ＢＣＡＯの設立と
今後の活動について
災害、事件、事故等の際の企業・団体の「事業
継続」を推進するため、有識者、コンサルタント、
各企業の担当者等が連携して「特定非営利活動
法人 事業継続推進機構」を設立しました。 ※内
閣府より2006年5月30日にＮＰＯ認証を取得
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事業継続推進機構
A Specified Non-Profit Japanese Corporation

Business Continuity Advancement Organization
（ＢＣＡＯ）
～災害・事件・事故を乗り越えられる組織をめざして～

東日本大震災以降、 自治体や企業において防
災・危.機管理対策の重要性が改めて認識されて
います。 また近い将来に発生が予想される南海
トラフ地震や首都直下地震などへの備えも不可
欠です。そこで、災害、事件、事故等による企業、
団体等の活動の中断をなるべく少なく抑え、かつ、
できるだけ早期に回復する経営マネジメント戦略
である事業継続の取組みが一層注目されていま
す。政府も、近年、事業継続に関するガイドライ
ンを相次いで発表しています。
「特定非営利活動法人 事業継続推進機構」の
会員には、事業継続計画（ＢＣＰ：Business
Continuity Plan）の策定、運用、訓練、見直し等
（総称して事業継続管理（ＢＣＭ：Business
Continuity Management））を指導・支援し、ある
いはこれを実施していく個人、法人を想定してい
ます。今後ＢＣＭを学ぼうとする方の入会ももち
ろん歓迎いたします。既に、内閣府や経済産業
省のBCP関係委員会のメンバーであった学識経
験者、損保系コンサルタント、情報通信システム、
総合研究所、金融、建設など各業界からの人材
が、参画しております。
機構の事業としては、事業継続の普及・啓発、専
門家育成、標準化、表彰、調査研究、最新情報
提供、出版、講演会等
イベント開催、企業・団体の取組支援などを予定
しております。

ＢＣＡＯの概要
■創設
2006年1月19日
※2006年5月30日に内閣府よりＮＰＯ認証を取得
■目的
国内外の個人及び企業、政府その他の団体に
対して、災害、事故、事件等のリスクの発生時に
おける事業継続（ＢＣ）の取組みの推進に資する
事業を行い、経済･社会的被害の軽減及び地域
社会における災害・危機管理対策の充実を図り、
もって、国及び各地域の安全･安心･発展に寄与
することを目的とします。
■事業内容
[１]特定非営利活動に係る事業
① 事業継続の取組みを普及･啓発する事業
② 事業継続に関する専門家を育成する事業
③ 事業継続に関する標準化を図る事業
④ 事業継続を推進している個人及び企業、政府
その他の団体を表彰する事業
⑤ 事業継続に関する調査・研究事業
⑥ 事業継続に関する最新情報を提供する事業
[２]その他の事業
① 事業継続に関するビデオ、テキスト、書籍等の
出版、発行事業
② 事業継続に関する推進を目的としたイベントの
開催事業
③ 事業継続を構築しようとする企業、政府その他
の団体を支援する事業
④ 事業継続を発動している企業、政府その他の
団体を支援する事業
⑤ 会員の専門的知識経験を生かした事業継続
以外の調査･研究事業

会員・役員・顧問について
■会員数 （2021年3月31日現在）
個人正会員：543名
法人正会員：45社
法人賛助会員：28社
法人正会員（中小企業特例）：14社
学生会員：3名
資格会員：1,050名
■役員
理事長：丸谷 浩明／東北大学 災害科学国際研究所
副理事長(前理事長)：宇佐美 博／ＳＭＫ株式会社
副理事長：堀越 繁明／有限責任監査法人トーマツ
副理事長：伊藤 毅／
株式会社レジリエンシープランニングオフィス
副理事長：指田 朝久／
東京海上ディーアール株式会社
副理事長：高橋 孝一／
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
理事：細坪 信二／
一般財団法人 危機管理教育＆演習センター
理事：浅野 裕美／ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
理事：奥野 一三／株式会社奥野組
理事：スティーブン・メリッシュ／
Mellish Risk & Resilience Limited
理事：友保 洋三／医療法人伯鳳会 東京曳舟病院
理事：長瀬 貫窿／一般財団法人DRIジャパン
理事：新沼 茂幸／ヤマニ醤油株式会社
理事：西川 智／名古屋大学減災連携研究センター
理事：野田 健太郎／立教大学
理事：藤村 雅彦／株式会社竹中工務店
理事：湯浅 恭史／徳島大学環境防災研究センター
理事：飯田 清人／江崎グリコ株式会社
理事：大谷 茂男／株式会社富士通総研
理事：木原 恒雄／東急プロパティマネジメント株式会社
理事：木村 康弘／ナブテスコ株式会社
理事：黒川 久生／クロスパートナー株式会社
理事：今野 裕規／マーシュブローカージャパン株式会社
理事：橋西 良延／凸版印刷株式会社
理事：平松 稔／株式会社賀陽技研
監事：荒井 富美雄
監事：石井 修一
監事：川村 丹美

