
大阪府では、2015年3月に南海トラフ巨大地震をはじめとする地震への備えとして

「新・大阪府地震防災アクションプラン」を策定しています。
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簡単なアンケートにご回答いただくことで、地震リスクに対するお客さまの取り組み状況を診断します。
課題を明確にして、今後の対応策にお役立てください。

大規模地震の対策は万全ですか？ 地震リスクに対する取り組み状況を診断します。

地震ＢＣＭ対応度診断

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 
Tel：03-3349-3111
＜公式ウェブサイト＞ http://www.sjnk.co.jp/

〈お問い合わせ先〉

＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

●このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
　また、ご契約前には必ず「普通保険約款･特約」をご覧ください。

損保ジャパン日本興亜は、大阪府と包括連携協定を締結し、
防災などに関する府政の広報に協力しています。

大阪府の支援

南海トラフ巨大地震の可能性

大阪府の地震被害想定 ( 平成25年度公表)
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BCP（事業継続計画）を策定しましょう
災害等の緊急時に被害を最小限にとどめ、重要業務の継
続、早期復旧を図るには、事前にBCPを策定・運用すること
が重要です。
内閣府の調査では、BCPを策定した大企業が、平成27年
度に初めて6割を超え、「策定中」を含めると8割近くと
なっています。
大企業を中心にリスク管理の一環として調達先を再検
討する動きが広がっており、契約時に発注者からBCP
の策定状況を確認されるケースもあります。
中小企業のBCP策定率は約15％（平成28年 中小企業
庁）にとどまり、サプライチェーンの一員として供給責
任を果たすために、BCP策定に積極的に取り組むこと
が求められています。

「2016年版中小企業白書」でも、BCPの策定は、企業経
営を改めて振り返ることとなり、平常時においても人材
育成、業務効率化等の企業価値の向上につながることが
示されています。

大阪府商工会連合会と連携して、専門知識を持った経
営指導員及び専門家によるBCPの策定支援を実施し
ております。制度の詳細については、大阪府商工会連
合会のホームページをご覧ください。支援を受けた企
業の事例集もご覧いただけます。
http://www.osaka-sci-bcp.com/

商工会・商工会議所等と連携してBCPセミナー・ワー
クショップを開催しています。日程等詳細は下記大阪
府のホームページをご覧ください。中小企業組合等の
BCP勉強会への専門家講師派遣も対応しておりま
す。一度大阪府にご相談ください。
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■セミナー・ワークショップ

BCPに関する大阪府の支援情報はこちら

■策定支援制度

大阪府 BCP

大阪府の中小企業向けBCP支援施策をご活用ください

大阪府作成資料

※早期避難率が低い場合

BCM (事業継続マネジメント)とは?
災害や事故により被害を受けても重要業務を中断させない、もしくは中断しても可能な限り短い期間で再開させる
ための計画(BCP)を策定し、継続的な取り組みによってリスクに強い企業体質を築く経営管理の仕組みです。

大阪府 アクションプラン詳細はこちら

（SJNK16-50482　2016.12.20）　（16120553） 503498 -0100

大阪府広報担当副知事もずやん

損保ジャパン日本興亜は、大阪府と包括連携協定を締結し、多岐にわたる府政への支援に取り組んでいます。

おおさかサポートプランは、大阪限定のBCP地震補償保険のペットネームです。

BCP地震補償保険
おおさかサポートプラン

大阪府広報担当副知事もずやん
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損保ジャパン日本興亜は、大阪府と包括連携協定を締結し、多岐にわたる府政への支援に取り組んでいます。
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BCPへの取り組みは防災面だけではなく、企業価値を高めるひとつのツールです！

地震による休業損失リスクを補償します

BCPの取り組みは十分ですか？
BCPの取り組みは、職場・従業員の安全性確保に加えて、

企業価値の向上に役立ちます。

お支払対象となる地震※が発生し、次の事由により営業が休止または阻害されたために
生じる損失（利益減少や事業継続に必要な特別費用等）に対して、保険金をお支払いします。

