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高知県商工労働部商工政策課主催 

防災・ＢＣＰシンポジウム 
日時：平成２９年９月９日（土）１３：００～１６：０４ 

場所：高知サンライズホテル「向陽」 

主催：高知県商工労働部商工政策課 

内容： 

○映像（８分間ほど） 

・株式会社マイヤの社員がスマホで撮影。 

・地震直後に、５階建てのビルの４階から撮

影した映像。 

・津波警報が鳴り、建物の高層階に避難。近

所のご老人など、高台へ避難できない人も

当社の５階建ての建物への避難を受け入れ。 

・津波が堤防を越え、木造の平屋や二階屋（旅

館）がそのままの形で内陸側へと流れていく。 

・津波と共に船も防潮堤を越え、内陸に流れ込んでくる。 

・車のクラクションが鳴り出し、車も流されていく。 

・立体駐車場の２階にも津波が押し寄せ、車が洗濯機の中の流れのようにぐるぐると・・・ 

・最終的には津波は３階まで到達。 

 

13:00～13:06 開会の挨拶 高知県商工労働部商工政策課 課長補佐 須藤正智         

・熊本地震、鳥取中部地震など、地震や津波への警戒を求められる年でした。 

・高知県では南海トラフ地震に対して、被害を軽減するためにいろいろな取組をしている。 

・県内でのＢＣＰの策定が遅れていたことから、「高知県ＢＣＰ策定推進プロジェクト」を立ち上

げ、ＢＣＰ策定セミナーなどを実施し、１６５社の会社がＢＣＰを策定。 

・アンケートでは、「ＢＣＰの重要性はわかるが、どうやって策定すればいいかわからない」「人

手がない」など、策定が中断している会社もある。 

・事業を継続することが必要不可欠であり、これからも県として支援を続けていく。 

・本日は、実際に復旧に尽力された方をお招きし、被災した企業だからこそＢＣＰの必要性や、

必要なことを知っていただきたい。 

・またパネルディスカッションでは、ＢＣＰ策定の工夫や、意外なメリットなど、意見交換して

いただく。このシンポがみなさまに参考となり、有意義なものとなりますように。 

 

13:06～13:58 講演１「震災時のライフラインを支えた当社の取り組み！」           

○講師：株式会社マイヤ 管理部 人事グループ グループ長 新沼聖 

・スーパーマーケットのスーパーバイザーとして被災者のライフライン

の維持に携わり、復旧、復興、今は人事を担当。 

・岩手から大阪経由で昨日高知にきました。飛行機から四国の上空を見、

田園の風景など岩手の田舎の風景と同じで親近感を感じた。 

・高知に近づき、海が近いし、海抜が低いし、南海トラフ地震が来たら

津波の被害は甚大になると感じました。 

 

○マイヤの概要 

・昭和３６年９月創業 

高知県産の防災グッズの展示 
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・被災時には大企業に分類される資本金だったので、補助制度を受けることが出来ず再建不能の

恐れ。資本金を減額し、中小企業となり復興。 

 

○被害の状況 

・海岸沿いの１２店舗が被災。 

・大船渡市３店、陸前高田市２店、大槌町１店、総菜工場、営業本部が被災 

・損害額１７億円 

・内陸の物流センターと５店舗から物資を供給。 

・３５０人の従業員 出勤していた職員は、お客様の避難を誘導し、誰一人死亡せず。 

・お休み中の職員の中で１６名の方が死亡。 

・家が流された方が１９８名、車が流された人が１０２名。 

・労働組合と会社が折半で共済に加入しており、家の復興に寄与。全体で４億円ほど支払われた。 

・車が流された従業員へは、会社から１０万円を支給。 

・車が無くて従業員が来られないとお話ししたら、自転車を手配してもらえた。 

・休業時の貸付制度を緊急に策定。５０万円を上限に貸し付け。 

 

