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平成２６年度 四国企業防災戦略トップセミナー 

大規模災害からの企業の早期復旧・復興に向けて 

日時：平成２６年８月２０日（水）１４：３０～１７：０８ 

場所：サンポートホール高松 第１小ホール 

主催：経済産業省四国経済産業局、国土交通省四国地方整備局 

議事次第： 

○開会挨拶 四国地方整備局長 三浦真紀 

○基調講演１ 東日本大震災からの復興 

     ～日本製紙（株）石巻工場～ 

日本製紙（株）顧問 （前）乗務執行役員石巻工場長 兼 

岩沼工場長 藤崎夏夫 

○基調講演２ スパリゾートハワイアンズの挑戦 ＜炭坑から観光へ：復興の歩み＞ 

常磐興産（株）顧問 （元）取締役企画室長 坂本征夫 

内容： 

14:31～14:38 開会挨拶 四国地方整備局長 三浦真紀                    

・今年の台風では、高知、徳島両県で２２万世帯に避難勧告、各所で被害が発生。 

・今日も、広島で大規模な土砂害、人命が奪われている。 

・日本は、いつどこで災害が起きてもおかしくない国土に住んでいる、そういうことを認識しな

ければならない。３年前の東日本大震災も、そのようなことを認識させるもの。 

・先進国と行われる国で、２万人の方が亡くなることは、日本しかない。 

・黒潮町 最大津波高さ３４ｍ。東日本大震災の被害総額は１７兆円 南海トラフの被害想定は

２２０兆円。幸いにして、東日本大震災では日本の国力が影響を受けるまでには至らなかった

が、南海トラフではそうはいかないだろう。 

・四国 高知県仁淀川町 鳥形山の石灰石がコンクリートの材料となっている。四国が被災すれ

ば、全国に影響が波及する。 

・「四国南海トラフ地震対策戦略会議」 四国の４７の機関からなる戦略会議。 

・防災は行政だけがやればいいものではない。自助、共助、住民・企業の方々と共に、 

・今日は、東日本大震災から立ち上がった企業の方、お二人からお話を聞く。そこから私たちが

教訓としなければいけないことをうかがいたい。 

 

14:38～ 資料確認 

14:39～15:50 基調講演１ 東日本大震災からの復興 ～日本製紙（株）石巻工場～       

○講師：日本製紙（株）顧問 （前）乗務執行役員石巻工場長 兼 岩沼工場長 藤崎夏夫 

○プロフィール 

・昭和５０年、十條製紙（現日本製紙）入社 

・平成１９年、同社取締役 技術本部長代理 兼 生産部長 

・東日本大震災の際には、災害対策本部長 

・四国の地にも多くの製紙工場、同業者がいらっしゃり、今日の話が参考になればと思う。 
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○ビデオ上映 

・石巻工場のそばにあった石巻ガスの建物から撮った映像。 

・津波が押し寄せ、車、家を工場敷地の中まで流してくる。 

 

○本日の講演内容 

１）震災発生と被災状況 

２）復興の道のり 

３）今後の防災対策 

 

○東日本大震災発生 

・これまでにない強い揺れ。絶対津波が来ると思った。 

・３工場が被災 石巻工場、岩沼工場、勿来工場 

・地震と共に０．６７～０．７８ｍの地盤沈下が発生。 

・２５００名（当社８００名、協力会１７００名） 

・地震と共に一斉構内放送により避難指示 

 

３月１１日 

１５：１４ 地震発生から２８分で全員避難完了。当日構内勤務者１，３０６名 

１５：２９ 高台に避難。着の身着のままでの避難で、雪が降り出し、寒い状況。車や自宅の鍵

なども工場に置いたままで避難してきている。 → この段階では、あれほどの津

波が来るとは思っていない。 

１５：３１ 野球部の練習場に避難 

１５：３６ 正門前は渋滞発生 

１５：４８ 津波が押し寄せ、家や車を押し流してくる 

１６：１０ どんどん津波の高さが高くなり 

１７：３４ 高台の足もとまで津波と瓦礫が押し寄せる あちこちで火災が発生 

翌日３月１２日 家事は消え、焼け焦げた家や車 

 ６：０１ 瓦礫には雪が積もっている 

      構内には、津波で流されてきた家や被災者、生存者もいるのでは 

      スーパーキャレンダー室 製品やゴミを津波が押し込んでいる 

      事務所の中は津波でズタズタ 

 

