資料４

京都ＢＣＰ推進会議 これまでの取組実績及び令和２年度取組計画
１ 連携型ＢＣＰの取組の推進
(1) 災害時の情報共有体制
の確立（経済団体）

２ 個別ＢＣＰ策定支援
(3) 府内の企業連携
の促進

(2) 各分野ごとの連携強化

金融

平成27年度の
取組実績

平成28年度の
取組実績

平成29年度
の取組実績

◇災害対策本部企業情報窓
口設置について府地域防災
計画に規定（H24）
※経済団体による災害対策
本部へのリエゾン（情報連絡
員）の派遣について検討

◇金融機関勉強会（H25～ 計３回）
・平時及び災害時における情報共
有、連携内容について検討

◇府から経済団体への協力
依頼文書の発出（H27.9.29)

◇長田野工業団地で実施検討
◇連携型ＢＣＰ地元金融機関意見
・工場長会で趣旨説明、アンケート 交換会（H26～ 計７回）
調査実施
・第１回検討委員会開催（H28.2.12） ◇４地元金融機関相互支援協定締
結（H28.3.29）

◇経済団体図上訓練
（H28.2.3）
・経済団体による一般企業か
らの問い合わせ対応、リエゾ
ンの派遣等
・図上訓練検証会議の開催
（H28.3.14）

平成30年度の
取組実績

◇ライフライン連絡会との
連携
・ライフライン事業者との意
見交換
・ライフライン情報連絡訓
練の参加

◇長田野工業団地検討委員会の
開催
・第３回検討委員会開催
（H29.7.20）
・備蓄物の情報共有・覚書締結
（H29.12）
・ＢＣＰ策定支援ワークショップ
（H30.2.14）

◇地元金融機関図上訓練
(H29.10.12～16,H30.3.8～12)

◇長田野工業団地検討委員会の開
催
・第４回検討委員会開催
（H31.2.1）
・BCP研修会、国土強靱化関連事業
説明会の開催
（H31.2.28）

◇地元金融機関図上訓練
(H30.10.16～18)

◇経済団体訓練の実施
(H31.4)
・振返りは、経済団体連絡会
（Ｒ元.7.5）で実施

◇企業訪問 15社

◇綾部市防火防災協会との連携（Ｂ
ＣＰ策定支援ワークショップ）
（H30.11.28）

(2) 京都ＢＣＰの周
知、発展

(3) 京都ＢＣＰを全国
的にＰＲ

◇ＢＣＰモデルプラン作成

◇京都ＢＣＰセミナー
（H27.3.20）

関係団体
◇京都銀行、中小企業
団体中央会（H25）

◇啓発を兼ねて実態調査を実施（H26）
◇職員出前語らい（H25：
◇京都ＢＣＰセミナー開催案内を兼ねた １回、H26：１回)
啓発チラシ作成、関係機関等を通じて
配付（H26）
◇ライフライン勉強会（計３回）
・災害時におけるライフライン
の優先復旧のあり方、リエゾン
派遣、情報伝達
◇府地域防災計画の見直し

◇地元金融機関図上訓練
（H28.9.2,H29.3.16）

◇経営支援員研修等におい
てＢＣＰ説明
(H31.1.31等)

(1) 地域防災計画へ
の反映

◇佐川急便と包括連
携協定締結
（H28.3.28）
・京都ＢＣＰの取組へ
の協力、ＢＣ企業連
携の推進

◇商工会連合会、中小
企業団体中央会（H26）

◇結果概要を経済団体メルマガで配信 ◇職員出前語らい（１回： ◇中小企業団体中央会
等により具体的な取組を啓発（計３回） 業界団体）
ＢＣＰ普及推進事業（セ
(H27)
ミナー開催、専門家派
遣５回）

◇連携型ＢＣＰ地元金融機関意見
交換会（計３回

◇連携型ＢＣＰ地元金融機関意
見交換会
(計２回)

◇ライフライン連絡会の設置、 ◇京都ＢＣＰ企業交
開催（H29.1.18）
流会の開催
（H29.2.28）
◇ライフライン情報連絡訓練の ・京都ＢＣＰセミナー
実施（H29.1.23）
の発展的取組

◇内閣官房ＢＣＰ策定モデル事業を活 ◇京都ＢＣＰ企業交流会
用した個別ＢＣＰ策定支援
の開催（再掲）

◇ライフライン連絡会の開催
（H30.2.6）
・携帯電話会社の参加
・経済団体との意見交換

◇ＢＣＰ策定支援ワークショップの開
催
・東京海上日動火災保険㈱と包括連
携協定締結(H29.7.11)によりＢＣＰ策
定支援
・府内各地で５回(59社74名)

◇京都ＢＣＰ企業交
流会の開催
（H30.3.2）
・企業のＢＣＰ取組
事例発表、図上訓
◇ライフライン情報連絡訓練 練体験の実施
の実施（H30.3.16）

◇府地域防災計画に ◇ＨＰ開設
京都ＢＣＰについて記
載（H26）
◇京都ＢＣＰ行動指
針の策定（H26）
◇京都ＢＣＰ推進会
議の開催（H26～）

◇地元金融機関図上訓練
（H28.2.3）
・連絡体制の確立、被害状況の情
報共有・公表

◇長田野工業団地検討委員会の開
催
・第２回検討委員会開催（H28.11.11）
・長田野工業団地連携型ＢＣＰ研修
会の開催 （H29.3.16)

