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1. 千葉市中小企業者緊急特別支援金の概要
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５か月間の
コスト増加額※

１０万円以上
２０万円未満

２０万円以上
３０万円未満

３０万円以上

給付金額 ５万円 １０万円 １５万円

BCP策定加算
額

＋１０万円
（１度限り）

以下の①～③全てに該当する事業者の皆様が対象です。

①4月から8月における申請:令和3年8月までに開業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小事業者等。
9月から11月における申請:令和3年11月までに開業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小事業者等。
（法人の場合、直近の確定申告書で納税地が千葉市であること。個人事業主の場合、主たる事業所が千葉市である又は千葉市に住所を有すること。）

②原油価格・物価高騰の影響で、令和4年4月から8月の期間における原材料費等のコストが対前年比で10万円以上増加してい
る、又は、令和4年9月から11月の期間における原材料費等のコストが対前年比で20万円以上増加している。

③今後も千葉市内で事業継続の意思がある

※国、県、市の原油価格・物価高騰に伴う他の支援策で受給した補助金、給付金、支援金を差し引いて算出します

○原油価格・物価高騰の影響でコストが増加している事業者向けに支援金を給付

・令和4年4～8月のコスト増に対して5～15万円

・令和4年9～11月のコスト増に対して10万円

○上記支援金の受給者のうち、令和2年4月以降に自然災害及び新型コロナウイルス感染症を踏まえたBCP（事業継続計

画）を策定又は改定している方には、10万円のBCP加算を給付 ※BCP加算の受給は4～8月又は9～11月のうち一度限り

給付金額

加算の申請には、
BCPの写しの提出
が必要です。
申請に必要なBCP
について、次ペー
ジ以降で説明しま

す。

３か月間の
コスト増加額※

２０万円以上

給付金額 一律10万円

BCP策定加算
額

＋１０万円
（１度限り）

●令和3年4～8月のコストと令和4年4～8月のコスト比較 ●令和3年9～11月のコストと令和4年9～11月のコスト比較



2. BCP（事業継続計画）とは

BCP（Business Continuity Plan、事業継続計画）とは

BCPとは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭
遇した場合において、事業資産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。

出典：中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」より

3

「従業員の安全を守る」、「顧客からの信用を守る」、「自社の経営を維持する」など

何のために策定？



3. BCP策定の必要性

・災害等に被災したとき、復旧が遅れ、事業継続ができなくなると、①サプライチェーンの分断、

②働く場の喪失、③事業の廃止、倒産といった事態に陥る可能性があります。

・上記のような事態に陥ることを避けるためには、被災により平時の例えば３０％ぐらいまで稼働能

力が下がったときでも、①自社の被害や自社事業への影響、②何が不足しているか（人、物、資金、

情報）、③いつまでに何をしなければならないかを迅速に把握し、短時間で対応することで早期の

事業再開に結び付ける必要があります。

・緊急時の対応についてBCPを策定しておくことで、緊急事態への対応力が向上し、事業の早期復旧

につなげることができます。 BCPを策定・運用し
ている企業

BCPを策定・運用し
ていない企業

事業の早期復旧・継続 事業の縮小、廃業

出典：中小企業庁「中小企業BCP支援ガイドブック」
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BCP ⇒ 緊急事態への対応力向上 ⇒ 緊急時の早期復旧 ⇒ 廃業等の回避



4. BCP策定のメリット

• 中小企業庁「中小企業白書2022」

に掲載されている企業アンケート結

果によると、「事業継続計画

（BCP）を策定したことによる効

果」として、「従業員のリスクに対

する意識が向上した」という回答が

半数以上ありました。

• また、「事業の優先順位が明確に

なった」、「業務の定型化、マニュ

アル化が進んだ」、「業務の改

善・効率化につながった」などの

平時の経営・業務改善への効果、

「取引先からの信頼が高まった」と

いったように企業価値向上にもつな

がることがうかがえます。

出典：中小企業庁「中小企業白書 2022」
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BCP ⇒ 従業員の意識向上、事業の優先順位の明確化、業務改善、取引先からの信頼



