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中⼩企業庁が初動措置を講じた災害（平成2８年度以降）

※赤の地域は本激災害が発生した地域
※橙の地域は局激災害が発生した地域

（本激災害発生地域を除く）
※緑の災害救助法が適用された地域

（本激・局激災害発生地域を除く）

１

年 災害名 災害救助法適⽤地域
Ｈ28
年度

平成28年熊本地震【本激】 熊本県
平成28年台⾵第10号【局激】 北海道、岩⼿県
平成28年⿃取県中部を震源とする地震 ⿃取県
平成28年新潟県⽷⿂川市における⼤規模⽕災 新潟県

Ｈ29
年度

平成29年7⽉九州北部豪⾬【局激】 福岡県、⼤分県
平成29年7⽉22⽇からの⼤⾬ 秋⽥県
平成29年台⾵第18号 ⼤分県
平成29年台⾵第21号 三重県、京都府、和歌⼭県
平成30年2⽉4⽇からの⼤雪 福井県
平成29年度豪雪 新潟県

Ｈ30
年度

平成30年⼤阪北部を震源とする地震 ⼤阪府
平成30年7⽉豪⾬【本激】 岐⾩県、京都府、兵庫県、⿃取

県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭
⼝県、愛媛県、⾼知県、福岡県

平成30年8⽉30⽇からの⼤⾬ ⼭形県
平成30年北海道胆振東部地震【局激】 北海道

Ｒ元
年度

令和元年8⽉13⽇から9⽉24⽇までの間の暴⾵⾬及
び豪⾬による災害【局激】
（8⽉⼤⾬・台⾵第15号）

千葉県(停電)、東京都、佐賀県

令和元年10⽉11⽇から同⽉26⽇までの間の暴⾵⾬
及び豪⾬による災害【本激】
（台⾵第19号〜台⾵第21号）

岩⼿県、宮城県、福島県、茨城
県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千
葉県、東京都、神奈川県、新潟
県、⼭梨県、⻑野県、静岡県

Ｒ２
年度

令和2年7⽉豪⾬【本激】（梅⾬期の⼀連の⼤⾬） ⼭形県、⻑野県、岐⾩県、島根
県、福岡県、佐賀県、熊本県、
⼤分県、⿅児島県



事業継続⼒強化計画認定制度の概要（R1.7創設）
 中⼩企業が⾏う防災・減災・感染症の事前対策に関する計画を経済産業⼤⾂が認定。
 認定を受けた中⼩企業は、税制優遇や補助⾦の加点などの⽀援策を活⽤可能。

【計画認定のスキーム】

中⼩企業・⼩規模事業者

①計画を
策定し
申請

経済産業⼤⾂
（地⽅経済産業局）

●防災・減災・感染症対策に取り組む中⼩企業・⼩規模事業者の皆様。
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事業継続力強化計画の記載項目

認定対象事業者

②認定

連携して計画を実施する場合︓
⼤企業や経済団体等の連携者

●事業継続⼒強化に取り組む⽬的の明確化。
●ハザードマップ等を活⽤した、⾃社拠点の⾃然災害リスク認識と被害想定策定。
●発災時の初動対応⼿順（安否確認、被害の確認・発信⼿順等）策定。
●ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策。
※⾃社にとって必要で、取り組みを始めることができる項⽬について記載。

●計画の推進体制（経営層のコミットメント）。
●訓練実施、計画の⾒直し等、取組の実効性を確保する取組。
●(連携をして取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係社の合意。

認定を受けた企業に対する支援策

●低利融資、信⽤保証枠の拡⼤等の⾦融⽀援
●防災・減災・感染症対策設備に対する税制措置
●補助⾦（ものづくり補助⾦等）の優先採択
●連携をいただける企業や地⽅⾃治体等からの⽀援措置

●中⼩企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表
●認定企業にご活⽤いただけるロゴマーク
（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）
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事業継続⼒強化計画の策定は事業継続⼒の獲得に向けた最初の⼀歩です

事業継続計画（ＢＣＰ）
① 重要業務と⽬標復旧時間の決定
② 事業継続戦略（復旧・代替・お互い様など）
③ 業務復旧・再開対応体制と再開プロセスの明確化
④ 継続的改善プロセスの明確化と訓練計画策定

① 事業継続⼒強化の必要性の認識
② 災害・脅威の認識と想定される被害の把握
③ 初動対応の策定
④ 事業継続に向けた事前準備 (⼈・モノ・⾦・情報)
⑤ 実効性を⾼める取り組み (計画の⾒直し・訓練等)