◇経済団体勉強会の開催
(H31.1.15)
・経済団体でのＢＣＰの初動
対応に沿った訓練に係る事
前説明

京都府

ライフライン

◇京都銀行と包括協定締結
（H26.9.1）

◇検討会の開催（H28.12.27）
・府と経済団体との連携内容
（フェーズごと）について取り
まとめ

◇経済団体連絡会の開催
(H30.6.29)
・経済団体のＢＣＰ策定につ
いて検討
・経営支援員によるＢＣＰ普
及の働きかけ

３ 共通事項
(2) セミナー・意見交換会の実施等

特定の業界

特定の地域

平成26年度以
前の取組実績

(1) ＢＣＰ策定の促進

◇工業会(危機管理セミ
ナー開催(ＢＣＰ策定支
援))(再掲)

◇職員出前語らい（３回：
工業会、福祉施設、業界 ◇中小企業団体中央会
団体）
ＢＣＰ普及推進事業（セ
ミナー開催２回、専門家
派遣４回）

◇京都ＢＣＰ企業交流会 ◇中小企業団体中央
の開催（再掲）
会
ＢＣＰ普及推進事業
◇職員出前語らい（１
（セミナー開催２回、
回：マンション)
専門家派遣４回）

◇府地域防災計画の ◇ＨＰ更新
見直し（H27.5.29）
・多様な視点から、災
害時における従業員
の参集については従
業員の家庭環境等を
考慮し、それに応じた
ＢＣＰの策定に努める
こと。

◇地域連携ＢＣＰシン
ポジウム（中部経済
産業局）（H27.3.23）
◇内閣官房からの取
材（H26.12.1）

◇「震災対策技術展」
大阪(H27.6.5)
◇国土強靱化シンポ
ジウム－地方強靱化
（仮称） の普及・発展
に向けて（H28.3.8）

◇内閣官房からの取
材（H27.12.28）、国土
強靱化施策集への掲
載
◇京都府地域防災計 ◇災害からの安全な ◇日本政策投資銀行
画の見直し（H28.6.7） 京都づくり条例
九州支店からの取材
・ライフライン勉強会 (H28.8.4施行)に規定 （H28.10.13）
の成果を反映
◇京都ＢＣＰ行動指 ◇内閣官房、中部経
針の見直し案の作成 済産業局からの取材
（H28.11.30）、国土強
靱化施策集への掲載

◇京都府地域防災
計画の見直し
（H29.5.30）
・京都ＢＣＰ行動指
針見直し内容を反
映

◇京都ＢＣＰ行動指 ◇国土強靱化施策
針の見直しを決定 集への掲載
（H29.5.30）
◇ＨＰ更新

◇医療機関を対象としたワークショッ
プを別途開催

◇連携型ＢＣＰ地元金融機関意見
交換会の継続開催
(計２回)

◇ライフライン連絡会の開催
（H30.10.12、H30.11.20、
H31.1.23）
◇ライフライン取りまとめ集の
作成
◇「平成３０年度災害対応の総
合的な検証 最終報告書」にお
いて、 停電対策について記載

◇京都ＢＣＰ企業交
流会の開催
（H31.3.12）
・講演、企業のＢＣＰ
取組事例発表

◇ＢＣＰ策定支援ワークショップの開催 ◇京都ＢＣＰ企業交流会
・東京海上日動火災保険㈱との包括連 の開催（再掲）
携協定によりＢＣＰ策定支援
・府内各地で8回(68社87名)
◇「第３０回京都大学宇治
キャンパス産学交流会」で
の講演
◇京都ＢＣＰセミナー等の参加企業へ （H30.12.3）
の取組状況アンケートの実施
◇大学での実態調査
◇医療機関を対象としたワークショップ
を別途開催
◇「平成３０年度災害対応の総合的な
検証 最終報告書」において、 交通遮
断時の職員参集、帰宅困難者対策に
ついて記載

◇中小企業団体中央会
ＢＣＰ普及推進事業（セ
ミナー開催２回、専門家
派遣１回）

◇京都府災害時応急
対応業務マニュアル
に、ライフライン取り
まとめ集等を踏まえ
た業務を記載

◇国土強靱化施策集
への掲載
◇世界銀行からの取
材
（H30.9.19）
◇近畿経済産業局か
らの取材
（H31.2.14）
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京都ＢＣＰ推進会議 これまでの取組実績及び令和２年度取組計画
１ 連携型ＢＣＰの取組の推進
(1) 災害時の情報共有体制
の確立（経済団体）