5. 申請に必要なBCPのレベル

（参考）中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」で用意されている４コース

コース 目的
BCP策定に

要する日数の目安

入門コース
経営者の頭の中にある考えをBCP様式類に記入していくことで、必要最低
限のBCPを策定・運用します。

経営者１人で１～
２時間程度

基本コース
経営者の頭の中にある考えをBCPサイクルに沿って、BCP様式類に目標復
旧時間や緊急連絡先等の具体的な情報を記入して、BCPを策定・運用しま
す。

経営者１人で１～
２日程度

中級コース
BCPサイクルに関する理論を学びつつ、経営者の頭の中にある考えをBCP
サイクルに沿って、BCP様式類に目標復旧時間や緊急連絡先等の具体的な
情報を記入して、体系的にBCPを運用します。

・経営者１人で延
べ3～5日程度

・経営者とサブ
リーダー含め数
人で2～3日程度

上級コース
BCPを策定・運用済みの企業が、複数の企業と連携して取り組んだり、よ
り深い分析を行うことで、BCPの策定・運用をステップアップします。

経営者とサブリー
ダー含め数人で延
べ1週間程度

加算の申請に
は「入門コース」
以上の策定が
必要です。
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千葉市が参考にしている中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針入門コース」では、
BCPに最低限必要となる要素を下記の流れでまとめています。

この流れに沿って、BCP策定加算の申請に必要なBCPも策定いただくことになります。
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6. BCP策定・運用の流れ
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・BCPの様式について

千葉市では、中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針入門コース」に基づき、「千
葉市中小企業BCP様式」を作成しました。この様式を参考にBCPの策定を進めることが
可能です。

・参考様式「千葉市中小企業BCP様式」のダウンロード

支援金の特設WEBサイト内（下記URL）にこの参考様式（Word）を掲載していますの
で、ダウンロードしてください。

特設WEBサイトURL：https://chibacity-kinkyushien.com

・オリジナルの様式を用いる場合

千葉市の参考様式を用いずにオリジナルの様式でBCPを作成しご提出いただくことも
可能です。その場合にも、次ページ以降に記載されている「BCPに必要な７項目」に相
当する内容がBCPに含まれている必要があります。各項目の説明を読み、相当する内容
が含まれているか（相当する内容が含まれていれば、項目名などが千葉市様式と完全一致してい
る必要はありません。）ご確認の上ご提出ください。
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7. 申請に必要なBCP策定準備

https://chibacity-kinkyushien.com/


【参考：BCP策定のサポート】

・説明会及び相談会の開催 （要事前予約）

支援金の申請方法やBCPの策定について説明するほか、個別相談会を開催します。

日時：１２月１４日（水）１４：００～１５：３０
場所：千葉市生涯学習センター３階大研修室
説明会の詳細については、特設WEBサイト（下記URL）をご確認ください。

・特設WEBサイトへの説明動画の掲載

BCPの必要性や概要、記入方法等を動画で説明します。

特設WEBサイトURL：https://chibacity-kinkyushien.com

・対面相談窓口

面会又はオンラインによる相談ができる窓口を支援金事務局に設置します（要事前予約）。

予約方法 以下の内容を記入の上、FAXまたはメールしてください。※様式任意

・名称（屋号）・担当者名・電話番号・メールアドレスまたはファックス番号・希望日時

FAX：043-202-6008

メール：chibacity-kinkyushien@jtb.com
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https://chibacity-kinkyushien.com/


・支援金（BCP策定加算）の申請に当たりご提出いただくBCPには、以下の７項目が含ま
れている必要があります。

・これらは前のページで紹介した中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」入門コースで
策定することになっている、BCPに最低限必要とされている要素に沿った項目です。

～BCPへ記載が必要な７項目～

【項目1】基本方針

【項目2】重要商品

【項目3】被害想定

【項目4】事前対策の検討

【項目5】緊急時の体制

【項目6】 BCPの定着

【項目7】 BCPの見直し
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8. BCPに必要な７項目



【項目１】基本方針

BCPの策定は、「何のために策定するのか」、「BCPを策定・運用することにどのような
意味合いがあるのか」を検討し、基本方針を決めることから始まります。

「従業員の人命を守るため」、

「自社の経営を維持するため」等、

基本方針とは自社の経営方針の延

長に位置するもので、BCPを策定

するための目的となります。
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①該当する方針をチェックしてください。