○巨大地震への対応 

・三陸に３０年以内に９９％の確率で巨大地震発生との想定だった。お客様商売なので、避難訓

練など地震や火災への備えばかりで、津波への備えが不足していた。 

・災害対応のマニュアルは、スーパーマーケットの協会の雛形を直して当社版に。 

・衛星電話：電源が無く、屋上のパラボナアンテナから電波がこず、使えなかった。衛星電話を

持って逃げたが、本体だけで、電源コードを忘れ、充電できず翌日にはバッテリーが無くなり

使用不能に。 → 停電になることの備え、意識が大事 

・安否確認システム：毎月訓練のメール 基地局がやられ、携帯電話（デジタル系）のものは使

えなかった。 

・防災訓練:年２回の防災訓練 

・地震保険への加入 復興へも役だった。 

・従業員へ共済加入 

・商品の備蓄：津波がこないと予想していた本部ごと流され、使用できず 

 

○防災訓練 

・従業員に誕生日プレゼントをしていた。最初の年は「防災袋」。翌年はスピーカー付きの電灯。

３年目は手回し発電式のラジオ。毎年、防災品を充実していった。 

・避難時に使ってくれていた。 

・創業者が厳しい方で、避難は走る、防災訓練で笑顔が出たらやり直し。それも、功を奏したの

では。創業者は海軍師範学校の教師でした。 

 

○津波 

・場所によっては１５ｍ、湾の形状によっては３０ｍぐらい遡った。 

・本社の隣町、陸前高田市、私のふるさとでもある。 

・河口から６ｋｍ内陸に９ｍの津波到達 

・海岸に近い人はみんな助かっている。 

・海から２～３ｋｍ離れていた人は、安心していて亡くなった方が多くいた。海が見えないけれ

ど、海が近く、海抜が低かった。 



H29.9.9防災・ＢＣＰシンポジウ 

 - 3 - 

・津波は川を遡上していった。川の流域の方々も、山奥まで津波が襲来。被害を大きくした。 

・過信してはいけない。 

 

○被災したマイヤ本店 

・３階まで津波が到達。 

・ここでは、徐々に水位が上がっていった。 

 陸前高田では津波の壁が襲った。 場所によって津波の形は異なった。 

・「５９人が奇跡の生還 マイヤ５階建てビルが命を救った」とのヘッドラインの報道。新聞記者

の方が取材中に逃げ遅れ、当社ビルに逃げ込んできた。当時の状況を見てくれていて、記事に

してくれた。 

・隣の建物に避難している人に、野球部だった職員がボール代わりにトイレの芳香剤を投げロー

プを渡し、買い物かごで物資を送り出し。 → あるもので、出来ることを考え実行した 

 

○マイヤ高田店 ３階建て 

・３階まで津波がきた 

・近くにあった陸前高田市役所 ３階建ての屋根まで津波が到達し、職員の３分の一、６０名の

方が亡くなられた。市民会館でも犠牲者が。 

・マイヤでは死亡者ゼロ。 

 

○マイヤ高田店では犠牲者ゼロ 隣の市役所と市民会館では多数の死者 この違いは？ 

・思いこみの怖さ 

  ここまでは津波はこないとの思いこみ 

  当社の社員が整列で避難する姿を見て、避難を開始した近所の方も 

・訓練の重要性 

  指定避難所は市民会館だったが、現場の判断で、より高い高台へ避難。 

・責任者の迅速な判断と指示 

  出勤者に犠牲者はゼロ 

  ５番目まで代理者を選定してある 

 

○震災時の対応 

・大津波警報発令はほとんどわからず。建物の中にいると警報は聞こえず。 

・揺れが大きかったので、地震直後にお客様を避難誘導。強度のある階段室にお客様を誘導、揺

れが収まり、落ちてくる物がないことを確認して屋外、高台へと誘導。 

・店長たちは、トイレなど、避難から遅れている人がいないかを点検していて逃げ遅れ、建物の

屋上で一夜を過ごす。 

・避難中に人命救助と食糧供給 

・携帯電話はいっさい使えず。 

 

○震災当日１６時より店頭販売 

・店内は被災しグチャグチャなので、机を駐車場に出し、１００円均一で商品を販売。 

・夜になり暗くなると、従業員の車のヘッドライトで販売を継続。 

 

○なぜ、当日から営業継続？ 

・マニュアルに明記 
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①安全確保。 

②従業員の安全確保。 

③被災地域のライフラインの維持・継続 

・幹部会議などでしばしば強調。 

・独占的地域につき使命感浸透。 

 