２ 個別ＢＣＰ策定支援
(3) 府内の企業連携
の促進

(2) 各分野ごとの連携強化

金融

令和元年度
の取組実績

◇経済団体連絡会の開催
(R2.7.1)
◇京都BCP行動指針の見
直しについて協議

令和２年度
の取組計画
（案）

京都府

ライフライン

◇長田野工業団地での実践
◇地元金融機関図上訓練
○内閣官房国土強靱化事業の推 (R2.1.20～21)
進
・官民連携ワークショップ(R2.2.6) ◇連携型ＢＣＰ地元金融機関意
見交換会の継続開催
別紙1
(計２回)
・包括協定で実施することとした
災害時の相互支援について検討
◇新たな地区での推進について （参加金融機関間における支援
検討
物資の提供、行職員が業務中に
・出前語らい（（株）けいはんな）
被災した場合の相互支援、仮設
※新型コロナウイルス拡大防止 店舗の共同運営 等）
の観点から延期

◇ライフライン連絡会の開催 ◇「地域医療ＢＣＰ
（R2.1.24）
連携」との連携
(R元.6.29)
◇ライフライン情報連絡訓練
の実施(R2.3.11)
◇京都ＢＣＰ企業交
※新型コロナウイルス拡大 流会の開催
防止の観点から延期
(R2.3.6)
※新型コロナウイル
◇関西電力、ＮＴＴ西、大阪 ス拡大防止の観点
ガスとの協定締結
から延期
（R2.3.26）

◇ＢＣＰ策定支援ワークショップの開
催
・東京海上日動火災保険㈱との包括
連携協定によりＢＣＰ策定支援
・府内各地で6回(97社114名)

◇長田野工業団地での実践
○検討委員会の継続開催
・ハザードマップ作成
○内閣官房国土強靱化事業の推
進
・官民連携のタイムラインの作成

◇ライフライン連絡会の開
催

◇「地域医療ＢＣＰ
連携」との連携

◇ライフライン情報連絡訓
練の実施
・京都府地震災害対応図上
訓練（R2.9.1）（予定）

◇京都ＢＣＰ企業交
流会の開催（R2秋
頃）
・中小企業や製造
業以外の業種のＢ
ＣＰ取組事例の発
表
・感染症対策を盛り
込んだＢＣＰの策定

◇ＢＣＰ策定支援ワークショップの
開催
・東京海上日動火災保険㈱との包括
連携協定によりＢＣＰ策定支援
・府内各地で3回（予定） 別紙5

別紙3

３ 共通事項
(2) セミナー・意見交換会の実施等

(1) 地域防災計画へ
の反映

(2) 京都ＢＣＰの周
知、発展

(3) 京都ＢＣＰを全国
的にＰＲ

◇京都府地域防災
計画の見直し
(R元.6.3)
・「平成３０年度災害
対応の総合的な検
証 最終報告書」の
内容を反映

◇京都府災害時応
急対応業務マニュ
アルにおいて、災害
対策本部事務局体
制の中にライフライ
ン対応担当を設置

◇国土強靱化施策
集への掲載

特定の業界

特定の地域

◇経済団体連絡会の開催
(R1.7.5)
・経済団体のＢＣＰ策定に
ついて検討
・企業のＢＣＰ策定の支援
（経営支援員によるＢＣＰ
普及の働きかけ、中小企
業強靱化法に基づく施策
の推進等）

(1) ＢＣＰ策定の促進

◇連携型ＢＣＰ地元金融機関意
見交換会の継続開催
・包括協定で実施することとした
災害時の相互支援について検討
（参加金融機関間における支援
物資の提供、行職員が業務中に
被災した場合の相互支援、仮設
店舗の共同運営、メール便の共
同運行 等）

◇新たな地区での推進について
検討
◇地元金融機関図上訓練の実
施

別紙2

別紙4

◇協定の具体的内容の検
討

◇京都ＢＣＰ企業交流会
の開催（再掲）
◇職員出前語らい（２
回：全労済、綾部市防火
防災協会)

◇医療機関を対象としたワークショッ
プを別途開催
◇京都中小企業家同友
会計３回のＢＣＰ策定支
◇ＢＣＰモデルプランの改定
援セミナー
・帰宅困難者対策を反映
（７～９月）

◇京都ＢＣＰセミナー等の参加企業
への取組状況アンケートの実施
◇内閣府と同様の実態調査
・啓発チラシを同封
◇医療機関を対象としたワーク
ショップを別途開催
◇ＢＣＰモデルプランの改定
・感染症対策を反映

◇京都ＢＣＰ企業交流会
の開催（再掲）
◇職員出前語らい（連
合京都）

関係団体

◇NTTデータ経営
研究所からの取材
(R元.7.16)
◇チュラーロンコン
大学（タイ）、名古屋
工業大学からの取
材
(R元.8.5)

◇京都府地域防災
計画の見直し
(R2.6.5)
・京都BCPの取組
内容を具体的に記
載
（参考：防災基本計
画の修正（R2.5））
別紙6

◇京都ＢＣＰ行動指 ◇国土強靱化施策
針の見直し案の作 集への掲載
成
・感染症対策を反映
等
・令和３年度京都府
防災会議に提示
別紙7