□ 自社施設の損壊による営業停止　　　　　    什器備品・商品の損壊も対象となります！

□ 取引先の罹災による営業停止　　　　　　    取引先の事業中断リスクを補償します！

□ 電気･水道･ガス･通信等のインフラ停止        ユーティリティ設備の損壊による供給中断リスクを補償します！

□ 交通遮断による流通停止　　　　　　　　　 道路、鉄道、橋等の交通基盤の損壊による事業中断リスクを補償します！

※お支払対象となる地震：契約時に指定した震度観測点において、「震度6強」または「震度6弱」以上の地震が発生すること

BCPとは、Business Continuity Planの略で、「事業継続計画」と呼ばれています。
企業が台風、大規模地震等の自然災害、新型インフルエンザの発生などの緊急事態に遭遇した場合、自社の
損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続、あるいは早期復旧を可能とするために、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のことです。

そもそもBCPって何なん？

大規模な地震が発生した場合、仮に自社施設には損害がなくても、取引先の損害により、急な出費と売上減少から、
短期的にはキャッシュフローの悪化を招くことが予想されます。
そこで自社施設がある地域に加え、取引先が集中している地域にお支払対象となる震度観測点を選択することで、
自社施設における物的損害の発生有無にかかわらず、取引先の物的損害により、原材料等の供給または受け入れが
不能となった場合の売上減少リスクを補償します。

BCP地震補償保険

ご契約方式（保険金額と保険料）

契約時に複数の震度観測点を選択することで、ＢＣＰ対策をおこなえます

ご予算に合わせた分かりやすい保険商品を実現しました

□ 保険の対象　　建物の建築年や構造級別に関係なく、全ての建物、設備・什器、商品が保険の対象となります。

□ 契約プラン　　契約時に指定した震度観測点において、２つの契約プランからお選びいただけます。
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取引先地域 A

取引先地域 B

自社施設

□ 保険金額　　　１口100万円から最大50口5,000万円まで加入口数を選択できます。※

契約プラン

保険期間

観測地点

ベーシック

ステップアップ

大阪 兵庫 京都

3.5 3.5 2.4

保険金額 ＝ ×1口100万円 加入口数

年間保険料 ＝ ×1口あたりの保険料 加入口数

ベーシック ステップアップ

支払対象となる地震の条件 震度６強以上

保険金の仮払い
契約時に特定した観測地点で地震が発生した場合には、損失の確定を待たずに保険金
（仮払金）を保険金請求日から30日以内に支払います。

震度６弱以上

支払保険金 保険金額の100％
震度６弱または６強　　保険金額×30％ 
震度７　　　　 　　　  保険金額×100％

てん補期間5年 払込方法 長期年払 12か月

3.2 3.2 2.2

◆１口あたり年間保険料（万円）

BCPに活用できるリスクファイナンス（資金調達手段）

出典：災害写真データベース

※加入口数は、保険金額が年間の営業収益（売上または生産高）に利益率（注）を乗じた額の20％以下となるように
　 設定してください。
　（注）利益率とは、営業利益に固定費を加えた額の年間営業収益に対する割合をいいます。

参考：大阪府震度分布図
　　 （南海トラフ巨大地震）

※上記以外の観測地点については取扱代理店または
　損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

　
本社：大阪　取引先A：兵庫　取引先B：京都
ベーシックプラン
・契約①  観測地点：大阪/保険金額500万円（5口）
              年間保険料：17.5万円

・契約②  観測地点：兵庫/保険金額400万円（4口）
              年間保険料：14万円

・契約③  観測地点：京都/保険金額300万円（3口）
              年間保険料：7.2万円

売上高アップ
供給責任が果たせることで、策定したBCPをもとに取引先を回り、新規取引の獲得、既存取引の拡大
に結び付けていくことができます。また、お客さまからの突発的な大量発注に対しても、BCPで定め
た代替生産体制をとることで、売上高のアップに繋げた事例もあります。

平時における業務効率化
業務工程の簡素化や標準マニュアル化により、社員の多能工化が進み、人材育成や業務効率化に結び
付けていくことができます。また、業務工程の見直しは、新たな事業展開の促進を可能にします。

企業価値の向上
ホームページ（英文ＨＰ含む）やマスコミを活用して、BCPの取り組みを宣伝することにより、お客
さまからの信頼向上、既存取引先からの発注増加などが期待できます。

1

2
3

日本国内で多くの企業がBCP策定の災害として取り上げている大規模地震を想定してみてはいかがで
しょうか。東日本大震災では震災に関連した倒産が46都道府県で発生し、全国規模で影響が及びました。
また、地震に対応したBCPは、地震以外の災害（台風や新型インフルエンザなど）にも応用できます。

