いざという時に！あなたの会社と社員を守り､
ビジネスをいち早く再開するために
BCP（事業継続計画）とは…

自然災害や感染症などの緊急事態に備え、被害
や損害を最小限に抑えるための計画です。

セミナー × 演習で「自社のＢＣＰが完成」!!

第３回

事業継続計画

策定セミナー
全３回

現場で
機能する!!
開催
日時

参加無料

2022.7/25 月 ,8/8 月 ,22 月

受講はオンラインまたは
商工会サテライト会場にて

いずれも 13：30〜16：30 【定 員】 先 着 70 名

近年､豪雨災害や新型コロナウイルス感染症拡大など、これまでに想定できなかった事象が
発生しています。
このようなリスクを乗り越えるための事業継続計画（BCP）策定セミナー
を今年も開催します。希望者には個別相談対応で W サポート！ぜひご受講ください。

受講形態は２つからお選びいただけます

□このような方はぜひご受講ください
■企業経営におけるリスク管理を学びたい方
■災害や新型感染症発生など、
緊急時における対応手順を学びたい方
■自社の BCP を作成したいと考えている方
■BCP を策定し、
次のステップを考えている方

Web
中継

※自社の事業継続計画作成の検討を行うため、社長･後継
者と担当者など、複数でのご受講が効果的です。

セミナー会場

①サテライト会場
（実施商工会）にて

岡山県商工会連合会

会議室などの
スクリーンで
受講できます。
②自宅や会社にて
（オンライン受講）

PC やタブレット･
スマホから zoom
で受講できます。

講師･事務局

県内 15 か所の会場にて受講サポート！

各会場 定員 10 名

❶岡山北商工会 TEL.0867-24-2131 FAX.0867-24-2132 ❻和気商工会 TEL.0869-93-0522

❿作州津山商工会 TEL.0868-36-5533

FAX.0868-36-6396

FAX.0866-94-4484

❿鏡野町商工会 TEL.0868-54-3311

FAX.0868-54-3312

FAX.086-698-0203

❿久米郡商工会 TEL.0868-66-0033

FAX.0868-66-0442

❹赤磐商工会 TEL.086-955-0144 FAX.086-955-0376 ❾阿哲商工会 TEL.0867-92-6103

FAX.0867-92-6105

❿みまさか商工会 TEL.0868-73-6520

FAX.0868-72-6350

❺備前東商工会 TEL.0869-72-2151 FAX.0869-72-2153 ❿真庭商工会 TEL.0867-42-4325

FAX.0867-42-4337

岡山市北区御津宇垣 1630-1

okayamakita@okasci.or.jp

和気郡和気町尺所 2

FAX.0869-93-3555

wakes@okasci.or.jp

❷岡山西商工会 TEL.086-293-0454 FAX.086-292-5649 ❼総社吉備路商工会 TEL.0866-93-8000
岡山市北区庭瀬 488-6