○震災後の対応 

・社長自らが融資のお願いに奮闘。東京にいたので、車を調達し現地に着いたのは３日後。 

・マイヤはつぶれるのではないか、物資を提供していいのか？ → 社長が、銀行から無担保で

の融資を取り付けてくる。 

・社長は主要お取引様や銀行訪問：お取引先にいくら払えばいいのかわからない、伝票もない、

電話もつながらない状況。言い値でいいので請求書を送ってください。ただ、１ヶ月だけ支払

いはお待ちください。今、銀行で融資の取り付けをしていますので。 → そのようなことで、

商品の供給を続けられた。 

・販売する場がないので、従業員が車を借りてきて、学校（避難所）で移動販売 → 何とか商

品を供給する場を確保 

 

○社長が従業員に伝えたこと 

・「商品を売るのではない。幸せを売るんだ」「お客様の暮らしを守れ！」 

・「マイヤは大丈夫だ。２５日の給料も出す。心配するな！！」 

・「ファィティング・スピリットを燃やせ！！」 

・掲示板に従業員の安否情報を毎日発表。「人」にこだわり。 

 

・マイヤは健在です 従業員も大丈夫です 安心してきてください 

 そんなことを伝えたくて、マスコミに出たがらない社長が出た。 

・従業員は不安だらけ ４割の商品が無くなり、店舗が無く・・・ 

 お盆までがんばってくれ → お盆までに１店舗、年末までに２店舗再建。 

・使命感だけで突き進み 「利を追えば利は逃げていく。客を追えば利はついてくる」（松下幸之

助） 

 

○ただし、辛い決断も 

・被災店舗３５０人の雇用継続は無理と判断。職安では、解雇の翌日から失業保険の支給を。 

・４カ所で説明会を開催し解雇と休業を伝える。 

・しかし、「必ず呼び戻す」と約束。その約束に従業員からは、涙と拍手。 

    ↓ 

・４ヶ月後には全員に復帰要請！ 

 

○そして 

・建物は１年半ほどで復旧していたが、まちづくり復興計画が進んでいなかったので、開店をお

客様に待ってもらうわけにはいけず、山奥から３度の引っ越しをしながら営業を継続した。 

 

○新たに得たもの 

・ＳＭの地位向上。お客様から「ありがとう」の連発。 

・「現場力」の信頼度向上。 
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・コーポレート・カルチャーの重要性 

・従業員の使命感をどうやって起こすか。 

 家族を亡くした方、家族の行方がわからない方 

・新たなネットワークと交流 

 

○教訓 

・リスクマネジメントとクライシスマネジメント → 訓練しておくことが大事 

・組織体制、特に代行者の明確化 

・クイック・レスポンスの重要性 すぐに判断して行動する 

  前を向け。今生きているお客様のことだけを考えろ。 

  １週間で現場を取り戻せ 

  振り向かず、前向きで良かった 

・ネットワーク（個人・企業・地域・自治体など） 

・トップの言動の優先順位 

・「絶対」ということはない。「想定外」はある。 

 

○町中の看板に津波到達の表示が 

・１５．１ｍ ３階建てのビルの高さ 

・高知の津波最大予測は３４ｍ 

 

13:58～14:45 講演２「事業継続計画（ＢＣＰ）策定取組みと熊本地震での効用」        

○講師:天草池田電気株式会社 常務取締役 池田博文 

・熊本県、天草池田の電気店でＢＣＰを策定。 

・対策本部本部長として陣頭指揮、事業の早期再開に取り組まれた。 

 

○はじめに 

・昨日、岡山で乗り換え、南風で高知へ。 

・５つの橋を渡らないと天草池田に来られない。 

 高知も同様で、橋が壊れるとアクセス手段が限られる、天草池田と

似た状況。 

 