うちはこれまでも被災の経験してへんから、
今後どんな災害を想定したらええんか、わからへんなぁ・・・

例えば大阪府が提供している大阪府地域防災計画を参考に
してみてはいかがでしょうか。震度６弱のエリアに自社施
設があれば、生産設備の損壊、停電、ガス停止等が想定され、
およそ１か月程度は業務が停止することが予想されます。

大きく３つのメリットがあります。

被害想定したんやけど、その想定が合うてるか不安やわぁ・・・

※大規模地震による災害が発生した際の利益損失は、
   建物などの物的損害の２倍以上になるといわれています。

ベーシックプラン ステップアッププラン

震度６強以上 震度６弱または６強 震度7

保険金額の100％ 保険金額の30％ 保険金額の100％

□ 保険期間　　  ５年契約となりますので、コストを確定させたうえで、長期間に渡り補償を受けられます。

大規模な地震が発生した場合、短期的にはキャッシュフローの悪化が予想されるため、この保険は地震発生後保険金請
求の手続きをした日から30日以内に保険金を仮払いします。
この仕組みにより、保険金を当座の運転資金としてご活用いただくことにより、キャッシュフローの悪化を防ぎ、事業
の継続をサポートします。 

（注１）なお、てん補期間終了後１か月以内に地震による損失が発生したことを証明する資料を提出していただきます。
（注２）実際に保険金をお支払いする損失の額が仮払金よりも少ない場合は、その差額を精算していただきます。

迅速な保険金支払いにより事業継続をサポートします

保険金請求手続後

30日以内

よ
ろ
し
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う
・・・

保険金仮払金

助か
るわ
ぁ！ 契約プラン

ご契約例

本社：大阪

取引先A：兵庫 取引先B：京都

出典：大阪府地域防災計画
　　 （基本対策編）
　　 平成26年度修正

BCPに取り組むとどんなええことあるん？

震度階級
計測震度6.5~(震度7)
計測震度6.0~6.5(震度6強)
計測震度5.5~6.0(震度6弱)
計測震度5.0~5.5(震度5強)
計測震度4.5~5.0(震度5弱)
計測震度 ~4.5(震度4以下)
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クショップを開催しています。日程等詳細は下記大阪
府のホームページをご覧ください。中小企業組合等の
BCP勉強会への専門家講師派遣も対応しておりま
す。一度大阪府にご相談ください。

作る

知る

■セミナー・ワークショップ

BCPに関する大阪府の支援情報はこちら

■策定支援制度

大阪府 BCP

大阪府の中小企業向けBCP支援施策をご活用ください

大阪府作成資料

※早期避難率が低い場合

BCM (事業継続マネジメント)とは?
災害や事故により被害を受けても重要業務を中断させない、もしくは中断しても可能な限り短い期間で再開させる
ための計画(BCP)を策定し、継続的な取り組みによってリスクに強い企業体質を築く経営管理の仕組みです。

大阪府 アクションプラン詳細はこちら

（SJNK16-50482　2016.12.20）　（16120553） 503498 -0100

大阪府広報担当副知事もずやん

損保ジャパン日本興亜は、大阪府と包括連携協定を締結し、多岐にわたる府政への支援に取り組んでいます。

おおさかサポートプランは、大阪限定のBCP地震補償保険のペットネームです。

BCP地震補償保険
おおさかサポートプラン

OSAKA
AREA

平成29年1月

大阪府



BCPへの取り組みは防災面だけではなく、企業価値を高めるひとつのツールです！

地震による休業損失リスクを補償します

BCPの取り組みは十分ですか？
BCPの取り組みは、職場・従業員の安全性確保に加えて、

企業価値の向上に役立ちます。

お支払対象となる地震※が発生し、次の事由により営業が休止または阻害されたために
生じる損失（利益減少や事業継続に必要な特別費用等）に対して、保険金をお支払いします。

□ 自社施設の損壊による営業停止　　　　　    什器備品・商品の損壊も対象となります！

□ 取引先の罹災による営業停止　　　　　　    取引先の事業中断リスクを補償します！

□ 電気･水道･ガス･通信等のインフラ停止        ユーティリティ設備の損壊による供給中断リスクを補償します！

□ 交通遮断による流通停止　　　　　　　　　 道路、鉄道、橋等の交通基盤の損壊による事業中断リスクを補償します！

※お支払対象となる地震：契約時に指定した震度観測点において、「震度6強」または「震度6弱」以上の地震が発生すること

BCPとは、Business Continuity Planの略で、「事業継続計画」と呼ばれています。
企業が台風、大規模地震等の自然災害、新型インフルエンザの発生などの緊急事態に遭遇した場合、自社の
損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続、あるいは早期復旧を可能とするために、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のことです。