okayamanishi@okasci.or.jp

❸吉備中央町商工会 TEL.0866-54-1062
加賀郡吉備中央町豊野 1-1
赤磐市下市 357-7

FAX.0866-54-1642

kibichuo@okasci.or.jp

akaiwa@okasci.or.jp

備前市日生町寒河 2570-31

bizenhigashi@okasci.or.jp

総社市岡谷 160

kibiji@okasci.or.jp

❽真備船穂商工会 TEL.086-698-0265
倉敷市真備町箭田 1180-3

mabi-funao@okasci.or.jp

新見市神郷下神代 4898-9

atetsu@okasci.or.jp

真庭市鍋屋 6

maniwa@okasci.or.jp

【主 催】 岡山県商工会連合会・県下20商工会

津山市新野東 567-9

s-tsuyama@okasci.or.jp

苫田郡鏡野町竹田 747

kagamino@okasci.or.jp

久米郡美咲町原田 1757-8
美作市栄町 187-4

kumegunsci@okasci.or.jp

mimasaka@okasci.or.jp

❿岡山県商工会連合会 TEL.086-238-5666
岡山市北区弓之町 4-19-401

FAX.086-222-1672

kouikisc@okasci.or.jp

セミナーの詳細などは裏面をご覧ください▶

第３回

BCP

（株）フォーサイツコンサルティング 代表取締役社長
1963 年生まれ。
一般財団法人リスクマネジメント
協会理事。
（株）丸井、米国保険会社プルデンシャ
ルを経て 96 年にコンサルタントとして開業。
大前
研一氏が主宰するビジネス・ブレークスルーの
立ち上げ時にリスクマネジメントのコンテンツを
開発し自らも講師として出講。
災害対策や BCP、
事故防止や不正防止、コンプライアンス、組織
マネジメントなどで大手・中堅企業、医療機関、
福祉事業などのコンサルティング、研修活動を
行っている。
東日本大震災以前より、各地域にお
いて BCP 策定支援及び研修に力を入れている。

現場で
機能する!!

事 業 継 続 計 画 策定セミナー
開催概要

1. 自社の事業継続計画（BCP）が作成できる！
2. 規模別、業種別、業態別の BCP のポイントが分かる！
3. 水害･地震･感染症それぞれのチェックポイントが分かる！

セミナー受講の３大メリット▶
10：00〜12：00

全体セミナー 13：30〜16：30

個別相談会

セミナー

「BCP を全社的な取組みにするためのコツ（危機管理責任者の養成）」

◆実効性の高い BCP 策定のポイント

◆BCP 策定に必要な事業プロセスを見る眼

◆危機管理における経営陣や管理職の役割

◆各種認定制度活用の方法

◆経営陣が担うべき BCP の骨格構築

◆まとめ

演習 / セミナー

「実際に BCP をつくってみよう
（簡易版 BCP の策定）」

◆BCP の基本方針策定

◆重要業務に必要な経営資源
◆初動対応計画
◆被害状況確認の仕組み
◆連携
（社内連携と企業間連携）
◆まとめ

◆自社環境から考えるリスク想定
◆経営資源への影響
◆中核事業と目標復旧時間

サテライト会場
または
岡山県
商工会連合会

演習

※事前申込制。
各回とも
先着２社まで。

「BCP 担当責任者に求められるスキル」

◆BCP をいかに組織的取組みにするか
（BCP の組織への働きかけ）

◆現場担当者の認識を高めるには
◆演 習

◆BCP 担当責任者の養成

◆自組織の課題を抽出

◆BCM（事業継続マネジメント）
の方法

（計画→シミュレーション→評価・改善活動の流れ） ◆まとめ

お申込み先

お近くの商工会または岡山県商工会連合会へ

申込締切

岡山県商工会連合会 広域サポートセンター

086-238-5666（担当）牧野、小倉

（淳）、
加藤

kouikisc@okasci.or.jp

岡山市北区弓之町 4-19-401

事業継続計画（BCP）策定セミナー 参 加 申 込 書

各会場「新型コロナ感染拡大防止対策」実施

7/15
（金）

※受講の際はマスクを必ず着用するなど、感染防止対策にご協力ください。

ＦＡＸまたはEメールでご送信ください。

フリガナ

お名前 ①
所在地 〒

②

希望会場

FAX 086-222-1672

社名
屋号

③

-

所属商工会

浅野 睦氏

TEL
商工会

Eメール

FAX

＠

□岡山北 □岡山西 □吉備中央町 □赤 磐 □備前東 □和 気 □総社吉備路 □真備船穂

□阿 哲 □真 庭 □作州津山 □鏡野町 □久米郡 □みまさか □連合会 □自宅または会社

個別相談希望日

（希望者のみ記入）

□7/25（月） □8/8（月）
□8/22（月）

当会では、インターネットを通じて、経営状況や経営施策立案等に関する要望等を調査し、行政への建議要望及び当会ホームページや報道機関
等を通じて結果を公表しております。当該調査にご協力いただける事業者の皆さまには、後日、当該調査の内容等をご指定のメールアドレスへ
お送りし、ご回答をお願いさせていただきます。つきましては、当該調査へのご協力の可否をお知らせください。

□協力する □協力しない

調査をお送りする E メール

□上記と同じ □別アドレス▶

@

※申込書に記載された個人情報は、岡山県商工会連合会が行う事業に関する情報提供の目的以外で利用することはありません。

