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１  想定外のリスクへの備え

   （リスクマネジメント）
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事例１．

顧客ニーズに応えて
招いた経営危機
（飲食店）

何故、経営危機は起こるのか？
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事例２．

こだわり職人社長
が招いた経営危機
（製造業）

何故、経営危機は起こるのか？
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事例３．

補助金が招いた
経営危機
（金属加工業）

何故、経営危機は起こるのか？
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企業を取り巻くリスク

リスク ＝ 不確実性
（リスクのない商売はない）

経営危機を招くリスクとは？

想定外のリスク
まさか！！
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想定外のリスクとは？

内部要因 外部要因

慢性
的

突発
的
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想定外のリスクに備える

能動的 受動的

常時

突発
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想定外のリスクは、

 あらかじめ想定して、
 あらかじめ備えておけば、

「想定内の事態」に収まる。
→「まさか」ではなくなる。
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「想定外のリスク」に備えるSTEP

① リスクの洗い出し

② リスクの評価・選別

③ リスクへの対応
　　　　＋
④ 危機管理体制の構築
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①リスクの洗い出し

災害・事故等のリスク

経営に関するリスク

政治･経済･社会のリスク
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①リスクの洗い出し　 (1) 災害・事故等

台風、高潮、水災、洪水、竜巻、風災、地
震・津波・噴火、落雷、豪雪、火災・爆発
停電、交通事故、航空機・列車・船舶事故、
設備事故、労災事故、運搬中の事故、盗難、
有害物質･危険物質の漏洩・バイオハザード、
ネットワークシステム（通信を含む）の故
障 、コンピュータウイルスの感染・故障、
ハッキングによるデータ改竄・搾取、
コンピュータ・データの消滅・逸失等
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①リスクの洗い出し　(2) 政治・経済・社会

法律・制度の急激な変化、 国際社会の
外圧、 貿易制限・通商問題、戦争・内
乱、テロ・破壊活動 、景気変動・経済
危機、為替・金利変動、原料・資材の高
騰、市場ニーズの変化、暴力団・総会屋
等による脅迫、インターネットにおける
批判・中傷、マスコミにおける批判・中
傷、ボイコット・不買運動、 風評等
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①リスクの洗い出し　(3) 経営
乱脈経営、新規事業・設備投資の失敗、宣伝・広告の失敗、製品開発
の失敗、労働争議・ストライキ、与信管理の失敗・取引先（顧客）の
倒産、知的財産権に関する紛争、監督官庁等に対する虚偽報告、顧客
からの賠償請求、 環境賠償責任・環境規制違反、従業員からの賠償
請求、株主代表訴訟、廃棄物処理・リサイクルにおける違反、デリバ
ティブの失敗、 製造物責任（ＰＬ）、リコール・欠陥製品、格付け
の下落、 差別（国籍・宗教・年齢・性） 、セクシャルハラスメント、
企業買収・合併・吸収の失敗、役員・社員による不正・不法行為、役
員のスキャンダル、競合・顧客のグローバル化への対応失敗、 社内
不正（横領・贈賄・収賄）、過剰接待、集団離職、顧客対応の失敗、
従業員の過労死・過労による自殺、外国人不法就労、社内機密情報の
漏洩 、海外従業員の雇用調整、顧客・取引先情報の漏洩、取引先
（顧客）の被災・事故、国内出張者の安全対策の失敗、納入業者・下
請け業者の被災・事故・倒産、 不正な利益供与、取引金融機関の被
災・事故・倒産、独占禁止法違反・カルテル・談合、設備業者の被
災・事故・倒産、契約紛争、経営層の執務不能、インサイダー取引、
グループ会社の不祥事、プライバシー侵害、粉飾決算、地域社会との
関係悪化、巨額申告漏れ、マスコミ対応の失敗、インターネット掲示
板・口コミ等の対応誤り・炎上騒ぎ　などなど 14



② リスクの評価・選別

発生頻度
どのくらい
頻繁に発生
しそうか？

影響度
どのくらい

深刻な被害に
なりそうか？
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② リスクの評価・選別

発生頻度

୶

২

多

小

少

大
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③ リスクへの対応

発生頻度

୶

২

多

小

少

大
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④ 危機管理体制の構築

万が一の危機が起きたとき、

被害を最小限に抑え、

速やかに危機から脱出･回復する。

「マニュアル化」＆「訓練」
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２  新型コロナウイルス

　  感染症リスクへの備え
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①リスクの洗い出し

災害・事故等のリスク

経営に関するリスク

政治･経済･社会のリスク

新型コロナは

多様なリスク

の性質をあわ

せ持っている
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② リスクの評価・選別

発生頻度

୶

২

多

小

少

大
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③ リスクへの対応

発生頻度

୶

২

多

小

少

大
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④ 危機管理体制の構築

万が一の危機が起きたとき、

被害を最小限に抑え、

速やかに危機から脱出･回復する。

「マニュアル化」＆「訓練」

新型コロナ
で

特に重要
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中小企業のための
新型コロナウイルス感染症対策　

