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1
中小企業と小規模事業者のBCP導
入マニュアル 事業継続計画策定で
すべきことがわかる本

阿部 裕樹／著 中央経済社 2020.3 /336/ｱﾍ/ 0112124607

2
実践事業継続マネジメント 災害
に強い企業をつくるために

東京海上日動リスクコ
ンサルティング(株)／
編

同文舘出版 2018.2 /336/ｼﾂ/ 1109116457

3
あなたが作る等身大のBCP 今
のままでは命と会社を守れない!

昆 正和／著 日刊工業新聞社 2016.8 /336/ｺﾝ/ 0111624703

4
最新事業継続マネジメントとBCP<
事業継続計画>がよ～くわかる本
ビジネスを継続させる戦略的手法

打川 和男／著 秀和システム 2016.4 /336/ｳﾁ/ 1108250414

5
中小企業のためのBCP策定パー
フェクトガイド（Nanaブックス）

高荷 智也/著 ウィズワークス 2015.6 /336/ﾀｶ/ 1108030253

6
日本人のためのBCP入門 これから
はBCP無しには企業も病院もどの
組織も生き残れない。

北沢 喜夫/主著
アーバン・コネク
ションズ

2014.4 /336/ｷﾀ/ 1107591891

7
中小企業経営者のためのQ&A
でわかるBCP策定の実務

京盛 眞信/著 税務経理協会 2014.10 /336/ﾁﾕ/ 1107779116

8
実践!BCP運用マニュアル 災害対
策の効率的な取り組み方と進め方

中村 茂弘/著 日刊工業新聞社 2013.2 /336/ﾅｶ/ 0111254604

9
あなたが主役のやさしいBCM BCP
ができたら次の一手がこれだ!

昆 正和/著 日刊工業新聞社 2013.1 /336/ｺﾝ/ 1106976531

10
実践BCP策定マニュアル
事業継続計画の策定とBCMSへの
応用

昆 正和/著 オーム社 2012.7 /336/ｺﾝ/ 1106928854

11
本当に使えるBCPはシンプルだっ
た。 経営者のための3つのポイント

池田 悦博/著 税務経理協会 2012.10 /336/ｲｹ/ 1107125047

12 BCP〈事業継続計画〉入門 緒方 順一/著
日本経済新聞出
版社

2012.8 S/336/ｵｶ/ 1106928367

13
ひな型でつくる福祉防災計画 避難
確保計画からBCP、福祉避難所

鍵屋 一／監修・著
東京都福祉保健
財団

2020.6
4W/369.13/ﾋﾅ
/

1109904043

14
福祉施設の事業継続計画
<BCP>作成ガイド 現場で使える!

鍵屋 一/監修・著
東京都福祉保健
財団

2014.9
4W/369.13/ｶｷ
/

1107853499

15
介護の事業継続計画 どうする、
どうなる大規模災害

京極 高宣/監修 PILAR PRESS 2014.3
4W/369.26/ﾊﾂ
/

1107174557

16
現場から生まれた介護福祉施設
の災害対策ハンドブック

山田 滋/著 中央法規出版 2012.12
4W/369.26/ﾔﾏ
/

1107144717

17
レジリエントな学校づくり 教育中断
のリスクとBCPに基づく教育継続

渡邉 正樹／編著 大修館書店 2019.8 /374/ﾚｼ/ 1109535011

非常事態に負けない事業継続計画を
―　BCPブックリスト　－

　BCP（事業継続計画）とは、災害などの緊急事態が発生したときに、企業などが損害を最小限に抑えつつ、重要な事業を継続
し、早期復旧を図るための計画のことです。こちらのブックリストは、当館が所蔵するＢＣＰ関連本の一部をまとめたものです。

【BCPについて】
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18
そのまま使える災害対策アク
ションカード+はじめての病院
BCP

小尾口 邦彦／編著 中外医学社 2020.2
4H/498.163/ｺｵ
/

1109792638

19 使える病院BCP 佐々木 勝／著 新興医学出版社 2019.6
4H/498.163/ｻ
ｻ/

0112024955

20
今すぐできる!BCPの実効性を高
める災害対応シミュレーション
（医療経営ブックレット）

浅野 睦/著 日本医療企画 2014.4
4H/498.163/ｱ
ｻ/

1107715359

【防災対策】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

21
中小企業の防災マニュアル 今
までなかった!

本田 茂樹／編著 労働調査会 2018.6 4T/369.3/ﾎﾝ/ 0111890853

22
現場の地震防災力を高める 東日
本大震災後の取組みに学ぶ実践ノ
ウハウ

中央労働災害防止協
会/編

中央労働災害防
止協会

2014.5 /336/ｹﾝ/ 1107706564

23
料理店の震災講義 被災経験か
ら災害対策を考え直す

石巻芽生会/制作 石巻芽生会 2014.10 4T/369.31/ﾘﾖ/ 0103312633

24
チェーンストア災害対策の原則 緊
急事態に組織をどう動かすか
（DIAMOND流通選書）

渥美 六雄/著
ダイヤモンド・フ
リードマン社

2013.1 /673.86/ｱﾂ/ 1106986696

25
最善最強の防災ガイドブック 緊
急事態宣言対応（COSMIC
MOOK）

コスミック出版 2020.8 4T/369.3/ｻｲ/ 1109881613

26
企業・自治体のための気候変動
と災害対策（日経MOOK）

日本経済新聞出版社
／編

日本経済新聞出
版社

2020.1
4T/369.33/ｷｷ
/

0112108881

27
災害を知り、備え、連携して減災を
考えよう ひとりひとりの『災害対策』

白濱 龍興／著 内外出版 2018.9 4T/369.3/ｼﾗ/ 0111932165

28
大地震から認知症高齢者を守れ!!
小規模介護事業所の実体験から

高橋 恵子／編著 ぱーそん書房 2018.6 4T/369.31/ﾀｲ/ 1109115129

29
福祉施設にできる災害時の利用者
と地域の高齢者・障害者・子どもた
ちへの支援は…?

東京都社会福祉
協議会

2019.6 4W/369.13/ﾌｸ/ 0112024734

30
福祉施設の防災マニュアル作成
ガイド 現場で使える!

鍵屋 一/監修・著
東京都福祉保健
財団

2012.11
4W/369.13/ｶｷ
/

1107122135

31 写真で紹介 園の避難訓練ガイド 天野 珠路／編著 かもがわ出版 2017.5 /376.14/ｱﾏ/ 1108664762

32
命を預かる保育者の子どもを守
る防災BOOK

猪熊 弘子/編 学研教育出版 2012.2 /376.14/ｲﾉ/ 1106680992

33
小学校低学年・家族・発達障害をも
つ子・先生のための災害に負けな
い防災ハンドブック

堀 清和/著 せせらぎ出版 2014.11
こどもコーナー

/369.3/ﾎﾘ/
1201655931

34
災害-その時学校は 事例から学
ぶこれからの学校防災

日本安全教育学会/編 ぎょうせい 2013.1 /374.92/ｻｲ/ 1107262469

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