・１９７２～２００２年 オムロン天草 

・オムロンの事業見直しで、オムロン天草の１５０名の従業員を引き受け、２００２年から天草

池田電気株式会社に。 

・熊本地震の震源地から南西に７０ｋｍ 海抜９ｍほどの敷地に、東京ドーム４．５個分の広さ。 

・主な事業内容：マグネットリレーの及びコイル 月産５００万個 

・リレーは、原子力発電者など発電所、変電所で使われている部品を生産。 → 当社が被災す

ると大変な影響が 

 

○モヤモヤ 

・ＢＣＰって最近よく重要視されているけど、ホントに企業として重要なのかあんまりしっくり

こないなぁ・・・ 

・熊本は大丈夫だろう・・・ 

・阪神淡路大震災や新潟県中越地震、東日本大震災など確かに大きな地震があって心配やけど、
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熊本は安心できる地域でもあるって聞いたこともあるし、大きな地震は起きないと思っている

けど・・・ 

・企業としての対策は、してないよりしていた方がいいとは思うけど、どんな対策をすればいい

の・・・？ 対策するとしたら費用もかかるし・・・ 訓練だけではダメかなぁ～ 

・とりあえず、いざというとき社員の緊急連絡網は作っているから社員の安否の確認も出来るし、

大丈夫じゃないの？ 

・とりあえず 

・費用がどのくらい必要なの？ 

・ホントに熊本って地震があるの？ 

・どれくらいの時間と何を準備したらいいの？ 

・このような中、ＢＣＰの策定が本格的にスタートした。 

 

○東日本大震災から学ぶ事例から・・・ 

・企業が倒産、廃業・・・ 

・従業員や家族が悲惨な状態・・・     考えてもいなかった悲惨な現実を・・・ 

・顧客や仕入先からの信頼低下・・・ 

・従業員解雇・・・ 

 

○ＢＣＰを策定していた企業様から学ぶ事例から 

・ＢＣＰを策定していた企業では被害が最小限に抑えられた！ 

・そして、従業員やその家族の安否が早急に確認でき、事業も早期復旧により事業の拡大が出来

た！ 

    ↓ 

・被害は予測できない・・・ 

・授業員や家族が守れるなら・・・ 

・事業を復旧・継続できるなら・・・ 

・当社は、海の近隣に・・・ 

 

○気づき（モチベーション） 

・海に近い場所でもあり、水害（津波）災害は考えられる？ 

・従業員や家族の安否が早期に確認できて助かるなら！ 

・日本のインフラを支える部品を生産している！ 

・従業員を守れるなら！ 

・顧客からの信頼！ 事業拡大にもつながる！ 雇用確保！ 

    ↓ 

・ＢＣＰ策定を人材育成に 策定メンバーを３０名選定 

・形だけでなく、本質的なＢＣＰをとことん勉強して、本格的なＢＣＰを作りあげるぞ！ 

・策定メンバーの活発な議論で、現実的なＢＣＰ策定と、社員の意識向上を大事に取り組むぞ！ 

 

○災害の現状把握 

・熊本県の自然災害リスク 

 熊本県に影響を与える各断層 

 熊本県内の想定最大震度 

 地震により引き起こされる災害予測 
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 海からの位置 

・熊本県内被害想定 

 

○当社の現状把握 

・会社の建屋って震度レベルはどこまで対応できるの？ 

・生産できないリスクって 

・生産設備はどこまで耐えられるの 

・設備が破壊したときに即、対法出来る準備は？ 

・中核事業の選定は？ 

・水害が発生した際の社員自体は大丈夫な立地？ 

・近隣地域の避難場所は？ 避難場所を知っている人は２割以下 

・災害を想定した準備物は 

・生産に関係するインフラってどんな準備をするの？ 

・社員や家族の安否確認のってどんな方法で？ 

・天草五橋ってどのレベルまで耐えられるの 

    ↓ 

・このように熱い議論を何回も繰り返し、メンバーの意識向上と本質的なＢＣＰを約半年間かけ

て構築。 

・社員一人ひとりの意識の変化へ！ 

 