②記載内容以外に基本方針が
考えられる場合は、記入してくだ
さい。

様式記入例

9. 「千葉市中小企業BCP様式」への記入方法



【項目2】重要商品

様々な商品・サービスがある中で、災害等の発生時には限りある人員や資機材の範囲内
で、自社の会社の事業を継続させ、基本方針を実現しなければなりません。

そこで、限りある人員や資機材の中で優先的に製造や販売する商品・サービス（＝重要
商品）をあらかじめ決めておく必要があります。

自社で最も優先的に製造・販売等しなければならない重要商品を一つ、様式に記入して
ください。
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自社の重要商品を一つ記入してください。
もしも選ぶ際に迷われた場合は、商品・サービスの
提供が停止することで、自社の売上に大きな影響
があるものや顧客への影響が大きなものを記入し
てください。

様式記入例



【項目3】被害想定

企業が影響を受ける災害には、地震や新型コロナウイルス感染症等、様々なものがあり
ます。こうした災害により、工場が生産停止となったり、店舗が壊れて商品を販売できな
くなったりする場合があります。

そのため、この項目で災害等により自社が受け

る影響のイメージを持ちましょう。この項目にあ

らかじめ記載されている、「大規模地震（震度５

弱以上）で想定される影響」「新型コロナウイル

ス感染症流行で想定される影響」を読んでいただ

き、自社にどのような影響があるかをイメージし

てください。
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●イメージしていただくための項目なので記入は不要です（自社向けに
アレンジしたい場合は修正・追記いただいて構いません）。

●なお、この様式を使用せずにBCPを策定する場合には、ご自身で被
害想定（自然災害と感染症の両方）を記載してください。

様式記入例



【項目4】事前対策の検討
項目3で、地震や感染症等による自社への影響についてイメージがついたと思います。

その状況の中でも重要商品を提供し続けるためには、製造や販売に携わる従業員や設備
等、様々な経営資源（人、物、情報、金等）が必要であり、事前対策を平常時から検討・
実施しておくことが重要です。

また、被害の状況により、現地での復旧が難しくなる場合や、通常の調達先からの商
品・部品等の調達が難しくなる場合、通常とは異なる工場での生産や異なる調達先からの
調達など、代替方法を検討・実施しておく必要があります。

項目4では、ステップ1「事前対策の実施状況の把握」、ステップ2「事前対策の検討・実
施」の2つのステップに沿い、検討・実施します。
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ステップ1: 事前対策の実施状況の把握

緊急時に重要商品を提供し続けるために、
経営資源（人・物・情報・金等）ごとに自
社でどのような事前対策が実施できている
かを確認します。

ステップ2: 事前対策の検討・実施

自社で実施できている対策を「実施済」と
して記入します。

事前対策が実施で
きている場合

事前対策が実施で
きていない場合

これから実施しなければならない事前対策
を検討し、実施時期も含めて記入します。



【項目4】事前対策の検討（つづき）

項目4の様式では、前ページで紹介した事前対策の検討ステップ（ステップ１、２）を基
に、内容を整理するつくりになっています。各ステップに沿い、自社の事前対策の実施状
況について、記入してください。※自然災害の場合と感染症の場合の両方について記入してください。
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事前対策が実施できている場合

①実施状況について「はい」「いいえ」をチェックしてください。

事前対策が実施できていない場合

②①で「はい」とチェックした項目については、自社で取
り組んでいる対策を記入してください。

①実施状況について「はい」「いいえ」をチェックしてください。

✓

②①で「いいえ」とチェックした項目については、これから自
社で実施すべき対策、対策を実施する担当者、実施時
期を検討し、結果を記入してください。

様式記入例



【項目5】緊急時の体制
実際に災害等が発生した際でも、自社で事業

継続のために適切な行動ができるよう、緊急時

の対応とその責任者を整理します。

緊急時の対応には、初動対応、復旧のための

活動等、様々なものがありますが、最低限そう

した全社の対応に関する重要な意思決定及びそ

の指揮命令を行う統括責任者を取り決めておく

ことが重要になります。また、統括責任者が不

在の場合や被災する場合もありますので、代理

責任者も決めておく必要があります。

16

①緊急時の統括責任者を確認してください。統括責任
者が不在の場合もありますので、代理責任者も２名決
めておきましょう。
(個人事業主の場合など代理責任者を立てられない場
合には、代理責任者欄は記入不要です。)

