTCのギャップから，必要な対策戦略オ

プションを抽出し，投資対効果分析により，必要な

対策戦略を組織幹部の承認により決定する。 
 例えば図-3は，情報通信システムに関する強化策

を，縦軸に対策効果，横軸に必要な投資額として

マッピングしたものである。このように対策を整理

し，その候補の中から，必要な対策，および実施時

期を選択するとよい。 
 

早期実施の復旧業務

それ以外の復旧・復興業務

優先度の低い通常業務

優先度の高い通常業務

災害応急対策業務

非
常
時
優
先
業
務

応
急
業
務

通常業務

復旧・復興業務  
図-2 業務の仕分け 

Fig.2-Classification of administrative operations. 

● 業務継続計画のドキュメント化 
 策定した戦略に基づき，発災時の行動計画，教育

訓練計画，各計画の管理，メンテナンス計画を詳細

に策定しドキュメント化する。従来，整備している

防災業務計画や地域防災計画を生かして，不足して

いた部分を補う形でドキュメント化すればよい。 
● 定着化に向けた教育・訓練と定期的な見直し 
 策定した業務継続計画を実効性の高いものとして

いくには，関係者の理解，役割認識の徹底，実施対

策の検証，計画の問題点抽出を目的とした教育およ

び訓練の実施，あらかじめ定められた計画に基づく

定期的な見直しが必要である。 
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対
策
効
果

大

中

小

　　　　　　　　

大 中 小

対策投資コストレンジ

対策検討非対象

対策優先検討バックアップ
手順書策定

バックアップセンタ構築

短期的対策群

サーバ2重化

ネットワーク2重化

自家発電装置導入

サーバ移設

中長期的対策群

重要データリモート
バックアップ

安否確認システム導入

緊急連絡網整備

テスト訓練実施

中

 
図-3 情報通信システムに関する強化策例 

Fig.3-Measures for strengthening ICT system. 
 

地域社会で連携したBCM定着化 

 自治体での取組みは，自身の業務継続計画にとど

まらず，地域の企業防災力の向上に向けての支援策

を含めている場合が多い。 
● 自治体によるBCM定着化支援 
 東京都は，地域防災計画を2007年5月に修正して，

その中で都の業務継続計画の策定，市区町村への策

定支援に加え，事業者のBCP策定を推進するとし

ている。愛知県は，第2次あいち地震対策アクショ

ンプランを2006年12月に策定して，その中で企業

防災の推進として，中小企業のBCP策定の推進と

中小企業向け融資制度の充実を図るとしている。 
 徳島県では，企業防災ガイドライン(8)として，地

域の企業に向けて，BCPの作成・運用に向けた取

組みの解説書を公開している。この解説書は，基礎

になる防災対策の実施から始め，簡略BCPの策定，

本格的なBCPへとステップアップしていく方式で，

中小企業でも取り組みやすいものとなっている。 
● 地域の金融機関が中心となったBCM定着化

支援 
 金融機関による事業継続に対する支援の例として

は，日本政策投資銀行による防災対応促進事業（防

災格付）融資制度がある。この制度は，内閣府の自

己評価項目表に基づいて企業の取組みを評価し，評

価結果に基づき金利を優遇する融資制度である。 
 地方銀行が，地域の企業を対象にBCM定着化に

向けての支援を行う取組みを始めている。地方銀行

は，地域の企業に対して事業継続の対策の進展具合

に関するアセスメントを行い，その診断結果に応じ

た対策を推奨する。地域企業がその対策案を採用す

ると，優遇金利による整備資金の貸付を行う取組み

である（図-4）。 
 富士通も地方銀行に対するアセスメントに関する

ノウハウの提供，地域の企業に対する対策ソリュー

ションの提供などを通じて，この取組みに参画して

いる。 
● 地域社会で連携したBCMの展開 
 前節までに示したように，自治体や金融機関によ

るBCP策定やBCM定着化に向けた支援策をはじめ，

地域の企業防災力の向上に向けて様々な組織が連携

していくべきである（図-5）。 
 大規模災害など不測の事態発生時には，災害に関

する詳細な状況やライフラインの復旧見込みなどの

情報収集が，事業継続に向けての活動方針を決める

上で不可欠である。災害被害を軽減することを目的

とした情報共有の仕組みづくりは，内閣府の防災情

報共有プラットフォーム，防災科学技術研究所の減

災情報共有プラットフォームなどをはじめ国内で

様々な検討が精力的に行われている。(9) 一般に情報共

有の範囲は，国の出先機関，自治体などの指定行政
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BCMノウハウの提供
・事業継続性診断ツール提供

・行員向け教育訓練の実施

・銀行顧客向けセミナー実施

対策ソリューションの提供
・BCP策定講座

・BCP策定コンサルティング

・安否確認サービス

・バックアップサービス など

地域企業地域企業

ローン商品提供
・診断結果に応じて対策を推奨
・対策投資用・低金利融資商品の提供

富士通富士通

地方銀行地方銀行

 
図-4 地域の金融機関が中心となったBCM定着化支援 

Fig.4-Activities of local financial institutions to promote business continuity. 
 