○ＢＣＰ策定後の姿 

・会社建屋の耐震把握：平屋で震度７に耐えられる 

・生産リスク対応の構築：簡単に生産出来る簡易な設備を用意。設備に使われている５万点ほど

の部品の調達先を複数確保。 

・会社の立地条件の把握、行政と連携：海抜９ｍで津波の心配なし。広い敷地、社員食堂、ヘリ

コプターも降りられる → 地域貢献 避難所認定 

・生産設備台帳の深掘り 

  重要設備の即立ち上げ 

  対応法方の構築 

・天草五橋耐震対策 改修済み確認 

・社員宅地立地条件の把握と周知 

・近隣地域の避難場所把握と周知：指定されている体育館が海抜１ｍだったり ５分以内に逃げ

られる高台の把握を 

・早期復旧を想定した準備物構築：水、食べ物、毛布を準備していたが、一番助かったのは電気。 

  熊本はわき水が豊富で、水は入手しやすい。 

  食べ物も、全国から支援が来るので、一日分の備蓄で大丈夫だった 

  発電機を持っていたので、近所から避難してきた人に食堂を開放し 

・社員全員のメールアドレス把握と訓練による周知：年２回の訓練 

 

○３０名のメンバー 

◇人 

・毎月全社員を集め、何をやってきた、何をやっていくかの説明。ＢＣＰに対する意識向上 

・イメージから本質的（現実的）なＢＣＰ構築 

・やらされではなく、自分たちで策定、実行する風土構築 
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・自らの行動による改善実施ならびに人材育成（自立型人材） 

 

◇物 

・中核事業での早期復旧策の構築（顧客からの信頼） 

・設備改善、建屋改善の実施 

 

◇金 

・お金をかけずに改善できるものがたくさん 自らの工夫による改善実施（経費削減、創意工夫） 

 意識が変われば、あまりお金はかからない 

・災害発生時に必要な経費や公共機関との連携による対応策周知 

・災害を想定した生産・生活に最小限必要な物品準備 

 

○改善事例 

・サーバーの転倒防止のために柵 

・サーバーのバックアップを別の場所に設置（同じ場所に併設しない） 

・コピー機をキャスターにより、横揺れでの転倒防止に 

・設備をアングルで連結固定 

・天井不安定箇所点検による抑え対策 

 

○そして４月１４日、１６日の熊本地震 

・揺れは東日本大震災よりも大きかったが、津波がなかった。 

・店舗の４割が天井材が落ちた。お客様のいない夜で良かった。 

 

○熊本地震での対応 

◇４／１４ 

・災害対策本部からの社員安否確認一斉メール発信 

・災害対策本部での会社建屋・設備確認（２２時） 緊急会議（２３時～） 

 

◇４／１５ 

・災害対策本部より仕入先・お客さまへの状況説明 電話が使えた（７時～９時） 

・災害対策本部より従業員への状況説明（９時） 

・従業員による設備状況・部品在庫確認（１０時～１２時） 

・近隣地域の災害状況把握・行政との連携で会社を避難場所として提供（１１時） 

・生産開始（１３時） 

・従業員安否確認完了（１４時）、従業員家族安否確認・把握（終日） 

 

◇４／１６ 

・災害対策本部より夜勤者への避難指示（１時４０分） 

・災害対策本部からの社員安否確認一斉メール発信（３時２５分） 

・災害対策本部での会社建屋・設備確認（４時～） 

・災害対策本部より仕入れ先・お客様への状況説明（７時～９時） 

・災害対策本部緊急会議（８時～）安否状況・従業員家族・自宅被害状況確認 

・通路天井破損修理（１０時～）・行政との連携で会社を避難場所として提供 

・備蓄準備・調達・配当など（終日） 
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○熊本地震での効用 

◇人 

・社員の安否確認が、一斉メールにて１日で安否確認完了 

・早期なる災害対策本部立ち上げ・安否・設備・建屋確認完了 

・仕入れ先・重要顧客へ災害状況を自ら連絡 

・ＢＣＰ発動推進体制による役割担当が自ら災害状況をチェック 

・まだまだ課題がある箇所の点検とさらなる改善実施 

 

◇物 

・上天草市役所と連携し、避難場所として提供 

・推進体制による、社員安否確認、出社可否確認・建屋被害の早期なるチェック機能発揮 

・物資を被災者、被災者のご家族へ提供 

・インフラ被害による部品在庫確認・生産計画変更 

 

