
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

  （洪水：ハザードマップ、さーちずまえばし） 

   前橋市のハザードマップ等によると、当所が立地する日吉町周辺においては 0.5ｍ未満の浸

水が想定されているが、前橋駅周辺、国道 50号線沿いの中心市街地においては、地形により浸

水被害は想定されていない。しかし、市内を流れる利根川・桃ノ木川・荒砥川等の周辺では、

大雨等による洪水などの水害が発生する危険性が高まっており、物流企業が集積している下川

渕地区では 5～10ｍ未満、岩神地区のグリーンドーム前橋周辺では市内最大の 10～20ｍ未満の

浸水被害が想定されている。 

  （土砂災害：ハザードマップ、さーちずまえばし） 

   前橋市のハザードマップ等によると、赤城山山間部の一部において、急傾斜地の崩壊による

土砂災害発生の恐れのある土砂災害特別警戒区域が指定されている。また、企業の集積は見ら

れないものの、利根川沿いの一部が同区域となっており、災害発生時は大きな被害が懸念され

る。 

（地震：J-SHIS） 

   前橋市は深谷断層帯の周辺部に位置するため、最大震度６強の地震発生が想定される。地震

ハザードステーションによると、今後 30 年間に震度 6 弱以上の地震が発生する可能性は 7.2％

(2018年度)となっている。 

  （災害による被害発生状況） 

   前橋市は、利根川や広瀬川、桃ノ木川等が流れ、古くから水害が多発しており、1947年のカ

スリーン台風では、赤城白川、荒砥川で大雨による大規模な土石流が発生し、大きな被害が発

生した。また、近年の風水害の発生状況をみると、ゲリラ豪雨や、雷雨に伴う集中豪雨による

浸水害が増加しており、発生時期は6～10月に集中している。 

2019年(令和元年)6月の集中豪雨では、100㎜/ｈを超える降水により記録的短時間大雨情報が

発表され、宮城地区、富士見地区を中心に、土砂流入等により100件を超える被害が発生してい

る。 

   雪害に関しては、2014年（平成26年）2月14日～15日にかけて、観測史上最大となる積雪量73

ｃｍの大雪を記録し、住家、事業所等に15,000件以上の被害を与えた。 

火山災害に関し、前橋市に大きな被害を与えた活火山は、赤城山、榛名山、浅間山であ

るが、浅間山に関してはやや活発な火山性地震活動を継続している。赤城山、榛名山では

その傾向が見られないが、災害リスクは潜在している。 

  （その他） 

   「水防法」及び「前橋市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例」 

の規定により、浸水想定区域内にある工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が１万平方メートル 

以上のものについては、当該施設の所有者又は管理者からの申出に応じて当市が前橋市地域防 

災計画に名称及び所在地を定めることによって、浸水防止計画の策定、訓練の実施及び自衛水 

防組織の設置に努める必要が生じる。 

 

 

 



（２）商工業者の状況 

  ・商工業者数    12,427 人 

  ・小規模事業者数  9,260人 

  【内訳】       出典：総務省・経済産業省「平成 28年経済センサス-活動調査」より 

業種 商工業者数 小規模 

事業者数 

備考（事業所の立地状況

等） 

商工業者 農林漁業 69 47  

建設業 1,358 1,268 市内に広く分布している 

製造業 811 642 市内に複数ある工業団地に

集積している 

電気・ガス・熱供

給・水道業 

8 5  

情報通信業 152 93  

運輸業、郵便業 219 127  

卸売業、小売業 3,520 2,172 市内に広く分布している 

金融業、保険業 312 237  

不動産業、物品賃

貸業 

1,110 1,061  

学術研究、専門・

技術サービス業 

747 549  

宿泊業、飲食サー

ビス業 

1,574 1,029 市内に広く分布している 

生活関連サービス

業、娯楽業 

1,249 1,098 市内に広く分布している 

教育、学習支援業 395 327  

医療・福祉 270 229  

複合サービス業 45 36  

サービス業 588 340  

 