○従業員の被災状況 

・自社工場従事者（含む出向）：８２２名、死者・行方不明者：５名 

・工場協力会従業員：１６９２名、死者行方不明者：１５名 

 非番であったり、買い物に出ていたりした従業員が被災 

・車両被害３３０人 

・工場内への流入物 家屋：１８軒、車両：２１０台、ご遺体発見数：４１体 
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＜２．復興の道のり＞ 

○芳賀社長 石巻訪問 

・「日本製紙は、もうダメだろう」との噂が流れはじめた。 

・３月２６日 「石巻工場復興宣言」 

・仮設の「ラジオ石巻」で復興の決意表明を放送。 

 

○復興で一番大事なのは 

・復興計画 いつまでに何をやるかを決める 

・前倒し、前倒しで取り組んでいく 

・９月までには工場を動かせるようにと、工程を立てた。 

 高圧電力復旧 順番待ちの状況だった 電気がなければ復興は遅れる状況 → あらゆる手を

尽くし、順番を繰り上げてもらい、６月１８日に復電 

・５月１７日 災害復興会議 

・自衛隊による遺体捜索 

・４月４日～ ガレキ処理、場内清掃作業開始 

 

○まずは生活基盤の確保 

３月１２日 工場クラブ（高台）に災害対策本部設置 

      電気が無く、夜は真っ暗。 

      食事が無く、一つのおにぎりを４人で分ける状態。 

      トイレに困った 穴を掘り、板を渡して用をたした 

      社宅はあるが、鍵を津波で流されているので、社宅の窓を割って中に入る状況 

      何も持たずに避難した状況 

３月１４日 第一陣支援物資が到着 

３月２１日 仮設トイレ設置 

      自衛隊がお風呂を作ってくれたが、隊員はお風呂に入らず、被災者にお風呂を提供 

してくれた。 

４月 ６日 市水道水通水開始 

４月１７日から順次ガスが復旧（石巻ガス） 

      プロパンならボンベがあればすぐに復旧できるが、都市ガスはそうはいかない。 

 

○Ｎ６マシン 工場最大の機械 約６００億円 

・１階部分は津波により被災 

・近くに木材をすりつぶして原料にする工場があり、多くの木材が流れてきていた。 

・１階にある電気設備、制御盤、電動機が冠水 → 分解し、清水で洗浄、試運転 

 

○木質ガレキ 

・チップ化し、工場内のバイオマスボイラの燃料とし、電気を東京電力に売電。 
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○３月９日 Ｎ６マシン 操業再開！！ 

・震災から丸１年後には、再開できた。 

・工場内の神社を復興し、慰霊碑を建立 

 

○Ｎ２コーターマシン営業運転再開 

・工場完全復興 

 

＜３．今後の防災対策＞ 

・ＴＰ７．２ｍの防潮堤 

・高盛土道路 道路背面が住居部分、生活圏 

 

・旧の防潮照４．４ｍ → ７．２ｍの防潮堤 さらに、工場防潮堤を整備 

・重要な施設を２階以上の部分に持っていく工場を計画 

 

＜震災からの教訓＞ 

①訓練 

・地震に対する訓練が主体であった。 

・地震が起きれば津波が来るだろうと、１年前の訓練から避難訓練をした。 → 「大きな津波

は来ない、防潮堤が守ってくれる」との思いで訓練をやっていた 

・しかし、訓練をやっていたことで、幹部がいない状態でも、ちゃんと避難できた。部長級以下

しかいない状況で、総務課の指示に従って、３０分以内に避難できた。 

・津波が来るまでに１時間ほどあった。工場は広く、端から逃げるにも時間がかかる。自転車は

地震の揺れで道路が陥没していて使えない。徒歩しかない。 

 

②迅速なトップの決断 

③グループ一丸となった復興活動 

④ステークホルダーとの信頼関係に基づく救援活動 

・お客様に迷惑をかけない、心配させない。 

 

15:36～15:50 意見交換  

大成建設 男性Ｑ：工場に勤める人は全員避難し、死亡者もないとのことだが、従業員の家族の方

の避難訓練はやっているのか。大成建設では、昨年からは離れた家族の方も含めた避難訓練を

やり始めた。 

 

