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2014 年 2 月 24 日 

「BCM 体制レベル向上支援訓練コンサルティングサービス」の提供開始 

 
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、以下「損保ジャパン

日本興亜リスク」、代表取締役社長：石川 秀洋）は、3 月 3 日から「BCM（*1）体制レベル向

上支援訓練コンサルティングサービス（以下「本サービス」）の提供を開始します。 

*1 BCP（Business Continuity Plan、事業継続計画：災害等の突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業
を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画）の教育・訓
練などの平時のマネジメント活動。Business Continuity Management（事業継続マネジメント）の略。 

1. 背景 

国内外で発生した自然災害等を契機として、多くの企業では、危機管理担当者が中心となり、

BCM の取組みを進めています。 
しかし、東日本大震災以降、お客さま企業からは、「経営層が積極的に課題を解決する機会が

多くない。」、「現地の危機管理担当者を育成できず、全国各地の事業所の危機管理のレベルが向

上しない。」、「危機対応チームの組織力がない。」、「事業所間の情報が共有できていない。」など、

全社的な BCM のレベル向上に関するお悩みの声が損保ジャパン日本興亜リスクへ寄せられてい

ます。 
東日本大震災後の 2012 年 3 月に内閣府防災担当から公表された『企業の事業継続の取組に関

する実態調査―過去からの推移と東日本大震災の事業継続への影響―』によると、BCM につい

て企業が不足している人材として、「教育・訓練を企画・実践できる教育能力」が最も多く挙げ

られ、BCP 策定時の課題としては、「部署間の連携」が多く挙げられています。また、内閣府防

災担当にて 2013 年 8 月に改定・公表された『事業継続ガイドライン―あらゆる危機的事象を乗

り越えるための戦略と対応―』では、「経営者の関与」や「教育・訓練」を特に重要視していま

す。 
これらの現状を踏まえ、損保ジャパン日本興亜リスクでは、2005 年から提供している BCM の

訓練コンサルティングサービスで培ったノウハウをもとに、本サービスの提供を開始すること

としました。 

2. 本サービスの概要 

本サービスでは、企業の全社的な BCM 体制のレベル向上につながるよう、「A．経営層への動

機付け」、「B．危機管理担当者の育成」、「C．部門・事業所の一体化」に着目し、4 つのメニュー

を開発しました。 

（1）内容（メニュー） 
・A．経営層への動機付け 

「経営層とともに事業継続の実効性を高める訓練コンサルティング」（別紙 1 参照） 
・B．危機管理担当者の育成 

「①危機管理担当者育成コンサルティング」（別紙 2 参照） 
「②危機管理を題材としたチーム・ビルディング研修会」（別紙 3 参照） 

・C．部門・事業所の一体化 
「全社的な事業継続対応を目指した事業所連携訓練コンサルティング」 
（別紙 4 参照） 
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（2）費用・期間 
訓練の規模や対象により異なります（詳細は、別紙 1～4 をご参照ください）。 

3. 受注目標 

年間 40 件、8,000 万円の受注を目指します。 

4. 今後の展開 

損保ジャパン日本興亜リスクは、お客さまが抱えている BCM の強化に関するお悩みや課題に応え

られるよう、本サービスを含めた BCM のコンサルティングサービスを提供してまいります。 

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメントについて 

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社は、株式会社損害保険ジャパンと日本興亜損害保険株式会社

を中核会社とする NKSJ グループのリスクコンサルティング会社です。 

全社的リスクマネジメント（ERM）、事業継続（BCM・BCP）、火災・爆発事故、自然災害、CSR・環境、セキュ

リティ、製造物責任（PL）、労働災害、医療・介護安全および自動車事故防止などに関するコンサルティング・

サービスを提供しています。詳しくは、損保ジャパン日本興亜リスクマネジメントのウェブサイト

（http://www.sjnk-rm.co.jp/）をご覧ください。 

サービス内容に関するお問い合わせ先 

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 
リスクコンサルティング事業本部コンサルティング部［担当：石井、末岡］ 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル 
TEL：03-3349-4225（直通） 

報道機関の方からのお問い合わせ先 

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 
経営企画部［担当：田所］ 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル 
TEL：03-3349-3500（直通） 
 

以上 
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＜別紙 1：Ａ．経営層とともに事業継続の実効性を高める訓練コンサルティング＞ 