そもそもBCPって何なん？

大規模な地震が発生した場合、仮に自社施設には損害がなくても、取引先の損害により、急な出費と売上減少から、
短期的にはキャッシュフローの悪化を招くことが予想されます。
そこで自社施設がある地域に加え、取引先が集中している地域にお支払対象となる震度観測点を選択することで、
自社施設における物的損害の発生有無にかかわらず、取引先の物的損害により、原材料等の供給または受け入れが
不能となった場合の売上減少リスクを補償します。

BCP地震補償保険

ご契約方式（保険金額と保険料）

契約時に複数の震度観測点を選択することで、ＢＣＰ対策をおこなえます

ご予算に合わせた分かりやすい保険商品を実現しました

□ 保険の対象　　建物の建築年や構造級別に関係なく、全ての建物、設備・什器、商品が保険の対象となります。

□ 契約プラン　　契約時に指定した震度観測点において、２つの契約プランからお選びいただけます。

な
る
ほ
ど
な
あ
！

取引先地域 A

取引先地域 B

自社施設

□ 保険金額　　　１口100万円から最大50口5,000万円まで加入口数を選択できます。※

契約プラン

保険期間

観測地点

ベーシック

ステップアップ

大阪 兵庫 京都

3.5 3.5 2.4

保険金額 ＝ ×1口100万円 加入口数

年間保険料 ＝ ×1口あたりの保険料 加入口数

ベーシック ステップアップ

支払対象となる地震の条件 震度６強以上

保険金の仮払い
契約時に特定した観測地点で地震が発生した場合には、損失の確定を待たずに保険金
（仮払金）を保険金請求日から30日以内に支払います。

震度６弱以上

支払保険金 保険金額の100％
震度６弱または６強　　保険金額×30％ 
震度７　　　　 　　　  保険金額×100％

てん補期間5年 払込方法 長期年払 12か月

3.2 3.2 2.2

◆１口あたり年間保険料（万円）

BCPに活用できるリスクファイナンス（資金調達手段）

出典：災害写真データベース

※加入口数は、保険金額が年間の営業収益（売上または生産高）に利益率（注）を乗じた額の20％以下となるように
　 設定してください。
　（注）利益率とは、営業利益に固定費を加えた額の年間営業収益に対する割合をいいます。

参考：大阪府震度分布図
　　 （南海トラフ巨大地震）

※上記以外の観測地点については取扱代理店または
　損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

　
本社：大阪　取引先A：兵庫　取引先B：京都
ベーシックプラン
・契約①  観測地点：大阪/保険金額500万円（5口）
              年間保険料：17.5万円

・契約②  観測地点：兵庫/保険金額400万円（4口）
              年間保険料：14万円

・契約③  観測地点：京都/保険金額300万円（3口）
              年間保険料：7.2万円

売上高アップ
供給責任が果たせることで、策定したBCPをもとに取引先を回り、新規取引の獲得、既存取引の拡大
に結び付けていくことができます。また、お客さまからの突発的な大量発注に対しても、BCPで定め
た代替生産体制をとることで、売上高のアップに繋げた事例もあります。

平時における業務効率化
業務工程の簡素化や標準マニュアル化により、社員の多能工化が進み、人材育成や業務効率化に結び
付けていくことができます。また、業務工程の見直しは、新たな事業展開の促進を可能にします。

企業価値の向上
ホームページ（英文ＨＰ含む）やマスコミを活用して、BCPの取り組みを宣伝することにより、お客
さまからの信頼向上、既存取引先からの発注増加などが期待できます。

1

2
3

日本国内で多くの企業がBCP策定の災害として取り上げている大規模地震を想定してみてはいかがで
しょうか。東日本大震災では震災に関連した倒産が46都道府県で発生し、全国規模で影響が及びました。
また、地震に対応したBCPは、地震以外の災害（台風や新型インフルエンザなど）にも応用できます。