■顧問
顧問：池田 浩敬／富士常葉大学大学院
顧問：大林 厚臣／慶應義塾大学
顧問：加賀谷 哲之／一橋大学大学院
顧問：武田 文男／政策研究大学院大学
顧問：中野 晋／徳島大学大学院
顧問：名和 高司／一橋大学大学院
顧問：蛭間 芳樹／日本政策投資銀行
顧問：増田 幸宏／芝浦工業大学
顧問：渡辺 研司／名古屋工業大学

会員活動と会員特典
■ 研究会、勉強会
事業継続(BC)の基本事項のテーマ別研究会、地域の勉
強会を運営しています。会員は、それらの研究会、勉強
会に参加し、先進的な議論に加わって頂く事が出来ます。
BC基本事項研究会
①情報システム・バックアップオフィス研究会
②災害情報研究会
③ＢＣＰ維持管理研究会
地域勉強会
①静岡地域勉強会
②名古屋地域勉強会
③関西地域勉強会
④岡山地域勉強会
⑤徳島地域勉強会
⑥仙台地域勉強会
⑦和歌山地域勉強会

■月例意見交換会
BCP、BCMの最新動向などのテーマから、
BCにまだあまり詳しくない方のための入
門編まで、講習会を毎月開催しています。
また、同士の横断的な意見交換の会を
開いています。会員は自由に参加できま
す。

■ ニュースレター
会員は、機構が作成するニュースレターを
定期的に受領できます。年に3～4回発行し
ています。

■ 会員専用メーリングリスト
会員専用のメーリングリストにより事業継続(BC)に
関する様々な情報を提供しています。

■ 資格制度

日常の事業継続の計画策定、PDCAによる継続的
改善を実施するための資格として、４段階の事業継
続管理者資格を制定するとともに、演習設計、実施
運営、評価改善の知識が習得できる、事業継続演
習講座を設ける。
①BCAO認定 事業継続管理者
②BCAO認定 事業継続准主任管理士
③BCAO認定 事業継続主任管理士
④BCAO認定 事業継続上級管理士
◎BCAO認定 事業継続演習講座

会員登録方法
■申し込み方法
特定非営利活動法人 事業継続推進機構の会員を希望
される方は、以下のWebサイトから、会員要綱をご確
認の上、事務局にお申し込み下さい。
特定非営利活動法人 事業継続推進機構のホームページ
http://www.bcao.org/index.html

■会員の種類
(1) 個人正会員： 入会金無料、会費 10,000円／1年
(2) 法人正会員： 入会金無料、会費 200,000円／1年
法人正会員（中小企業特例）：
入会金無料、会費 30,000円／1年
(3) 法人賛助会員：入会金無料、会費100,000円／1年
(4) 学生会員：
入会金無料、会費 2,000円／1年
(5) 資格会員：
入会金無料、会費 10,000円／3年
法人正会員はその法人に所属する方10名まで、
法人正会員（中小企業特例）は3名まで、
法人賛助会員は同じく5名まで、
個人正会員と同様に活動頂けます。

資格会員はＢＣＡＯ資格試験に合格した個人であり、
入会する意思を有する個人が資格の認定を受け、
維持するための会員制度です。
会員制度や入会方法について分らないこと、
ご質問などがございましたら、事務局まで
お気軽にお尋ねください。
特定非営利活動法人

事業継続推進機構

e-mail: bc@bcao.jp
<本部>
〒103-0023
東京都中央区日本橋小網町10-2
日本橋フジビル6階
Tel.03-6231-1240 Fax.03-6661-9191
<関西支部>
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-5-18
ミフネ本町ビル806号室
Tel.06-6479-0771 Fax.06-6479-0772
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