① 正しく理解する
信頼できる情報入手先からの
最新情報をもとに知識を得て、
冷静に準備を進めましょう。
□ 厚生労働省
□ 国立感染研究所
□ 外務省海外安全ＨＰ　等

STEP１　 事前の準備対策

② 役職員全員の理解・協力
新型コロナをはじめ、感染症全
般の予防対策を全員で理解・共
有し、日々徹底しましょう。
□ 手洗いの徹底
□ 咳エチケットの徹底
□ こまめな換気・消毒　等

③ 事業継続のための対策
コア業務が被る影響を分析し、
今からできる事前対策を検
討・準備しましょう。

□ 在宅勤務･交代勤務の検討
□ 重要取引先との協議･連携
□ 在庫･備蓄の積み増し　等

④ 財務状況の分析と対策
現状の資金繰り状況に加え、事
業縮小・休止が必要となる場合
の運転資金を把握しましょう。

□ 税理士･中小企業診断士の活用
□ 商工会議所･商工会の相談窓口
□ 金融機関との事前協議　　 等24



➊受け取る
●持続化給付金･家賃支援給付金･

雇用調整助成金 等
●地方自治体による上乗せ給付
   や独自助成制度や補助金 等

➌猶予する
●税金の支払猶予（法人税･所得

税･固定資産税･消費税等）
●厚生年金保険料の支払猶予
●生命保険･共済等の支払猶予　等

➋借りる
●金融機関からの新型コロナウイル

ス関連融資（実質無利子･無担保）
    ●生命保険・共済等の契約者   
       貸付制度　等

➍減らす
●コスト削減の取組み
●人件費の変動費化への取組み
●不採算事業・不採算店舗の継続判断

ゼロベース志向の重要性

中小企業のための
新型コロナウイルス感染症対策　 STEP１　事前の準備対策

④ 財務状況の分析と対策（売上減等の影響を含む）

資金繰り表
による

管理徹底
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中小企業のための
新型コロナウイルス感染症対策　 STEP２　いざという時の対応手順

① 健康状態等を把握し、以下該当があれば自宅待機させる。
●発熱などの風邪の症状がある。

●発熱がなくても体調不良の兆候がある。
●感染者との濃厚接触
　の疑いが発覚した。

職場復帰

軽症かつ症状改善

●発症後、８日以上が経過。
●各種薬剤の内服のない状態　
　で、発熱･咳･咽頭通･倦怠感

等が消失して３日以上経過。

重症または症状改善せず

●発熱･咳･息苦しさ･倦怠感等
の強い症状がある場合や、

　軽症でも４日以上続く場合。
●重症化リスクが高い場合。

相談窓口に連絡(082-513-2567)
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中小企業のための
新型コロナウイルス感染症対策　STEP３　

① 保健所の指示に従って適切に対応する。
●感染が確認された従業員は感染症法に基づく入院要。
●事業者は、保健所の指示により事業所の消毒を行う。

● 保健所から助言を受けて、退院後２週間程度は外出自粛を行い、
飛沫感染を予防するためにマスク着用を義務付け、体調を確認し
ながら復帰させること。

● 退院時には他人への感染性は極めて低いとされているものの、退
院後少なくとも４週間は一般的な衛生対策に加えた入念な健康観
察が求められる。 

● 復帰に際して「治癒証明書」「陰性証明」等は求めないこと。

② 無事に退院した場合、職場復帰に向けて適切に対応する。

従業員に感染が確認された場合
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３　中小企業における

　　保険活用のポイント
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(例１) 賠償責任のリスク

【特徴】頻度は低いが、被害額が青天井。

「ＰＬ保険」に入っているから大丈夫？

生産物賠償 施設管理や業務
遂行に伴う賠償 使用者賠償

交通事故の
賠償

請負作業に
伴う賠償

情報漏洩の
賠償

（１）見落とされがちなリスク
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(例２) 休業や操業停止のリスク
【特徴】商売の根幹を直撃！
　　　　　⇒直接の金銭的被害＋
　　　　　　影響が長期化する傾向。

①保険の加入…店舗休業保険、利益保険、
　　　　機械利益保険、営業継続費用保険

②危機管理マニュアル＆備え…早期復旧・
　代替手段・適切なストック・信頼関係

（１）見落とされがちなリスク
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(例３) 巨大災害のリスク

