
※定員になり次第、申込みを締め切ります。

申
込
先

❶岡山西商工会
岡山市北区庭瀬 488-6

TEL.086-293-0454  FAX.086-292-5649
okayamanishi@okasci.or.jp

❷吉備中央町商工会
加賀郡吉備中央町豊野 1-1

TEL.0866-54-1062  FAX.0866-54-1642
kibichuo@okasci.or.jp

❸備前東商工会
備前市日生町寒河 2570-31

TEL.0869-72-2151 FAX.0869-72-2153
bizenhigashi@okasci.or.jp

❹和気商工会
和気郡和気町尺所 2

TEL.0869-93-0522  FAX.0869-93-3555
wakes@okasci.or.jp

❺真備船穂商工会
倉敷市真備町箭田 1180-3

TEL.086-698-0265  FAX.086-698-0203
mabi-funao@okasci.or.jp

❻備北商工会
高梁市成羽町下原 432-1

TEL.0866-42-2412  FAX.0866-42-2012
bihoku@okasci.or.jp

❼阿哲商工会
新見市神郷下神代 4898-9

TEL.0867-92-6103  FAX.0867-92-6105
atetsu@okasci.or.jp

❽真庭商工会
真庭市鍋屋 6

TEL.0867-42-4325  FAX.0867-42-4337
maniwa@okasci.or.jp

❾作州津山商工会
津山市新野東 567-9

TEL.0868-36-5533  FAX.0868-36-6396
s-tsuyama@okasci.or.jp

10久米郡商工会
久米郡美咲町原田 1757-8

TEL.0868-66-0033  FAX.0868-66-0442
kumegunsci@okasci.or.jp

10みまさか商工会
美作市栄町 187-4

TEL.0868-73-6520  FAX.0868-72-6350
mimasaka@okasci.or.jp

10岡山県商工会連合会
岡山市北区弓之町 4-19-401

TEL.086-238-5666  FAX.086-222-1672
kouikisc@okasci.or.jp

◆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
◆自社の事業継続計画（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 など

平成30年７月豪雨災害をはじめ、昨年の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おります。この様なリスクを乗り越えるために事業継続計画（BCP）策定セミナー
を開催します。さらに希望者には個別相談対応でWサポート！！ぜひ、この機会にご受講ください。

豪雨災害や新型コロナウイルス感染症発生などから
事業を守るためにしっかり備えをしませんか？

県内11か所の商工会の各サテライト会場
または自宅や会社で受講できます！

※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。

全２回

【主 催】 岡山県商工会連合会・県下20商工会

第２回 現場で機能する!!好評につき、今
年も開催！

“事業継続計画（BCP）”策定セミナー
参加無料

第１回 7/27 火 13：30～16：30
「BCP事例発表」

第２回 ８/３ 火 13：30～16：30
「BCPシミュレーション演習」

7/27　・8/3　開催火 火

セミナーの詳細などは裏面をご覧ください▶▶▶

岡山県商工会連合会

講 師・広域SC担当者

受講者･商工会担当者 受講者

セミナー開催日時

このような方はぜひご受講ください！

Web中継

会場 会場

受講形態をお選びいただけます

一体どう対応したら
　　　いいんだろう…

サテライト会場（実施商工会） オンラインセミナー
（自宅や会社で受講）



お名前
社名
屋号

所在地

所属商工会

受講形態 個別相談希望日
（希望者のみ記入）

□岡山西　□吉備中央町　□備前東　□和 気　□真備船穂　□備 北　□阿 哲
□真 庭　□作州津山　□久米郡　□みまさか　□自宅または会社

商工会

□7/27（火） □8/3（火）

TEL

FAX

ご記入いただき、上記のＦＡＸ番号
またはEメールへご送信ください。

下記の項目にご回答の上、ご送信ください。

※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。

フリガナ

事業継続計画（BCP）策定セミナー【参加申込書】

TEL 086-238-5666
岡山県商工会連合会 広域サポートセンター

岡山市北区弓之町4-19-401 　 FAX 086-222-1672
Eメール kouikisc@okasci.or.jp

〒　　　-

Eメール ＠

① ② ③

お近くの商工会または
　岡山県商工会連合会へ

❶自社の事業継続計画（BCP）が作成できる！
❷規模別、業種別、業態別の BCP のポイントが分かる！
❸感染症 BCP 整備のポイントが分かる！

セミナー受講の３大メリット

※事前申込制。各回とも先着２社まで。

▶ＢＣＰ策定企業の発表
▶策定企業から学ぶポイント解説
▶自社ＢＣＰに活用するポイント
　（グループワーク）
▶被災状況確認チェック表の作成演習
▶感染症ＢＣＰ策定のポイント
▶まとめ

現場で機能する!!“事業継続計画（BCP）”策定セミナー

▶ＢＣＰシミュレーション演習の意味
▶シミュレーションの進め方
　（ガイダンス）
▶シミュレーション実施（訓練実施）
▶演習の解説と振り返り
▶自組織の課題を抽出
▶まとめ

ＢＣＰ（または事業継続力強化計画）を
策定した企業に自社の計画内容を発表
していただき、どのような点が優れてい
るか、今後はどういった点を改善すれば
よいかを講師が解説します。他社のＢＣ
Ｐを知ることにより、自社のＢＣＰ策定
の具体的なヒントを得ることができる
ため、これからＢＣＰを策定する会社に
とっても、実例から学ぶことが可能で
す。最後に、被災状況チェック表の作成
演習と感染症リスクに対するＢＣＰ策
定ポイントの講義も行います。

ＢＣＰシミュレーション演習を行うこ
とにより、自組織のＢＣＰにおける課題
を洗い出し、ＢＣＰの実効性向上に役立
てます。講師から付与される具体的な被
災状況に対して各自が的確な指示を出
し、早期に事業の復旧を果たすための行
動がとれるかどうかを演習により確認
します。自組織内で演習を行う際に役立
つ演習進行の方法についても学びます。
これからＢＣＰを策定する会社にとっ
ても、ＢＣＰの活用シーンを体感できる
ため有用です。

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。

同社では非常時の代替先として連携した新
潟県内の企業と平時からの協力やタイの日
系企業との新たな事業展開の模索を行う
等、「経営に活かすＢＣＰ」を実践中。その取
組みは国 内 で 高 く 評 価 さ れ て お り、
「BCAO アワード 2014」において鳥取県庁と
並び大賞を受賞。

（株）フォーサイツ
　　コンサルティング
 代表取締役社長

（株）賀陽技研
  代表取締役社長

浅野 睦氏

平松 稔氏

（担当）黒瀬、加藤

お申し込み・お問い合わせは

申込締切 7/20（火）

第１回 7月27日 火 第２回 8月3日 火
10：00

12：00

13：30

16：30

個別相談会（サテライト会場 or 岡山県商工会連合会にて）

「ＢＣＰ事例発表」 「ＢＣＰシミュレーション演習」

新型コロナウイルス感染拡大防止対策

●当日、風邪の症状や発熱、強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある場合は、参加をご遠慮ください。
●当日は参加される方の氏名・連絡先を確認するとともに、体温を確認させていただきます。
※ウイルス飛沫感染防止のため、会場にアルコール消毒液を設置します。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、本セミナー等を中止する場合がございます。

マスク着用 会場内換気 手指の消毒

特別講師

特別講師

開催概要第２回

【講 師】 浅野氏･平松氏 【講 師】 浅野氏
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