目的 

本コンサルティングを経営層が体験することで、経営層が、危機時におけ

る自社の対応の流れを理解でき、自らの役割も認識することができます。そ

の中で、「相談事項」という形でＢＣＭに関する自社の課題を経営層と議論

することができ、会社としての対応方針が明確となります。さらには、経営

層がＢＣＭに関する取組みに興味を持ち、積極的に関与する契機となりま

す。 

内容 

・ 大規模地震等の危機への対応を想定したシナリオに沿って、危機管理担

当者が経営層に対し報告・相談していきます。 

・ その報告のうち、「相談事項」に対しては、一定時間を設け、対応方針を

経営層が検討し、事務局になんらかの指示を出していただきます。 

・ 訓練後の講評では、東日本大震災を乗り越えた企業の経営層の対応事例

やポイントを損保ジャパン日本興亜リスクから紹介します。 

危機対策本部［経営層］
Ａ社長［本部長］
Ｂ副社長［副本部長］
Ｃ常務［対策本部員］
・・・・

危機対策本部［事務局］
経営企画部
総務部、人事部
（関係部門）
・・・・

①シナリオに基づく報告

②「相談事項」に対し、
なんらかの方針を指示

状況把握

相談事項

報告受

損保ジャパン日本興亜リスク

記録
評価
議論の調整

11：30

(38)

  2013/7/26（金）［4日目］

被災課支社の代替オフィスの設置

報告受

被害が大きく閉店していたＸＸ支社、ＹＹ支社、およびＺＺ支
社は支店長判断にて、それぞれＡ支社、Ｂ支店、Ｃ支店内に
代替オフィスを設置した。
支社長をはじめ一部の総合職が出勤している。12：00

(28)

  2013/7/25（木）［3日目］

トップメッセージの発信

相談

全社に向けた、社長メッセージ第1報を発信する必要がある
が、どのような内容にすべきか、事務局より相談。
被災地の職員は見ることはできないかもしれないが、ノーツ、
にこねっとでの発信を考えている。

社長自らの言葉で表現したほうが、社員に響くと思います。

16：45

(4)

   2013/7/23（火）［当日］

危機対策本部事務局室の設置

状況把握

対策本部事務局（企画部門）を中心とした対策本部実務者
が○階、○階危機対策本部事務局室に駆けつける。

対象 

・ 経営層の理解をなかなか得ることができないものの、大規模地震等の際

のＢＣＭに関して、経営層とともに進めていきたい企業。 

・ ＢＣＭの必要性および現状とこれらの取組みにかかる労力を経営層に認

識してもらいたい企業。 

費用（税抜） ・ 250 万円～ 

期間 ・ ３ヶ月～（企画を含む） 
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＜別紙 2：Ｂ-①．危機管理担当者育成コンサルティング＞ 

目的 

多くの企業では、危機管理部門（もしくは担当部門）は本社にあり、本社

の危機管理に関する取組みは進めているものの、全国にある事業所の危機管

理までは手が回っていない実態があります。また、事業所ごと（部門やグルー

プ会社も含む）に配置された危機管理担当者自身の危機管理に関するスキル

を高める取組みも進んでいないのが現状です。本コンサルティングでは、危

機管理担当者が段階的に危機対応力を身に付ける、さらには、効果的な訓練

を企画・実施する技量を身につけていただきます。 

内容 

・ 本コンサルティングの教育プログラムでは、知識の習得からはじまり、

対応力の習得、危機管理担当者の育成方法、組織の育成と進めていきま

す。 

・ 危機管理担当者育成の段階では、訓練の経験のない方でも効果的な訓練

が企画・実施することができるようになる演習付きの研修会を開催しま

す。 

・ なお、このプログラム作りでは、既存の危機対応マニュアルやＢＣＰを

用いたり、業種・業態に応じた演習を組み込んだりします。そのため、

一般論に留まらず、貴社の事業継続体制の向上につなげていきます。 

組織の育成個人の育成対応力の習得知識の習得

マニュアル類の整備、
イメージ力の習得
地域のリスク把握
危機管理に関する
知識習得

過去震災時の教訓
理解

リソースの配分力習
得

意思決定力の習得
情報処理能力の習
得

座学の受講 訓練への参加

様々な訓練を企画、
実施、評価する技量
の習得

訓練企画力養成研修

への参加

サプライヤー連携訓
練の企画・運営・評
価
調整力の習得
グループ内での関係
作り

各種会合

への参加

対象 
・ 事業所や本社部門の危機管理やＢＣＭに全く着手できていない企業。 

・ 事業所にて、避難訓練など形式的な訓練を実施している企業。 

費用（税抜） ・ 300 万円～ 

期間 ・ ６ヶ月～（企画を含む） 
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＜別紙 3：Ｂ-②．危機管理を題材としたチーム・ビルディング研修会＞ 