事業継続⼒強化計画 初動対応

復旧対応

出典︓平成30年度中⼩企業等強靱化対策事業（事前対策の普及啓発に係る策定⽀援事業）「災害時の事業継続を考える」



4

⽀援策１︓⾦融⽀援①（⽇本政策⾦融公庫による低利融資）
 事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者が⾏う、設備投資に必要な資⾦について⽇本
政策⾦融公庫による低利融資を受けることが可能（運転資⾦は対象外）。

貸付金利

貸付限度額

貸付期間

設備資金について、基準利率から0.9％引下げ（運転資金については基準利率）
（※1）信用リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適用されます。

中小企業事業：7億2,000万円（うち運転資金2億5,000万円）（※2）

国民生活事業： 7,200万円（うち運転資金 4,800万円）
（※2）設備資金において、0.9％の引下げが適用となるのは、貸付限度額のうち2億7千万円までです。

設備資金20年以内、長期運転資金7年以内（据置期間2年以内）

⾦融⽀援②（信⽤保証枠の拡⼤）
 事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者は、事業継続⼒強化計画の実⾏にあたり、⺠
間⾦融機関から融資をうける際、信⽤保証協会による信⽤保証のうち、普通保険等とは別
枠での追加保証や保証枠の拡⼤が受けることが可能。

（※1）

通常枠 別枠

普通保険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円）

無担保保険 8,000万円 8,000万円

特別小口保険 2,000万円 2,000万円

新事業開拓保険 ２億円⇒３億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）

海外投資関係保険 ２億円⇒４億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）

保証限度額
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⽀援策２︓税制措置（中⼩企業防災・減災投資促進税制）

 防災・減災関連の設備投資を加速化するため、中⼩企業防災・減災投資促進税制を創設。

【想定される投資事例】
• 豪⾬時の浸⽔等に備え、⽌⽔板、排⽔ポンプなどの設備を準備
• 災害時もサーバーが最低限稼働できるよう、制震ラック、⾮常⽤発電機を導⼊

【税制の概要】
○対象者︓経産⼤⾂による防災・減災・感染症対策に関する計画の認定を受けた中⼩企業者等

（中⼩企業等による、法律に基づく防災・減災に対する計画認定を想定。）

○⽀援措置︓特別償却20%

○対象設備︓
－機械装置（100万円以上）︓⾃家発電機、排⽔ポンプ 等
－器具備品（30万円以上） ︓制震・免震ラック、衛星電話、データパックアップシステム 等
－建物附属設備（60万円以上）︓⽌⽔板、防⽕シャッター、排煙設備

※税制優遇を使⽤するためには、申請書様式の項⽬、
「３(２)B」、「３(３)」、「5」に設備を導⼊する⽬的等を
記載することが必要です。
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＜税制優遇を受けられる設備⼀覧＞
中⼩企業等経営強化法施⾏規則（平成11年通商産業省令第74号）第23条の規定に基づき、⾃然災害
の発⽣が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、以下に掲げるものが対象。

減価償却資産の種類
（取得価額要件） 対象となるものの⽤途⼜は細⽬

機械及び装置
（１００万円以上）

⾃家発電設備、排⽔ポンプ、制震・免震装置、浄⽔装置、揚⽔ポンプ
（これらと同等に、⾃然災害の発⽣が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を
有するものを含む。）

器具及び備品
（３０万円以上）

全ての設備

建物附属設備
（６０万円以上）

⾃家発電設備、キュービクル式⾼圧受電設備、変圧器、配電設備、電⼒供給⾃動
制御システム、照明設備、貯⽔タンク、浄⽔装置、排⽔ポンプ、揚⽔ポンプ、⽕災報
知器、スプリンクラー、消⽕設備、排煙設備、格納式避難設備、⽌⽔板、制震・免
震装置、防⽔シャッター、防⽕シャッター
（これらと同等に、⾃然災害の発⽣が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を
有するものを含む。）

・本税制の対象となる設備は、上の表に該当するもののうち、
計画における⽬標の達成に真に必要な設備であること、またその数量が適切であること及び、内容の実現に資するものであること
につき、経済産業⼤⾂の確認を受けた設備が対象です。