（３）これまでの取組 

  １）当市の取組 

   ・前橋市地域防災計画の策定、防災訓練の実施 

   ・防災備品の備蓄（指定避難所等）、関係機関や企業等と災害時応援協定締結 

   ・防災行政無線、防災ラジオ、緊急速報メール、ＳＮＳ等による防災情報の発信 

   ・地域自主防災組織の結成、訓練の促進 

   ・要配慮者施策の推進 

  ２）当所の取組 

   ・「事業継続計画」の策定 

   ・自然災害発生時の会員被災情報の収集および行政等への報告 

   ・事業者 BCPに関する国の施策周知 

   ・事業者 BCP策定支援セミナーの開催 

   ・各保険会社と連携した会員限定の損害保険等への加入促進 

   ・防災備品（非常食、懐中電灯、救急道具、毛布等）を備蓄 

   ・定期的に消防・避難訓練を実施しているほか、前橋市が実施する「前橋シェイクアウト」

等への参加 



Ⅱ 課題 

   現状では、県内商工会議所の中でもいち早く BCP を策定し、当所のみならず管内企業への啓

蒙活動を行ってきたが、BCP あるいは事業継続力強化計画の策定件数は十分とは言えず、より

一層の啓蒙活動の強化が必要である。 

   さらには、行政や関係機関との協力体制について漠然的な内容にとどまっており、役割の明

確化や具体的な対応等について整備し共有する必要がある。 

 

Ⅲ 目標 

   ・地区内小規模事業者に対し災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知する。 

   ・発生時における連絡体制を円滑に行うため、当所と当市との間における被害情報報告ルー

トを構築する。 

   ・発生後速やかな復興支援策が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を

平時から構築する。 

 

※ その他 

   ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和２年４月１日～令和６年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

  ・当所と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 ＜１．事前の対策＞ 

  １）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

    ・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリ

スク及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害

保険・共済加入等）について説明する。 

    ・当所会報誌「糸都」や市広報、ホームページ、メールマガジンや SNS 等において、国の

施策の紹介やリスク対策の必要性、保険制度の概要、事業者 BCP に積極的に取り組む小

規模事業者の紹介等を行う。 

    ・小規模事業者に対し、事業者 BCP（即時に取組可能な簡易的なものも含む）の策定によ

る実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

    ・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政

の施策の紹介、保険制度の紹介等を実施する。 

 

  ２）商工会議所自身の事業継続計画の作成 

    ・当所は「群馬県 BCP 策定支援プロジェクト」の一環として東京海上日動火災保険(株)様

の支援をいただきながら計 8 回のミーティングを重ね、2015 年に「事業継続計画」を策

定（別添）した。 

 

  ３）関係団体等との連携 

    ・当所議員企業である東京海上日動火災保険(株)（今後、連携協定締結予定）に専門家の

派遣を依頼し、会員事業者以外も対象とした普及啓発セミナーや保険制度の紹介等を実



施する。 

    ・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催・周知協力依頼を行う。 

 

  ４）フォローアップ 

    ・小規模事業者の事業者 BCP等取組状況の確認 

    ・（仮称）前橋市事業継続力強化支援協議会（構成員：前橋商工会議所、前橋市、東京海

上日動火災保険（株）群馬支店等）を開催し、状況確認や改善点等について協議する。 

 

  ５）当該計画に係る訓練の実施 

    ・自然災害（2019 年台風 19 号・震度 6 弱の地震等）が発生したと仮定し、当市との連絡

ルートの確認等を行う（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

 ＜２．発災後の対策＞ 

  ・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、

下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

  １）応急対策の実施可否の確認 

     発災後 24時間以内に職員の安否報告等を行う。 

    （SNS 等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まかな被害状況（家屋被害や道路状

況等）等を当所と当市で共有する。） 

 

  ２）応急対策の方針決定 

   ・当所と当市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

   （豪雨における例）職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤をせず、

職員自身がまず安全確保をし、警報解除後に出勤する。等 

   ・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

   ・大まかな被害状況を確認し、速やかに情報共有する。 

 （被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある ・地区内 10％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラ

スが割れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全

壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしく

は、交通網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある ・地区内 1％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラス

が割れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の

全壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

  ※連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 



 

   ・本計画により、当所と当市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

  

