
―中小企業者の実態に関するアンケート―ご協力のお願い 

 

 

中小企業者、関係団体及び学識経験者などで構成され、事業者や市民の声、社会や経済の動きを

踏まえながら調査・審議することにより、地域社会の意見を市の中小企業振興施策へ反映する会

議です。 

緊急事態発生 

・災害への意識は？ 

・災害時の対応は？ 

・事業継続計画（BCP）策定は？ 

平素から皆様には、大村市の産業振興を通じ、地域発展に格段のご尽力を賜り、心から御礼申し上げます。 

大村市中小企業振興会議では、地域経済を支える中小企業の皆さまの声を大村市に提言しています。このアン

ケート調査は、中小企業の課題解決に繋げるため、中小企業の実態を把握する目的でお尋ねするものです。お忙し

いところ誠に恐れ入りますが、ご協力をよろしくお願いします。 

令和４年●月 

大村市中小企業振興会議 会長 山口 純哉 

                 （長崎大学 経済学部 准教授） 

■回答期限：令和４年●●月●●日（●） 

■回答方法：下記のいずれかの方法でご回答ください。 

・郵送（同封の返信用封筒をご利用ください） 

・インターネット（右記ＱＲコード） 

・インターネット（市ホームページ） 

トップページ＞まちづくり・産業＞産業振興＞中小企業支援 ＞ 

「大村市中小企業振興会議」内「中小企業者の実態に関するアンケート」   

・FAX（0957-54-7135） 

大村市中小企業振興会議 事務局（大村市 商工振興課） 

担当：武内  TEL 0957-53-4111(内線 249)  FAX 0957-54-7135 
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大村市では、令和 2年 7月 6日に警戒レベル 5相当の「大雨特別警報」が発表され、1976年

の観測開始以来最大となる24時間雨量384 ミリを観測した「令和 2年7月豪雨」により、河

川の氾濫や道路の冠水、ビニールハウス倒壊、家屋の浸水など、広範囲にわたり甚大な被害が発

生しました。市内事業所においても、店内への浸水や機器の損傷、車両水没などにより、事業運

営に大きな打撃を受けられました。

―災害時における企業の事業継続のための取組―

令和２年７月豪雨

佐奈河内川（今富町） 市道田下荒瀬線（原町）

事業継続計画

（BCP）

災害から事業と従業員を守る！

災害や事故が発生した場合、中核となる事業を優先的に継

続または早期に復旧させて企業の存続を図るために、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

■内閣府のBCPに関するホームページ

防災情報のページ～事業継続計画を知る・計画する～

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/sk.html

■中小企業庁のBCPに関するホームページ

中小企業BCP策定運用指針～緊急事態を生き抜くために～

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/

■長崎県のBCPに関するホームページ

長崎県版簡易ＢＣＰ策定シート

https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkarano

oshirase/oshirase/526126.html
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中小企業者の実態に関するアンケート調査（全１２問）