※ただし、上記の要件を満たす設備であっても、以下の①⼜は②に該当する設備は対象外となります。また、太陽光パネルや蓄
電池も対象外です。
①消防法（昭和２３年法律第１８６号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づき設置が義務づけら
れている設備
②中古品、所有権移転外リースによる貸付資産

⽀援策２︓税制措置
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その他⽀援策︓（補助⾦の加点、ロゴマークの使⽤等）
 事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者は、経済産業省が執⾏する⼀部の補助⾦や、「事
業継続⼒強化計画認定ロゴマーク」の使⽤ができます。

○補助金の加点
認定を受けた事業者は経済産業省が執行する一部の補助金で、優先採択が受けられる。
令和２年度補正予算では、ものづくり補助金、自家用発電設備整備補助金について加点と
なっている。

○「事業継続力強化計画認定ロゴマーク」の使用
連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、事業継続力強化計画認定

ロゴマークを使用できる。また、認定企業の他、事業継続力強化計画の周知を行う
保険会社や支援機関等についてもロゴマークを使用することが可能。
リクルートパンフレットや、名詞等に掲載し、ＰＲが可能。

詳細は以下、事業継続力強化計画ロゴマーク使用規約を参照。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/nintei_logo_kiyaku.pdf

○事業継続力強化計画の認定を受けた事業者名を中企庁のＨＰで公表
事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、中小企業庁

のＨＰにて事業所名、都道府県、ＨＰのＵＲＬを掲載します。（※原則公表）
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（参考）被災⾃治体における事業継続⼒強化計画に関する⽀援事例（久留⽶市）
 久留⽶市（災害救助法適⽤）では、令和2年4⽉以降に事業継続⼒強化計画の認定を受けている事
業者に対し、10万円（定額）の奨励⾦を⽀給する事業を開始。

 令和2年度補正予算にて、コロナ禍において平成30年度以降に被災した2重苦の事業者に対し、
同奨励⾦の緊急強化枠（30万円）を創設。被災リスクの⾼い事業者に対して、市から事業継続⼒
強化計画を策定するよう積極的にアプローチしている。

＜久留⽶市事業継続⼒強化促進奨励⾦の概要＞

＜久留⽶市における近年の豪⾬の被災状況と計画の認定状況＞

久留⽶市内では、法律施⾏後５０社の事業継続⼒強化計画が認定され、
そのうち令和2年4⽉以降に認定を受けた計画は２８件。

⼀般枠（定額10万円）

年度 被害額 被災事業者数

平成30年度 5.2億円 130者

令和元年度 1.7億円 85者

令和2年度 11.8億円 210者

※被害額、事業者数は
久留⽶市独⾃調査

久留⽶市

対象要件
市内に事務所⼜は事業所を有し、市税の滞納が無く、事業継続
⼒強化計画の認定（計画変更の認定を含む）を受けている
※計画の認定⽇が令和２年４⽉１⽇以降であること

使⽤⽤途【共通】（下記例の他、防災・減災・感染症対策に幅広く活⽤可能）
・社内研修 ・セミナー受講 ・防災訓練 ・⽌⽔板やポンプの購⼊ ・ブロック塀の構築 ・消毒設備の購⼊ ・マスク等の購⼊ 等 9

緊急強化枠（定額30万円）
対象要件
左記、⼀般枠の要件に加え、新型コロナウイルスの影響により売
上が5％以上減少し、平成30年度以降豪⾬等により被災
※計画の認定⽇は問わない

※⼀般枠との併給不可

令和2年度の豪⾬時、計
画認定企業等において、⽌
⽔板、⾞両の避難などの事
前対策の取り組みにより、
被害軽減につながった事例
が多数。
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（参考）中⼩機構による中⼩企業強靱化⽀援
 中⼩企業の防災・減災に向けた取組に向け、セミナーやハンズオン⽀援を実施。

○事業継続⼒強化計画対策セミナー

オンラインによる基礎講座と対⾯による計画策定演習
いずれも申し込み受付中

○ハンズオン⽀援

中⼩機構による３回程度の⽀援（Web／訪問）を通して、
事業継続⼒強化計画の策定をサポート

詳細・申し込みは、中⼩機構ホームページ
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/
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（参考）複数の事業者が連携して取り組む防災・減災対策



お問い合わせ

九州経済産業局 産業部 経営⽀援課
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東２－１１－１
福岡合同庁舎 本館７階
ＴＥＬ︓０９２－４８２－５５９２
ＦＡＸ︓０９２－４８２－５３９６
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