発災直後～ 速やかに情報を共有する 

発災後～1週間 1日に 1回以上共有する 

2週間～4週間 適時、共有する（最低、1週間に 1回） 

１ヶ月以降 適宜、共有する 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

  ・自然災害発生時に、地区内の商工業者等の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行

うことができる仕組みを構築する。 

  ・二次被害を防止するため、前橋市の指示に従って被災地域での活動を行うことについて事

前に決めておく。 

  ・当所と当市が情報を共有した上で、市が群馬県へ報告する。 

 

  （連絡ルート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口の開設方法について、当市と相談する。（当所は、国（あるいは日本商工会議所）

の依頼を受けた場合は、特別相談窓口を設置する。） 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を行う。 

・地区内小規模事業者の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）について、地区内小規模

事業者へ周知する。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・国、群馬県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を

行う。 

・被災事業者に、各種支援制度、保険金請求、税の減免申請、融資などの手続きを受ける場合

群馬県 経済産業局等 

前橋市 県連合会 

前橋商工会議所 



に必要な「罹災証明書」について周知し、取得を促す。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣

等を群馬県等に相談する。 

 
 
※その他 
・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（２０２０年１月現在） 

（１）実施体制 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

経営指導員 山田 功、横山 善彦（連絡先は後述（３）①参照 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会議所 

  前橋商工会議所 経営支援課 

  〒371-0017 前橋市日吉町１－８－１ 

  TEL 027-234-5115 ／ FAX 027-234-8031 E-mail keieishien@maebashi-cci.or.jp 

②関係市町村 

 前橋市役所 産業政策課 

 〒371-8601 前橋市大手町２－１２－１ 

 TEL 027-898-6983 ／ FAX 027-224-1188 E-mail kougyou@city.maebashi.gunma.jp 

（４）被害情報等報告先 

群馬県産業経済部産業政策課 

前橋商工会議所 
専務理事 
事務局長 

前橋商工会議所（本部） 

法定経営指導員 

前橋市 
産業経済部長 

前橋市 
産業政策

課 

前橋市 
防災危機管

理課 

連携 

連絡調整 

確認 

連携 

前橋商工会議所 城南支所 

mailto:kougyou@city.maebashi.gunma.jp


〒371-8570 群馬県前橋市大手町１－１－１ 

TEL 027-226-3320 ／ FAX 027-223-5470 E-mail sangyo@pref.gunma.lg.jp 

  報告にあたっては、収集情報の取りまとめ等が容易なメールを第一に利用する。 

 
※その他 
・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 
 

 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 

必要な資金の額 ２５０ ２５０ ２５０ 

・専門家派遣 

（個者支援を想定） 

・協議会運営費 

（年２回開催予定） 

・セミナー開催費 

（年１回開催予定） 

・パンフ、チラシ作成費 

（セミナー案内や啓蒙資料） 

１００ 

 

２０ 

 

５０ 

 

８０ 

１００ 

 

２０ 

 

５０ 

 

８０ 

１００ 

 

２０ 

 

５０ 

 

８０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、前橋市補助金、 県補助金 、事業収入 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

・東京海上日動火災保険株式会社群馬支店 支店長 柘植 信一郎 

 住所 前橋市本町２－１３－１１ 前橋センタービル 

連携して実施する事業の内容 

①＜１．事前の対策＞ 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

  ・巡回経営指導時の際に説明する、事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加入等に

ついて講師を依頼し、職員向け勉強会を開催する。 

  

②＜１．事前の対策＞ 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・事業継続の取組に関する専門家として招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや保険

制度の紹介等を実施する。 

 

連携して事業を実施する者の役割 

①連携者：東京海上日動火災保険株式会社群馬支店 支店長 柘植 信一郎 

     住所 前橋市本町２－１３－１１ 前橋センタービル 

 役 割：勉強会の講師を担う 

 効 果：最新かつ専門的知識の習得および指導スキルの向上が見込まれる 

 

②連携者：東京海上日動火災保険株式会社群馬支店 支店長 柘植 信一郎 

     住所 前橋市本町２－１３－１１ 前橋センタービル 

 役 割：セミナーの講師を担う 

 効 果：当所や当市の知識不足を補うことが可能であり、小規模事業者に対し普及啓発および専

門的知識の伝達が見込まれ、災害リスクに対する予防・減災効果の向上が見込まれる。 

 

連携体制図等 
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