目的 

危機対応は平時の部門、役職にとらわれずにチームを編成し対応する場面

があるため、若手がリーダーになることや初対面同士でグループを編成する

ことがあります。本研修会はグループワークで進めていくため、身につけた

リーダーシップやチームワークは、危機対応で効果を発揮することができま

す。さらには、普段の仕事場におけるチーム活性化も期待できます。 

内容 

・ 危機管理やチーム・ビルディングに関する概念を座学形式で学びます。

・ その後、即席で５人～６人のチームを編成し、大規模地震等のシナリオ

に沿った演習や訓練を体験し、チームとしての結束力、対応力を体得し

ます。 

本社＠東京

仙台店＠宮城県 横浜店＠神奈川県
グループ横断の
ディスカッション

即席チームを編成し
本社役を演じる

即席チームを編成し
被災していない店舗役を演じる

即席チームを編成し
被災した店舗役を演じる

グループ横断の
ディスカッション
グループ横断の
ディスカッション

グループとしての方針
リーダーからのメッセージ

 

対象 

・ 部門横断の危機対応チームを編成したものの、まずどのような取組みを

すべきか悩んでいる企業。 

・ 夜間・休日の地震発生への対応など、参集できた人材で危機対応チーム

を編成することを想定している企業。 

・ ２交代制やローテーション勤務を採用しており、その場にいる人材で流

動的に危機対応チームを編成する企業。 

・ ショッピングモールや工業団地など、企業・組織横断で危機対応チーム

を編成する団体。 

費用（税抜） ・ 30 万円～ 

期間 ・ ２ヶ月～（企画を含む） 
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＜別紙 4：Ｃ．全社的な事業継続対応を目指した事業所連携訓練コンサルティング＞ 

目的 

生産工場や店舗など、多くの事業所を抱える企業では、大規模地震時における

情報共有のルールが明確に定まっていないことがあります。東日本大震災時にお

いても多くの企業で被災事業所の状況把握に労力がかかっています。本コンサル

ティングでは、大規模地震時における事業所との情報共有のルール、本社での意

思決定、速やかな情報伝達を訓練にて検証することにより、全社的かつ円滑に危

機対応する組織作りを支援します。 

内容 

・ 大規模地震にて事業所が被災した場合のルール（経路、手段、内容、タイミ

ング）を策定します。 

・ ルールの例として、被災地域に含まれる事業所から、本社へ被害状況等を報

告します。その後、本社にて、自社の被害状況、顧客の被害状況や要請等の

情報を集約・分析し、会社としての事業継続の方針を定め、全事業所にその

方針を伝達します。 

・ 策定したルールどおりに情報を共有することができるか、本社にて意思決定

を迅速に下すことができるかを訓練にて検証します。 

本社

①被害報告

Ｂ工場Ｃ工場Ｄ物流ｾﾝﾀｰＤ工場

被災地 非被災地非被災地

Ａ営業所Ｅ工場

顧客状況把
握（被害、ニ
ーズ）

②情報集約・分析
・自社被害
・顧客被害、ニーズ
・サプライヤー被害
・物流機能

支援要請

優先製品の生産ライン復旧

③意思決定
・事業継続方針
・優先復旧製品

復旧中断
Ｂ、Ｃ工場支
援

①被害報告 ①被害報告 ①被害報告

④決定事項の伝達

 

対象 

・ 全国に複数の事業所（生産工場、営業所、店舗 等）を構える企業。 

・ 東日本大震災等で、事業所の情報集約に労力を要した企業。 

・ 南海トラフ地震の被害想定で複数の事業所の被災が想定される企業。 

費用（税抜） ・ 250 万円～ 

期間 ・ ３ヶ月～（企画を含む） 

 

 