藤崎Ａ：隣接して社宅があるので、社宅の家族は避難訓練を一緒にやっている。ただ、各地からの

勤務のため、市内各地の家族と一緒に訓練することはできていない。 

・当日苦労したのは、「逃げろ！逃げろ！」と避難させたが、１０分経ち、２０分経ち、寒くなり、

「荷物を持ってきたい」「家族が心配だ」と戻ろうとする授業員が出始めた。 
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・一方では、機械を止めるにも慣らして止めるために「停止作業」をしている従業員がいる。津

波が来るかもしれない恐怖の中で「停止作業」をし、守衛はその人たちの避難を確認している。 

・最初に避難していた人たちが戻ってしまっていたら、津波にさらわれてしまう。 

・迅速に避難するのはいいが、どうやって、その時間を過ごすか。「家族が心配」「車が心配」、誰

がそれを制止するか。 

 

四国コカコーラ 男性Ｑ： 

・当社もＢＣＰを策定している。災害を経験していない者が、災害を想定しながら策定作業を進

めている。 

・事務所が悲惨な状況になっている状況で、重要書類、契約書、機密書類 無くなったと思うが、

対策、対応、事前の措置は？ 

 

藤崎Ａ：重要書類とはいいながら、古い机などに入っている。高台に持って逃げていないので、一

切合切無くなった。 

・関連工場から、関連するモノを送ってもらい、少しずつ補填していった。 

・連絡手段の「衛星電話」は持ち出した。 

・重要書類に対しては、その当時は全く持ち出せなかった。津波が来ても大丈夫なように高いと

ころに保管するか、電子化しても他の所に転送していないといけない。 

 

三菱商事 男性Ｑ： 

・自分もその当時東京にいて、紛争した。 

・物流の拠点、港や運河 行政が優先順位をつけて修復していく。優先順位についていかがか？ 

 

藤崎Ａ：順位付けをされてしまう前に、あらゆる所に行って、中小企業関係がまとまって東京に陳

情（国交省、経産省、地元選出議員）に行った。あらゆる手、公明党、新聞の関係でつきあい

があり、太田大臣とかにもお願いにいく。 

・１日でも早ければ、復興がスピードアップしていくので。 

・厚かましいようでも、連日のように当方のプランを話にいく。 

・待っていて助けてもらえると思ったら無理。こっちからいかねばならない。 

 

15:50～16:00 休憩 

 

16:00～17:08 基調講演２ スパリゾートハワイアンズの挑戦 ＜炭坑から観光へ：復興の歩み＞ 

○講師：常磐興産（株）顧問 （元）取締役企画室長 坂本征夫 

○はじめに 

①石炭からのエネルギー革命、企業存続への取組という意味で、東日本大震災への対応も、危機

を乗り越える取組にかわりはない。 

②半世紀前、ハワイアンを立ち上げた 中村さんとは４０歳の隔たりがあるが、生まれたときか
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らずっと一緒にいたので、思考回路がよく分かる。 

・用事があって私がホテルに顔を出したら、「この子、良い子だから結婚しなさい」と中村さん。

それが私の妻だが、正しかったかどうかは分からない。 

③ハワイアンの事実を淡々と述べたい。 

 

○常磐炭坑 

・昭和１９年 １万３千人の職員 

・戦争特需で「黒いダイヤ」ともてはやされた 

・銀座に本社事務所を設けた 法人所得で全国第７位 

 

○エネルギー革命 

・斜陽に 

・炭坑（やま）の火が消える 「常磐の明日はない」

→ 地域社会に大きな影響を与える 

・ピンチがきた → 考え方を変えてみよう 

 炭坑延長線上での企業改革 → これからの日本の社会は、国民は何を求めてくるのだろう 

異業種への転換 

・異業種への転換は、「トップダウン」で、ブレないで進めるしかない 

 

○時代の変化 

・昭和３９年、東海道新幹線開通、自由化 

・昭和４５年 ようやく１億総レジャーの時代 

・金銭的なゆとり 

 

○先見性と洞察力 気づくことがトップの責務 

・危機に早く気づくこと、先を見通すこと それがトップの役割 

・新しい経営資源を、全員が短期間のうちに取得し、慢心した。 

 

○日本にハワイを作る 

・誰の手も借りない、常磐人、常磐グループで全てを作るぞ！ 

・ひらがなしか読めない職員ばかり。しかし、全員が家族同様なので、どこにどんな人がいるか

を全て把握していた。 

 フロント：あそこの長男はスタイルが良くて頭がいい。 

 売店：あそこの長女は気だてが良くて頭がいい 

 ランドリー：あそこの奥さんは洗濯が好きだ 

  芸能：あそこの不良を呼んでこい 

  営業：他人と話ができる人は１万３千人の職員の中にいない。 いやいた。組合員。取締役

営業本部長は組合員長 
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○日本のハワイ”常磐ハワイアンセンター”開業 昭和４１年 