【特徴】一度に広域に被害が及ぶ。

　　　　　⇒自社のみならず、
　　　　　　サプライチェーン全体が被害
　　　　　⇒損害保険で対応できていない
　　　　　　ケースも多い。

①保険の加入…火災保険？

②危機管理マニュアル＆備え…早期復旧・
　代替手段・適切なストック・信頼関係

（１）見落とされがちなリスク
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②どんなリスクが対象か？
　⇒どんな場合は対象外？

③いくら支払われるか？
　⇒いくら自己負担が必要？

①補償の対象物は何か？
　⇒補償されないものは何？

現状の加入状況を把握する！

（２）保険活用のポイント
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(例１)  水災の補償

ⅰ）全額補償（実損填補）

ⅱ）70％補償（縮小填補＆条件付）

ⅲ）補償なし

３つの補償タイプ

　⇒貴社の場合は？

（２）保険活用のポイント
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(例１)  水災の補償

ⅱ）70％補償（縮小填補＆条件付）

（２）保険活用のポイント
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(例２) 地震の補償

住宅
ⅰ）地震保険

ⅱ）補償なし

店舗
事務所
工場

ⅰ）補償なし

ⅱ）地震拡張補償特約
35



支払い基準について

新価
再調達価額

時価

　⇒貴社の場合は？

or
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中小企業における保険活用の基本方針

１．現状を定期チェック！

２．致命的リスクを重点対象に！

３．コストを抑えてしっかり補償！

保険では対応できない
リスクの方が多い

任せきりにしない

頻度より影響度を重視
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【豆知識】潰れない中小企業のための賢い保険の活用法

発生頻度

୶

২

小

少

大
でも

保険料コストは
抑えたい！

適切にリスクを
保有する

限度額は極力高く設定！

自己負担額を高めに設定！
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４ リスクに強い経営体質実現に向けて

 「事業継続力強化計画」 
    の活用のススメ
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様々な事業計画

事業再生

小規模事業者持続化補助金・事業承継補助金

モノ補助･先端設備

経営革新 経営改善

ＢＣＰ・事業継続力強化

経営力向上

創業

早期経営改善
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ＢＣＰとは？
BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災、テロ等
の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限に
とどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とす
るために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のた
めの方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

様式02 　BCPの基本方針
様式03 　BCPの策定・運用体制
様式04 　従業員携帯カード
様式06 　中核事業に係る情報
様式08 　事業継続に係る各種資源の代替の情報
様式09 　事前対策のための投資計画
様式10 　避難計画シート
様式11 　主要組織の連絡先
様式12-3　従業員連絡先リスト 【基本情報整理用】
様式14 　電話／FAX番号シート【自社用】
様式15 　主要顧客情報
様式16-1　中核事業に係るボトルネック資源【設備/機械/車両など】
様式17-1　中核事業に必要な供給品目情報
様式17-2　主要供給者/業者情報【供給品目別】
様式19 　災害対応用具チェックリスト 

（中小企業庁ＨＰより）
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･･･の活用がオススメ！

ＢＣＰの第一歩として、
中小企業･小規模事業者向けには

事業継続力
強化計画
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事業継続力強化計画とは？

（中小企業庁ＨＰより）
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事業継続力強化計画の申請方法

（中小企業庁ＨＰより）

中国経済産業局　中小企業課
〒730-8531　広島県広島市中区上八丁堀6-30 
広島合同庁舎2号館
電話:082-224-5661 44



貴社のリスク状況を把握しよう。
①水災リスク

（廿日市市ＨＰより）
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貴社のリスク状況を把握しよう。
②地震リスク

（防災科研J-SHISより）
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対策の実施に向けて①
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対策の実施に向けて②
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事業継続力強化計画の策定事例

別添資料
参照
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連携事業継続力強化計画のススメ

連携事業継続力強化計画とは、複数事業者が連携をして策定する事
業継続力強化計画です。単独企業では対応できないリスクに対応す
るものであり、複数の企業が集まり、災害時の相互協力体制を計画
するものです。 

１．組合等を通じた水平的な連携

２．サプライチェーンにおける垂直的な連携

３．地域における面的な連携

… 同業種又は異業種に属する複数の中小企業者で構成されます。

… 原材料･部品等の需給関係にある複数の事業者で構成されます。

… 工業団地、商店街、卸団地、地域の商工業者における親
睦団体その他の地縁的な関係を有する複数の中小企業者で
構成されます。

⇒ 同じやるなら、２社以上の連携がオススメ！ 50



５　最後に
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