 
図-5 地域社会で連携したBCM定着化 

Fig.5-Cooperation of various organizations to promote business continuity in local area. 
 

機関，ライフライン，報道メディアなどの指定防災

機関までとされている。この範囲を地域の民間企業

まで含むものとして展開することは，地域の企業防

災力向上に大変有用である。 
 また，商工会議所などの地域の経済団体には，教

育やセミナーなどの機会を通じたノウハウの提供，

専門家の紹介などによる取組みへの支援などの機能

を期待したい。 
● 地域経済全体のBCM 
 2007年7月の新潟県中越沖地震では，代替性の低

い部品を製造している自動車部品メーカが被災し操

業停止に陥ったことにより，数日で国内の自動車組

立てメーカのすべてが操業停止に至るという事態が

発生した。一企業の被害が，サプライチェーンによ

り多くの企業に波及していくことを再認識させた事

例であった。 
 経済被害を減ずるためには，個々の企業に閉じた

対策だけでは不十分であり，製品やサービスの供給

停止によるダメージが次々に波及していくことを考

慮することが不可欠である。地域経済を総体でとら

え，主要な企業や産業の活動停止が地域経済に与え

る影響度を分析し，復旧に向けてボトルネックにな

るような企業が存在しないかを洗い出し，地域の経

済被害を減ずるために効果的な対策を見出すといっ

たことが必要である。 
 図-6に示すように，事前の警報伝達や避難指示，

発災後の初動・応急活動として救命救急や避難所運

営，さらには復旧・復興時の様々な支援策などを，

自治体は地域防災計画として従前より整備している。

しかし，これらは主に住民の生命財産を守る視点で
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の施策であり，地域経済を守るという部分について

はほとんど手付かずである。 

 

守る対象
事前～
初動・応急段階フェーズ

復旧・復興フェーズ

地域の住民

地域経済

警報伝達，
避難指示，
救命救助，消火，
医療，避難所，
救援物資，・・・

ライフライン復旧
緊急融資
仮設住宅

従来より，地域防災計画として対策実施

地域経済にどのような影響を与える？
復旧に向けてのボトルネックは？
経済被害を抑える効果的な対策は？

手付かずの領域

図-6 地域経済を守るための施策 
Fig.6-Measures to protect regional economy. 

 地域経済を守るために国や自治体など行政に期待

したいことは多岐に及ぶ。産業・企業のダメージが

地域経済に与える影響を把握し，どこに重点的な対

策を実施するべきかを，まずは整理すべきである。

さらに，各企業の対策状況を評価するための基準や，

対策コストを誰がどこまで負担すべきかといったガ

イドラインの策定が求められる。また，対策への優

遇税制など制度面・費用面での支援策，隣県や姉妹

都市などと連携した対策オプションの創出などは，

行政ならではの役割である。 

● BCP策定，BCM定着化の効果 
 BCPを策定すること，BCMを定着化させること

は，図-7に示すような4＋2の見える化を行うことに

ほかならない。事業の継続性確保を目的とするが，

終的には組織運営や経営上の課題解決に向けた戦

略立案を行うこととなる。 
 BCP策定に向けた戦略策定フェーズでは，重要

事業や事業の優先度の分析から始まり，各事業がど

のような業務プロセスで構成されているか，さらに

どのようなリソースに支えられているかの見える化

を行う。また，業務プロセス間，あるいは業務プロ

セスとリソースとの間の依存関係や順序性の見える

化を行う。 
 BCMを定着化させる実施運用フェーズでは，

PDCAサイクルを回す間に，リソースの偏りやぜい

弱性といった組織運営や経営上の課題を見える化し，

それらの是正は，組織運営や経営上の戦略の見える

化を行うこととなる。 

む  す  び 

 事業継続マネジメントの概要，行政で業務継続に

取り組む上でのポイント，地域社会で連携して防災

力を向上させる展開について紹介した。 
 事業継続マネジメントは，組織運営や経営上の課

題を見出し，解決に向けた戦略立案を導く管理手法

である。組織の内部に向けての視点に加え，サプラ

イチェーンや地域社会の中で，自分の組織はどのよ

 

4＋2の見える化

事業の見える化
・事業環境
・重要業務
・優先順位

プロセスの見える化
・業務プロセス
・サプライチェーン

リソースの見える化
・人
・ファシリティ
・資金
・情報システム

プロセスとリソース
関係性の見える化

・プロセスのリソース依存度
・ボトルネック明確化

課題の見える化
・リソース偏り
・パフォーマンス低下
・過大なリスクエクスポージャ

事業継続マネジメント

戦略の見える化
・リソースの 適化
・リスクの可視化
・企業価値評価の高度化

 
図-7 事業継続マネジメントによる4＋2の見える化 

Fig.7-Visualization of “4+2” by BCM. 
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うな位置付けにあり，災害時に求められる役割は何

かといった，組織の外に向けた視点もマネジメント

を進める上で重要である。 
 個々の組織における事業継続マネジメントが，地

域社会全体が抱える課題の見える化や，その改善に

向けての戦略の見える化へと展開し，地域社会さら

には国そのものが強靭
じん

になることを期待したい。 
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