うちはこれまでも被災の経験してへんから、
今後どんな災害を想定したらええんか、わからへんなぁ・・・

例えば大阪府が提供している大阪府地域防災計画を参考に
してみてはいかがでしょうか。震度６弱のエリアに自社施
設があれば、生産設備の損壊、停電、ガス停止等が想定され、
およそ１か月程度は業務が停止することが予想されます。

大きく３つのメリットがあります。

被害想定したんやけど、その想定が合うてるか不安やわぁ・・・

※大規模地震による災害が発生した際の利益損失は、
   建物などの物的損害の２倍以上になるといわれています。

ベーシックプラン ステップアッププラン

震度６強以上 震度６弱または６強 震度7

保険金額の100％ 保険金額の30％ 保険金額の100％

□ 保険期間　　  ５年契約となりますので、コストを確定させたうえで、長期間に渡り補償を受けられます。

大規模な地震が発生した場合、短期的にはキャッシュフローの悪化が予想されるため、この保険は地震発生後保険金請
求の手続きをした日から30日以内に保険金を仮払いします。
この仕組みにより、保険金を当座の運転資金としてご活用いただくことにより、キャッシュフローの悪化を防ぎ、事業
の継続をサポートします。 

（注１）なお、てん補期間終了後１か月以内に地震による損失が発生したことを証明する資料を提出していただきます。
（注２）実際に保険金をお支払いする損失の額が仮払金よりも少ない場合は、その差額を精算していただきます。

迅速な保険金支払いにより事業継続をサポートします

保険金請求手続後

30日以内

よ
ろ
し
ゅ
う
・・・

保険金仮払金

助か
るわ
ぁ！ 契約プラン

ご契約例

本社：大阪

取引先A：兵庫 取引先B：京都

出典：大阪府地域防災計画
　　 （基本対策編）
　　 平成26年度修正

BCPに取り組むとどんなええことあるん？

震度階級
計測震度6.5~(震度7)
計測震度6.0~6.5(震度6強)
計測震度5.5~6.0(震度6弱)
計測震度5.0~5.5(震度5強)
計測震度4.5~5.0(震度5弱)
計測震度 ~4.5(震度4以下)



BCPへの取り組みは防災面だけではなく、企業価値を高めるひとつのツールです！

地震による休業損失リスクを補償します

BCPの取り組みは十分ですか？
BCPの取り組みは、職場・従業員の安全性確保に加えて、

企業価値の向上に役立ちます。

お支払対象となる地震※が発生し、次の事由により営業が休止または阻害されたために
生じる損失（利益減少や事業継続に必要な特別費用等）に対して、保険金をお支払いします。

□ 自社施設の損壊による営業停止　　　　　    什器備品・商品の損壊も対象となります！

□ 取引先の罹災による営業停止　　　　　　    取引先の事業中断リスクを補償します！

□ 電気･水道･ガス･通信等のインフラ停止        ユーティリティ設備の損壊による供給中断リスクを補償します！

□ 交通遮断による流通停止　　　　　　　　　 道路、鉄道、橋等の交通基盤の損壊による事業中断リスクを補償します！

※お支払対象となる地震：契約時に指定した震度観測点において、「震度6強」または「震度6弱」以上の地震が発生すること

BCPとは、Business Continuity Planの略で、「事業継続計画」と呼ばれています。
企業が台風、大規模地震等の自然災害、新型インフルエンザの発生などの緊急事態に遭遇した場合、自社の
損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続、あるいは早期復旧を可能とするために、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のことです。

そもそもBCPって何なん？

大規模な地震が発生した場合、仮に自社施設には損害がなくても、取引先の損害により、急な出費と売上減少から、
短期的にはキャッシュフローの悪化を招くことが予想されます。
そこで自社施設がある地域に加え、取引先が集中している地域にお支払対象となる震度観測点を選択することで、
自社施設における物的損害の発生有無にかかわらず、取引先の物的損害により、原材料等の供給または受け入れが
不能となった場合の売上減少リスクを補償します。