◇金 

・事前に可能性がある箇所の改善実施によって、被害発生なし 

・災害発生時に必要な経費や公共機関との連携による対策周知 

・災害を想定した生産・生活に最小限必要な物品準備 

 

○ＢＣＰの策定 

・災害はあってはいけないが、もしものことが発生した場合に、第一に社員と社員の家族の安否。 

・中核事業の継続を最優先とし、いざというときに備える大切な手法です。 

・日頃より意識して行動することにより、最小限に留まることが出来ます。 

・災害に対する社員の意識向上と人材育成に大きく繋がるものでありました。 

 

○最後に 

・従業員、お客様の”いざ”という時に、頼りになる会社であるために・・・ 

 

14:45～14:55 休憩 

 

○休憩時間に、マイヤの新沼さんに質問しました。 

Ｑ：東日本大震災への対応から６年が経ちましたが、こうしたら良かったとか、その後に見直した

ことはありますか。 

Ａ：別にない。 

・今あるなかで何が出来るかを現場で考えた。 

・停電でレジが使えない中で、いかにスムーズにお客様に商品を配るか → １００円均一で販

売しよう。 

・出来るだけ多くのお客様に商品を配りたい → 一人５個までなど個数制限。 

・１０ｋｇ入りのお米を１品では、多くのお客様に配れなくなる → 品質表示法違反だが、小

分けにして原産地の表示もないまま販売。 

 

14:55～16:01 パネルディスカッション                           

○パネリスト 

 株式会社マイヤ 新沼聖 
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 天草池田電気株式会社 池田博文 

 株式会社サンシャインチェーン本部 総務部次長 佃雄次 

○ファシリテーター 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 坂本憲幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂本:佃さん、自己紹介を。 

佃： 

・スーパーマーケット「SunShine」の運営 直営店１６店舗、チェーン店１６店舗 従業員１，

４００人 

・２０１３年 高知県ＢＣＰ策定推進プロジェクトによる支援を受け、ＢＣＰ策定・運営の手順

に沿って一通り検討を進めた。 

・月１回の策定ミーティングを７回実施 スケジュールを示しながら 

・ステップをわかりやすく説明いただき、段階的に進めていく。 

・各ステップで検討する上でのポイントや決めるべき事。 

 

・ＢＣＰ策定支援で不足に感じたこと：ひな形が汎用的なものだったので、自社の業種に合致す

るような事例や参考情報がもっとあれば良かった。 

・安否確認システムを導入、年２回訓練。 

 完全を目指すことは難しい：従業員自らが安否を伝えてくる工夫、努力を。 

・年輩、パート・・・全員にわかりやすいものを作るのは難しい 

・深夜閉店中に出勤する上で危険はないのか 迷った 

・関係の深い企業との連携など、課題山積。 

・スーパーマーケットしての社会的責務、災害時にも早く事業を立ち上げねばならない。 

・会社の健全性を保ち、 

 

坂本：講演で印象になったこと、感想、質問など。 

佃： 

・事前の準備が大切。対策、計画を立てたことを実行することが大切。 

・従業員の事をよく考えており、建物が残っても、従業員を大事にしないといけないことを改め

て思った。 

・携帯電話はどれぐらい繋がらない時間が続くのか。 

 

新沼：被害が甚大で、場所によって違う。内陸部は地震発生直後は繋がりにくい。その後一部メー

ルは通じる、繰り返していると電話も通じる。 

・海岸部は中継局が被災しているのでずっと繋がらない。 
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・キャリアーさんの中継器が市役所におかれ、その周辺なら繋がる状況が出てきた。 

 

池田：電話は、半日から一日通じなかった。メールは問題なかった。安否確認は想定通り、メール

とＬＩＮＥで確認できた。 

 

佃：ＳＮＳの活用は？ 

池田：ＬＩＮＥは使っているが、ＳＮＳは次のステップ。 

 

坂本：自分のアドレスを登録しないとの声があるが・・・ 

池田：熊本でも同じ話がでる。ＢＣＰは社員全員が認識しないと復興できない。策定は３０名でし

たが、毎月、進捗状況、改善を周知をしてきた。ＢＣＰが大切との意識へと変わってきて、ア

ドレスの提供を断る者はいなかった。 

 

