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高知サンライズホテル「向陽」

月 日9

企業の経営者・BCP策定担当者のみなさまへ企業の経営者・BCP策定担当者のみなさまへ

土
参加費

無料

被 災 企 業に学 ぶ 事 業 継 続 計 画（ B C P ）

名名

定員定員

100

BCPシンポジウムBCPシンポジウム
防災防災

お申込み方法は
裏面をご覧ください

東日本大震災・熊本地震を経験
された企業から、「いざという時
に必要なこと」「BCPを策定す
る意味」など、ぜひ知っていただ
きたいことを講演頂きます。
また、高知県内のBCP策定企
業も交えたパネルディスカッ
ションでは、BCP策定におけ
る工夫や意外なメリットに
ついてお話し頂きます。 パネルディスカッションも開催!!

震災やBCP策定を経験された３社をお招きして

津波写真提供：宮古市

新沼 聖 氏
株式会社マイヤ

スーパーマーケット業
にいぬま さとし いけだ   ひろふみ

電子部品製造業

東日本大震災では沿岸部の本部社屋と店舗が津波で
流失、自宅も被災する中で事業継続の中核を担われた。

管理部 人事グループ長

岩手県

主催：高知県商工労働部商工政策課 TEL 088-823-9692（担当：濱田、横山）

詳細はこちらまで　URL : http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20170701.html

池田 博文 氏
天草池田電機株式会社

同社のBCP策定を主導し、熊本地震では災害対策本部長
として、事業の早期復旧に向けた陣頭指揮を執られた。

常務取締役 BCP策定企業が
参加

熊本県 高知県

講師（パネリスト）講師（パネリスト） パネリスト

津波により甚大な被害が…

被災後の会社は？
雇用は？

地震前からの取組で…

早期復旧を
実現した取組とは？

南海トラフ地震に備え…

県内企業はどのような
BCPを策定するのか？



〒100-0004  東京都千代田区大手町1-5-1　大手町ファーストスクエアＷＴ23階
TEL : 03-5288-6556  Email : support@tokiorisk.co.jp

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社  ビジネスリスク本部
お問い
合わせ

担当 ： 松澤 ・ 堀川 （平日9:00 ‒ 17:00） URL : http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20170701.html

本事業は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が高知県から委託を受けて実施しております。

平成29年9月9日（土） 13:00～16:00（開場12:30）
高知サンライズホテル「向陽」〒780-0870 高知市本町2丁目2－31
※駐車場は、近隣のコインパーキング等をご利用願います。

シンポジウム開催日時・会場

昨年度、大好評だった『短期間で事業継続計画が完
成できる講座』を今年度は東部と西部の週末、そし
て中央の夜間に開催します。あなたの会社の個別
のお悩みもプロが解決！！  ※全日程の参加が原則です
（詳細は、下記のURLからHPをご覧ください）

FAX  03-5288-6626
シンポジウム申込書

BCP策定講座

以下に必要事項を記載の上、 F A X にてお申し込みください。

▶あわせてこちらの参加もご検討ください。

「もっと詳細が知りたい」「参加を迷っている」
という方は、☎03-5288-6556まで
お気軽にご相談ください!

参加ご希望の方は、□にレ点をお入れください。

①東部開催 10月7日（土）9:30～16:30・28日（土）9:30～12:30  ホテルTAMAI 
②西部開催 11月18日（土）9:30～16:30・12月9日（土）9:30～12:30  須崎市立市民文化会館 
③中央開催 10月27日（金）・11月17日（金）・12月8日（金）17:00～20:00    高知共済会館

お申込は Eメールでも受け付けています。Eメールでお申込の際は、以下太枠内の内容をご記入の上、
運営事務局（support@tokiorisk.co.jp）までお送りください。

送信していただいた個人情報は、シンポジウム・講座運営およびそれに準じる情報提供の目的のために使用いたします。当社は、ご本人の同意を得ないで、この利用目的の達成の
ために必要な範囲を超えて登録者の個人情報を利用いたしません。なお、当社が求める個人情報を記入いただけない場合、または登録内容に不備がある場合には、お申込を受け付
けることができない可能性があります。当社にご登録いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用・提供の拒否権を希望される場合には、ご本人確認の
うえで、合理的な範囲で対応いたします。上記につき同意の上、シンポジウム・講座への申し込みをお願いします。
個人情報に関する問い合わせ先：〒100-0004　東京都千代田区大手町1－5－1　大手町ファーストスクエアウエストタワー23階
　　　　　　　　　　　　　　    東京海上日動リスクコンサルティング株式会社  コーポレートサービス部 管理ユニットTEL : 03-5288-6580

番号のおかけ間違いには、ご注意ください。

個人情報の取り扱い

フリガナ

お名前

貴社名

ご連絡先

受講票の
送付先となります。
必ずご記入ください。

BCP策定状況

ご所属（部署名） お役職 a. 経営者・役員　b. 管理職　c. 担当者

a. 未着手　　b. 策定中　（課題：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

電話番号：　　　　（　　　　）　　　　　　FAX番号：　　　　（　　　　）　

メールアドレス：

ご住所 ： 〒　　　―　　　

県庁

高知城
追手筋

ひろめ市場

中央
公園

帯屋町商店街
市役所 中

ノ
橋
通
り

大
橋
通

はりまや橋電停堀詰電停
高知サンライズホテル

大橋通電停
路面電車
（とさでん交通）

JR土讃線
JR高知駅

32

32

33

（12月8日は会場が高知県立県民文化ホールになります）



「南海トラフ地震や風水害などから企業を守りたい」
高知県は無料講座を開催し、あなたの会社のBCPを完成させます。

「もっと詳細が知りたい」「参加を迷っている」という方は、☎03-5288-6556までお気軽にお問い合わせください！

プロのコンサルタントに相談！
サポート実績70社以上！
少人数の参加型！

災害直後の初動対応の検討
重要業務の選定
被害想定の検討
対応策の検討 など

主催：高知県商工労働部商工政策課 TEL 088-823-9692（担当：濱田、横山）

詳細はこちらまで　URL : http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20170701.html