BCP地震補償保険

ご契約方式（保険金額と保険料）

契約時に複数の震度観測点を選択することで、ＢＣＰ対策をおこなえます

ご予算に合わせた分かりやすい保険商品を実現しました

□ 保険の対象　　建物の建築年や構造級別に関係なく、全ての建物、設備・什器、商品が保険の対象となります。

□ 契約プラン　　契約時に指定した震度観測点において、２つの契約プランからお選びいただけます。

な
る
ほ
ど
な
あ
！

取引先地域 A

取引先地域 B

自社施設

□ 保険金額　　　１口100万円から最大50口5,000万円まで加入口数を選択できます。※

契約プラン

保険期間

観測地点

ベーシック

ステップアップ

大阪 兵庫 京都

3.5 3.5 2.4

保険金額 ＝ ×1口100万円 加入口数

年間保険料 ＝ ×1口あたりの保険料 加入口数

ベーシック ステップアップ

支払対象となる地震の条件 震度６強以上

保険金の仮払い
契約時に特定した観測地点で地震が発生した場合には、損失の確定を待たずに保険金
（仮払金）を保険金請求日から30日以内に支払います。

震度６弱以上

支払保険金 保険金額の100％
震度６弱または６強　　保険金額×30％ 
震度７　　　　 　　　  保険金額×100％

てん補期間5年 払込方法 長期年払 12か月

3.2 3.2 2.2

◆１口あたり年間保険料（万円）

BCPに活用できるリスクファイナンス（資金調達手段）

出典：災害写真データベース

※加入口数は、保険金額が年間の営業収益（売上または生産高）に利益率（注）を乗じた額の20％以下となるように
　 設定してください。
　（注）利益率とは、営業利益に固定費を加えた額の年間営業収益に対する割合をいいます。

参考：大阪府震度分布図
　　 （南海トラフ巨大地震）

※上記以外の観測地点については取扱代理店または
　損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

　
本社：大阪　取引先A：兵庫　取引先B：京都
ベーシックプラン
・契約①  観測地点：大阪/保険金額500万円（5口）
              年間保険料：17.5万円

・契約②  観測地点：兵庫/保険金額400万円（4口）
              年間保険料：14万円

・契約③  観測地点：京都/保険金額300万円（3口）
              年間保険料：7.2万円

売上高アップ
供給責任が果たせることで、策定したBCPをもとに取引先を回り、新規取引の獲得、既存取引の拡大
に結び付けていくことができます。また、お客さまからの突発的な大量発注に対しても、BCPで定め
た代替生産体制をとることで、売上高のアップに繋げた事例もあります。

平時における業務効率化
業務工程の簡素化や標準マニュアル化により、社員の多能工化が進み、人材育成や業務効率化に結び
付けていくことができます。また、業務工程の見直しは、新たな事業展開の促進を可能にします。

企業価値の向上
ホームページ（英文ＨＰ含む）やマスコミを活用して、BCPの取り組みを宣伝することにより、お客
さまからの信頼向上、既存取引先からの発注増加などが期待できます。

1

2
3

日本国内で多くの企業がBCP策定の災害として取り上げている大規模地震を想定してみてはいかがで
しょうか。東日本大震災では震災に関連した倒産が46都道府県で発生し、全国規模で影響が及びました。
また、地震に対応したBCPは、地震以外の災害（台風や新型インフルエンザなど）にも応用できます。

うちはこれまでも被災の経験してへんから、
今後どんな災害を想定したらええんか、わからへんなぁ・・・

例えば大阪府が提供している大阪府地域防災計画を参考に
してみてはいかがでしょうか。震度６弱のエリアに自社施
設があれば、生産設備の損壊、停電、ガス停止等が想定され、
およそ１か月程度は業務が停止することが予想されます。

大きく３つのメリットがあります。

被害想定したんやけど、その想定が合うてるか不安やわぁ・・・

※大規模地震による災害が発生した際の利益損失は、
   建物などの物的損害の２倍以上になるといわれています。

ベーシックプラン ステップアッププラン

震度６強以上 震度６弱または６強 震度7

保険金額の100％ 保険金額の30％ 保険金額の100％

□ 保険期間　　  ５年契約となりますので、コストを確定させたうえで、長期間に渡り補償を受けられます。

大規模な地震が発生した場合、短期的にはキャッシュフローの悪化が予想されるため、この保険は地震発生後保険金請
求の手続きをした日から30日以内に保険金を仮払いします。
この仕組みにより、保険金を当座の運転資金としてご活用いただくことにより、キャッシュフローの悪化を防ぎ、事業
の継続をサポートします。 

（注１）なお、てん補期間終了後１か月以内に地震による損失が発生したことを証明する資料を提出していただきます。
（注２）実際に保険金をお支払いする損失の額が仮払金よりも少ない場合は、その差額を精算していただきます。