・１６番目の子会社 

・出向ではなく、退職し、新規採用。背水の陣、崖っぷちに立たされた従業員は、処遇に不満を

唱える者は皆無。 

 

＜第二次改革＞ 「常磐ハワイアンセンター」から「スパリゾートハワイアンズ」への改革 

・全国にハワイアンセンターや国名をテーマにしたテーマパークは多くあり、苦戦している。 

 

○常磐文化（常磐ＤＮＡ） 

①一山一家：落盤事故に始まり、全て一家族との精神 

②手作り：炭鉱は自己完結。トロッコも電気も全て自分で作る。フラガールも大手プロダクショ

ンで作るのではなく、自分たちで集め、自分たちで学校を作り、先生を呼びフラガールを育成。 

 よその真似はしない。 

 自分たちでホテルも造る。 

③土着：常磐は一地域の者であり、他には移れない。地域社会と一体化。ハワイアンズは地域活

性化。 

・初めていわき市の市民権を得た 

・地元優先：単価が高くても、地元で購入する。 

・ホテルの宿泊は予約でいっぱい。ホテルの増築をとの声があったが、中村は「もっと市内へお

客さんを」と、ホテルの増築を許可しなかった。市内のビジネスホテルや旅館は次第に大きく

なり、経営も安定していった。 

④大衆：常磐コミュニティは”大衆文化圏”での生息。 

⑤適時適切：”老舗”とは”改革”なり。 ”志”は変わらないが、すさまじいマーケティング

による変革は不可欠である。 

・課題・問題があればすぐに解決せよ。 

・長く続くとは、常にマーケティングしているということ。 

・良いものを１円でも安くとの志は変わらないが、１００年前と、今は同じものを出しているわ

けではない。 

 

○常磐が本当に守るべきものは 

・温泉があるから、あれが出来ている 

・ハワイは永遠のシンボル 

・もっと長期滞在、スパに 

・平成２年３月 

 

○過去の変遷にとらわれず、大変革することが必要 

・おかげさまで５０周年 ハワイアンは進化してさらに将来に 
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○３．１１ 東日本大震災 

・６１７名の宿泊者 

・東京で幹部会議中のため、現地にはマネージャー以下しかいない。 

・現場の生きた対応力が「力」。本来の人間が持っている力。 

 

○３．１５ 原発事故避難指示 ”風評被害発生” 

 

○４．１１ 直下型余震（地盤変位）”もうダメだ” 

・社員の解雇はゼロ 

・いわき市の復旧・復興は、ハワイアンズの復旧・復興が 

・単なる復旧・復興ではなく、 

 

・断層再活動の可能性の考察 「日本地すべり学会」等による調査・指導 

・断層上に復旧する場合の再構築の考察 ＩＳ値を大きく 「門型架構」を設置 

 

○Ｈ２４．２．８ グランドオープン ”さあこれからだ” 

 

○個人の思い 

・現場の生きた”人間の力”が企業存続の源である。 

・”人”を救えるのは”人”以外におりません。 

 

16:57～17:08 意見交換 

四国銀行 男性Ｑ：当時、外部との連携とか、役立ったことがあれば教えてください。 

 

坂本Ａ：地震へ向けての訓練はない。火災に向けての訓練はあるが。新たに地震対策を、心構えか

ら始まって、従業員の連携、・・ 

・地震当時は、マネージャーは自然と役割を分担した。 

・とにかく最後は個人の力、個人の考え、自ら責任感を持って取り組んでいける人材がそろって

いれば。 

・職員の得手不得手を見抜き、適正配置すれば、訓練しなくても能力を持っている。 

・説明ではダメで、納得でないといけません。 

・いくら成績が良くても、向き・不向き、得手・不得手 向いていいないところでいては、能力

は伸びない。 

・上に立つ人が一番大事。企業が一体化するために、全く同じ価値観を共有する、汗を流して頑

張れば、どの方向になるのかを示してくれ、分かれば、納得できれば、取り組んでいける。 

・「管理職」ではなく「援護職」 ぶつかるのは良くない。 

・人を育てる もっとも大事。 

－ 以上 － 