②あらかじめ様式に記載されている緊急時の対応の例を確認してください。
緊急時の対応には、他の企業と連携して対応することで効果的となる場合
があります。
（申請者による記入不要ですが、自社向けにアレンジするのであれば、修
正・追記いただいてかまいません。）

様式記入例



【項目5】緊急時の体制（つづき）

災害等発生時には、関係各社と被災状況や業務の復旧などについて情報共有する必要が
あるほか、生産設備などに被害が発生した場合には、設備業者への連絡などの対応が必要
になります。主要な連絡先についてあらかじめ整理しましょう。
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様式記入例



【項目6】BCPの定着
BCPは、緊急時に従業員が有効に活用し、適切な対応ができるよう準備しておくことで

はじめて意味を成します。そのため、BCPを策定した後は、従業員にBCPの内容やBCPの
重要性を理解してもらうために、社内における周知・普及啓発を実施することが重要とな
ります。

自社の組織構成や教育体系等を踏まえ、項目6に自社の周知・普及啓発計画を記入してく
ださい。なお、少なくとも毎年１回は、経営者が従業員に対してBCPの進捗状況や問題点
を説明するとともに、各自の取組状況、役割分担を定期的に確認するようにしましょう。
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経営者が従業員にBCPの進捗状況や問題点を説
明する頻度を記入してください（１行目）。

なお、 「何をする？」欄は、従業員がいない場合、
ご自身でのBCPの定期的な振り返りについての内容
に上書き修正してください。

また、従業員への周知・普及啓発として自社でその
他に実施可能なものがあれば、記載してください（２
行目以降。適宜、行追加して記入してください。）。

様式記入例



【項目7】BCPの見直し
常にBCPの内容を自社の現状に見合ったものとしておくために、必要に応じBCPを見直

すことが重要になります。日ごろから実施している経営管理の結果、顧客状況や在庫状況、
商品・サービスの変更、人事異動などがあった場合、BCPの見直しを行う必要があるか検
討し、必要があればBCPに反映します。また、これから実施を予定している事前対策の進
捗状況や問題点を定期的にチェックし、対策の内容や実施時期を再検討する必要がありま
す。そのため、策定したBCPの中に、あなたの会社が見直す基準を記載しておき、随時確
認するようにしましょう。

自社のBCPを見直す基準について、項目7にあらかじめ記載されている内容を確認してく
ださい。
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①BCPを見直す基準をあらかじめ記載していますの
で、確認してください（一般的な内容について記載し
ているものですが、自社向けにアレンジする場合には、
修正していただいてもかまいません）。

②あらかじめ記載されている内容以外に見直す基準
が考えられる場合には、記入してください（追記する
ものがなければ空欄で構いません）。

様式記入例



BCPの記入が終わったら

①申請様式第３号「申請時チェックリスト」の確認・記入

必要な７項目の内容を含む、自然災害及び感染症を踏まえたBCPが用意できましたら、
支援金の申請様式第３号「申請時チェックリスト」の各項目にBCPが該当するかを確認し、
チェック欄に✓を記入してください。BCP策定加算の申請にあたっては、用意したBCPが
このチェックリストすべての項目に該当している必要があります。

②BCPの写しの用意

BCP策定加算の申請にあたっては、BCPの原本ではなく写し（全ページ）をご提出くだ
さい。なお、表紙に企業名（事業者名）をご記入ください。

③提出

上記①記入済の「申請時チェックリスト」と上記②BCPの写しを、支援金の申請書（様
式第１号）、誓約書・同意書（様式第２号）などの申請書類に添えてご提出ください。
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BCP策定加算申請に必要な千葉市中小企業BCP様式記入方法の説明は以上です。

なお、「もっとレベルの高いBCPを作りたい！」、「更に詳しく取り

組みたい！」という場合は、以下の相談先もご利用ください。

●相談先：千葉市産業振興財団(経営・技術相談)

場所：中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階

受付時間：月曜～金曜（年末年始・祝日除く）9:00～17:00

TEL：043-201-9506

メール：sodan@chibashi-sangyo.or.jp

お問い合わせフォーム

（https://www.chibashi-sangyo.or.jp/contact.html）
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相談先の
ＨＰはこちら↓

https://www.chibashi-sangyo.or.jp/contact.html