迅速な保険金支払いにより事業継続をサポートします

保険金請求手続後

30日以内

よ
ろ
し
ゅ
う
・・・

保険金仮払金

助か
るわ
ぁ！ 契約プラン

ご契約例

本社：大阪

取引先A：兵庫 取引先B：京都

出典：大阪府地域防災計画
　　 （基本対策編）
　　 平成26年度修正

BCPに取り組むとどんなええことあるん？

　　契約時に指定した震度観測点において、２つの契約プランからお選びいただけます。

震度階級
計測震度6.5~(震度7)
計測震度6.0~6.5(震度6強)
計測震度5.5~6.0(震度6弱)
計測震度5.0~5.5(震度5強)
計測震度4.5~5.0(震度5弱)
計測震度 ~4.5(震度4以下)



大阪府では、2015年3月に南海トラフ巨大地震をはじめとする地震への備えとして

「新・大阪府地震防災アクションプラン」を策定しています。
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南海トラフ巨大地震  今後30年以内に70％の確率で発生
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簡単なアンケートにご回答いただくことで、地震リスクに対するお客さまの取り組み状況を診断します。
課題を明確にして、今後の対応策にお役立てください。

大規模地震の対策は万全ですか？ 地震リスクに対する取り組み状況を診断します。

地震ＢＣＭ対応度診断

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 
Tel：03-3349-3111
＜公式ウェブサイト＞ http://www.sjnk.co.jp/

〈お問い合わせ先〉

＊サービス提供：SOMPOリスケアマネジメント株式会社

●このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
　また、ご契約前には必ず「普通保険約款･特約」をご覧ください。

損保ジャパン日本興亜は、大阪府と包括連携協定を締結し、
防災などに関する府政の広報に協力しています。

大阪府の支援

南海トラフ巨大地震の可能性

大阪府の地震被害想定 ( 平成25年度公表)
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人的被害※ 死者数

建物被害 全壊

避難者 避難者数（最大）

帰宅困難者 帰宅困難者数（最大）

BCP（事業継続計画）を策定しましょう
災害等の緊急時に被害を最小限にとどめ、重要業務の継
続、早期復旧を図るには、事前にBCPを策定・運用すること
が重要です。
内閣府の調査では、BCPを策定した大企業が、平成27年
度に初めて6割を超え、「策定中」を含めると8割近くと
なっています。
大企業を中心にリスク管理の一環として調達先を再検
討する動きが広がっており、契約時に発注者からBCP
の策定状況を確認されるケースもあります。
中小企業のBCP策定率は約15％（平成28年 中小企業
庁）にとどまり、サプライチェーンの一員として供給責
任を果たすために、BCP策定に積極的に取り組むこと
が求められています。

「2016年版中小企業白書」でも、BCPの策定は、企業経
営を改めて振り返ることとなり、平常時においても人材
育成、業務効率化等の企業価値の向上につながることが
示されています。

大阪府商工会連合会と連携して、専門知識を持った経
営指導員及び専門家によるBCPの策定支援を実施し
ております。制度の詳細については、大阪府商工会連
合会のホームページをご覧ください。支援を受けた企
業の事例集もご覧いただけます。
http://www.osaka-sci-bcp.com/

商工会・商工会議所等と連携してBCPセミナー・ワー
クショップを開催しています。日程等詳細は下記大阪
府のホームページをご覧ください。中小企業組合等の
BCP勉強会への専門家講師派遣も対応しておりま
す。一度大阪府にご相談ください。
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知る

■セミナー・ワークショップ

BCPに関する大阪府の支援情報はこちら

■策定支援制度

大阪府 BCP

大阪府の中小企業向けBCP支援施策をご活用ください

大阪府作成資料

※早期避難率が低い場合

BCM (事業継続マネジメント)とは?
災害や事故により被害を受けても重要業務を中断させない、もしくは中断しても可能な限り短い期間で再開させる
ための計画(BCP)を策定し、継続的な取り組みによってリスクに強い企業体質を築く経営管理の仕組みです。

大阪府 アクションプラン詳細はこちら
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大阪府広報担当副知事もずやん

損保ジャパン日本興亜は、大阪府と包括連携協定を締結し、多岐にわたる府政への支援に取り組んでいます。

おおさかサポートプランは、大阪限定のBCP地震補償保険のペットネームです。

BCP地震補償保険
おおさかサポートプラン

OSAKA
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平成29年1月

大阪府