東部開催 西部開催 中央開催
10月27日[金]、11月17日[金]、12月8日[金]

高知共済会館

10月  7日[土]
　　28日[土]

9：3０～16：3０
9：3０～12：3０

11月18日[土]
12月  9日[土]

9：3０～16：3０
17：0０～20：0０9：3０～12：3０

ホテルTAMAI 須崎市立市民文化会館開場9:00 開場9:00
開場16:30

※中央は3日間の開催

（12月8日は会場が高知県立県民文化ホールになります）

BCP
あきらめて
BCP
あきらめて

策定策定
津波がすぐ来るのに

BCPなんて
意味があるの？

忙しくて
作る時間がないよ・・・

どうやって
作るの？

何が有効な対策か

わからない・・・

いませんか？いませんか？

ぜひお越し

  　ください！

※BCPとは
　「事業継続計画」の略です。

お申込み方法は
裏面をご覧ください

講座の
おすすめ
ポイント

講座の
基本

カリキュラム

開催日時・会場 ※原則、全日程参加開催日時・会場 ※原則、全日程参加

大好評！短期間で完成！大好評！短期間で完成！

この講座では
役立つ情報がたくさん
得られますよ！

参加費

無料

平成29年度 事業継続計画策定講座平成29年度 事業継続計画策定講座

定員10社 定員10社 定員30社

各地とも、コンサルタントによる個別相談の時間を設けております。（東部・西部は２日目終了後３時間、中央は各回終了後１時間ずつ）



東部会場:ホテルTAMAI 西部会場：須崎市立市民文化会館 中央会場：高知共済会館

FAX  03-5288-6626
BCP策定講座申込書

以下に必要事項を記載の上、 F A X にてお申し込みください。
お申込は Eメールでも受け付けています。Eメールでお申込の際は、以下太枠内の内容をご記入の上、

運営事務局（support@tokiorisk.co.jp）までお送りください。

送信していただいた個人情報は、シンポジウム・講座運営およびそれに準じる情報提供の目的のために使用いたします。当社は、ご本人の同意を得ないで、この利用目的の達成の
ために必要な範囲を超えて登録者の個人情報を利用いたしません。なお、当社が求める個人情報を記入いただけない場合、または登録内容に不備がある場合には、お申込を受け付
けることができない可能性があります。当社にご登録いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用・提供の拒否権を希望される場合には、ご本人確認の
うえで、合理的な範囲で対応いたします。上記につき同意の上、シンポジウム・講座への申し込みをお願いします。
個人情報に関する問い合わせ先：〒100-0004　東京都千代田区大手町1－5－1　大手町ファーストスクエアウエストタワー23階
　　　　　　　　　　　　　　    東京海上日動リスクコンサルティング株式会社  コーポレートサービス部 管理ユニットTEL : 03-5288-6580

番号のおかけ間違いには、ご注意ください。

個人情報の取り扱い

東日本大震災・熊本地震を経験された企業から、「いざという時に必要なこと」「BCPを策
定する意味」など、ぜひ知っていただきたいことを講演頂きます。
また、高知県内のBCP策定企業も交えたパネルディスカッションでは、BCP策定における
工夫や意外なメリットについて討論頂きます。（詳細は、下記のURLからHPをご覧ください）

▶あわせてこちらの参加も
　ご検討ください。

参加ご希望の方は、□にレ点をお入れください。

フリガナ

お名前

貴社名

ご連絡先

受講票の
送付先となります。
必ずご記入ください。

BCP策定状況

ご所属（部署名） お役職 a. 経営者・役員　b. 管理職　c. 担当者

※ご希望の講座の□にレ点をお入れください。

a. 未着手　　b. 策定中　（課題：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

参加希望 　①東部開催　　　②西部開催　　　③中央開催

電話番号：　　　　（　　　　）　　　　　　FAX番号：　　　　（　　　　）　

メールアドレス：

ご住所：　〒　　　―　　　

平成29年9月9日（土）
13：00～16：00
高知サンライズホテル「向陽」

高知県安芸市矢ノ丸１丁目６ 高知県須崎市新町2丁目７-１５ 高知県高知市本町5丁目3-20

防災・BCPシンポジウム

〒100-0004  東京都千代田区大手町1-5-1　大手町ファーストスクエアＷＴ23階
TEL : 03-5288-6556  Email : support@tokiorisk.co.jp

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社  ビジネスリスク本部
お問い
合わせ

担当 ： 松澤 ・ 堀川 （平日9:00 ‒ 17:00）

本事業は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が高知県から委託を受けて実施しております。

URL : http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20170701.html

JR高知駅

県庁

高知城
追手筋

ひろめ市場

中央公園

帯屋町商店街

市役所

県庁前電停グランド通
電停

はりまや橋電停

高知共済会館

路面電車（とさでん交通）

JR土讃線

須崎郵便局

須崎小学校

須崎市立図書館

GS
ライフタウン
YUTAKA

56 388

310

須崎市立市民文化会館

須崎中央IC

JR須崎駅

須崎道路

JR土
讃
線

フジ・須崎店

55
至 高知

ネッツトヨタ高知
至 室戸

ホテルTAMAI

安芸市役所安芸市役所

四国銀行

土佐くろしお鉄道
安芸駅