【アンケート調査の内容】（下記の項目について現状をお伺いします。）

１ 災害時のリスク意識について

２ 災害時のリスク対応について

３ 事業継続計画（BCP）策定状況等について

４ 自由意見

５ 会社概要

１．災害時のリスク意識について

問１.貴社が特に危惧しているリスクについてご回答ください。（複数回答可）

※ 該当するものすべてに○をつけてください。

問２.災害時のリスクを具体的に想定して経営が行われていますか。

※該当するもの一つに○をつけてください。

問３.行っていない理由についてご回答ください。（複数回答可）

※ 該当するものすべてに○をつけてください。

⇒ご回答後、問８へお進みください。

ア．地震 イ．水害 ウ．台風

エ．火災、爆発

などの事故

オ．IT関係

のトラブル

カ．情報管理

（個人情報の

漏洩など）

キ．不祥事 ク．感染症 ケ．その他

（ ）

コ．特になし

ア．行っている

➡問４へお進みください。

イ．検討中

➡問４へお進みください。

ウ．行っていない

➡問３へお進みください。

ア．取組時間・人員の不足 イ．知識・情報不足 ウ．業務を実施する中で、これまで

リスクを想定してこなかった

エ．リスクについて考えても

仕方がない

オ．マネジメントの方法自体が

わからない

カ．その他

（ ）
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２．災害時のリスク対応について

問４.リスクが発生した場合、どのような点を重視しますか。（複数回答可）

※ 該当するものすべてに○をつけてください。

問５.リスクが発生した場合の対応を従業員に共有し、実効性を高めるための取組を実施されてい

ますか。

※該当するもの一つに○をつけてください。

問６.具体的な取組内容についてご回答ください。（複数回答可）

※該当するもの全てに○をつけてください。

問７.リスクへの対応を実施していくうえでの課題又は実施していない理由についてご回答くだ

さい。（複数回答可）

※ 該当するものすべてに○をつけてください。

ア．従業員や店舗等にいる顧客の安全を守る イ．供給責任を果たし、顧客からの信頼を守る

ウ．自社・グループ企業内の経営を維持する エ．取引先との関係性を維持する

オ．従業員の雇用を守る カ．地域経済の活力を守る

キ．地域の復旧に貢献する ク．その他

（ ）

ア．実施している

➡問６へお進みください。

イ．現在検討中

➡問７へお進みください。

ウ．実施していない

➡問７へお進みください。

ア．対応マニュアルや

携行資料の作成

イ．集合研修・会議の開催

ウ．訓練の実施 エ．その他

（ ）

ア．自社従業員や関係者への

取組の共有が難しい

イ．経営層の関与が難しい ウ．予算の確保が難しい

エ．取組時間・人員の確保が難

しい

オ．被災時には公的手段があ

るため

カ．何をすれば良いかわから

ない

キ．その他（ ）
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３．事業継続計画（BCP）策定状況等について

（全員へお伺いします。）

問８．貴社は、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定されていますか。

※該当するもの一つに○をつけてください。

問９．事業継続計画（ＢＣＰ）を策定（予定）したきっかけについてご回答ください。

※該当するものから上位3つまで○をつけてください。⇒ご回答後、問11へお進みください。

問 10．事業継続計画（ＢＣＰ）策定についてどのようにお考えですか。

※該当するものから上位3つまで○をつけてください。

ア．策定済み

➡問９へお進みください。

イ．策定中

➡問９へお進みください。

ウ．策定予定（検討中）

➡問９へお進みください。

エ．防災計画等の一部として、

織り込んでいる

➡問９へお進みください。

オ．策定予定はない

➡問10へお進みください。

カ．BCPを知らなかった

➡問10へお進みください。

ア．過去に災害や事故等で被害や影響を受け

た

イ．報道で災害等の影響を知ったり、セミナ

ーや書籍等で取組の必要性を認識した

ウ．支援機関などから策定の呼びかけがあっ

た

エ．親会社や取引先から策定の要請があった

オ．策定にあたっての支援が得られた カ．策定をするための人員や資金の確保がで

きた

キ．社会的潮流にあわせた ク．元々リスク管理を重視していた

ケ．BCP関係の優遇措置を利用するため コ．その他

（ ）

ア．これまで考えていなかったが、情報を集

め、策定について検討をしてみたい

イ．顧客､取引先からの要請があれば考える

ウ．行政や業界団体からの要請があれば考え

る

エ．行政や業界団体が作成したガイドライン

等があれば考えてみたい

オ．ＢＣＰではなく、災害時に社員や家族の

安否確認方法は検討しようと考えている

カ．重要性を認識していないため現時点では

考えていない

キ．策定の効果が期待できない ク．策定する人的余裕がない

ケ．策定に必要な費用の確保が難しい コ．策定するノウハウ・スキルがない

サ．策定に必要な情報が不足している シ．災害があった時に事業を継続する意思が

ない

ス．その他

（ ）
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４．自由意見（※任意）

問 11．本調査及び事業継続計画（ＢＣＰ）等に関してご意見・ご要望等がございましたら、以下

に自由にご記入ください。

例）被災時に困られたこと、災害時に必要だと感じる支援など

５．貴社の概要について

（全ての方のご回答をお願いします。）

問 12.貴社（貴殿）の業種等について
※該当する業種、代表者の年齢、後継者の有無に〇をつけてください。

また、従業員数を記入してください。

※業種が複数ある方は、売上高が一番多い業種を選択してください。

貴社（屋号）名称： 回答者名：

※貴社（屋号）名称は、任意でご記名いただける方のみお書きください。

業 種

ア. 農業 イ. 林業 ウ. 漁業 エ. 建設業（管工事及び電気工事業を含む） オ. 製造業

カ. 情報通信業 キ. 金融業 ク. 保険業 ケ. 娯楽業 コ. 不動産業

サ. 専門・技術サービス業 シ. 教育・学習支援業

ス. 生活関連サービス業（理美容業、エステティック業やリラクゼーション業）

セ. 医療業 ソ. 児童福祉サービス業 タ. 介護福祉サービス業

チ. 障がい者福祉サービス業 ツ. その他のサービス業 テ. 飲食サービス業

ト. 卸売業 ナ. 小売業 ニ. 運輸業 ヌ. 宿泊業 ネ. 未創業

ノ. その他（ ）

※業種がわからない場合は、「ノ. その他」を選択し、内容を記入してください。

代表者

の年齢
ア．30歳未満 イ．30歳代 ウ．40歳代 エ．50歳代 オ．60歳代 カ．70歳以上

後継者

の有無
ア．後継者がいる（確保できる見通しの場合を含む） イ．後継者がいない

従業員 正規従業員( )人 、非正規従業員( )人 計( )人

質問は以上です。お忙しい中ご協力いただき、誠にありがとうございました。

大村市中小企業振興会議