坂本：内陸と海岸沿いでは違うと思う。携帯のメールを使う事が最善かな。従業員の方々が避難所

にちりぢりになっている状況での安否確認。現実的には、どうやっていたのか。 

新沼：全てのインフラ、道路も被災しており、完全な人海戦術でした。店長や現場のリーダーが避

難所を回って。また、店さえ開けていたら、従業員は心配になって店舗に集まってきてくれる。 

・安否確認よりも、生き残ることを最優先にしている。「津波てんでんこ」逃げれる方は、自分で

命を守って逃げなさい。 

・家族がどこに逃げるかわからないので、家族としてどこに集まるかを決めておいてくれと。私

も、家族と会えたのは３日後。家族の中でどこに集合するかを決めておくことが大事。 

 

佃：６ヶ月で策定までいけた、短期間で出来たポイントを。 

池田：日に日に策定のメンバーがおもしろくなってきた。 

・「こんな事知らなかった」と面白くなり、「気づき」がで、短期間の策定に繋がったかな。人材

育成にもなった。 

・常に行き詰まりはあった。本当に災害時にそれ出来るの？ 具体的にイメージし、スピードに

繋がったかな。 

 

佃：大勢集めると時間調整とか難しかったのでは。 

池田：強制的にその一日は集まって。経営陣がいかに本気になって取り組むかがポイント。 

坂本：結論を一つにまとめることより、意識を一つにしていく。 

 

佃：どのようなメンバー、人数で？ 

坂本：各部から責任のある人、実務に詳しい人を集め、各部２名程度の１５名ほどが多い。やれる

範囲で多い方が良いかな。 

 

佃：地震当日に販売を再開したことは、マニュアルにも書かれているとのことですが、マニュアル

にはどの程度のことが書かれているのか。 

新沼：マニュアルは薄いので簡単なポイントを記述。部分被災なら商品はあるので、部分店舗でも

販売再開。現場で、お客様の状況を見ながら工夫をしている。 

・初日はすぐに食べられるもの、水やパン。カップラーメンは湯を沸かせないのでダメです。 

・１０８円ではダメなので、１００円に。 

・買い占めに走られないように、一人３点までとか個数を制限。 
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佃：停電で、要冷凍品は困ったりしませんでしたか。 

新沼：「責任は負えませんが、もしよろしければ」と、会計が終わったところで「責任は負えません

けれど」とお客様に渡した。 

・ゴミにして腐ってもしようがないし、廃棄の処理が出来ないのでそうした。 

 

坂本：通信が繋がらない状況で、現場現場で大きな方針のもと、現場で判断し対応していくことが

危機管理かと思います。ワゴン販売で、１００円では安すぎるとか、店舗ごとの違いがあった

りとか、問題はなかったのか。 

新沼：店長の判断がベストな判断と、スムーズなお客様への商品の提供はそれしかないと。 

 

佃：訓練のマンネリ化は 

新沼：地震のたびに避難をしていると、避難しなくなるところがでる。従業員に意識してもらう一

つの方法として、台風やゲリラ豪雨、裏山が土砂崩れしたらどうする、近くの川があふれたら、

大雪が降ったらと、目先を変えて訓練し、課題があれば対応していく。 

 

坂本：出勤している従業員に犠牲者がいない。訓練を実践されている。補難するタイミング、トッ

プの指示が、津波到達までの短い時間内にどうするか参考になった。 

 

佃：備蓄品 これは良かったとか、優先順位の高い物は。 

池田：水 裏山から水が沸いていたので、そこに行ける道を造ったり。乾き物、ガスコンロの備蓄。

発電機は持っていたし、燃料も一週間分持っていた。 

新沼：カップラーメン、レトルトご飯、缶詰、カセットコンロ、マスク、カイロを備蓄している。

中心となる店舗に発電機。実験的に太陽光パネルを置いたりと。店舗内では発電器を使えない

ので延長コードが要る。延長コードを用意するとイベントに便利に使われて無くなる。今は、

店舗に設備として当初から設置をと。 

 

佃：夜間の発生などへの対応は。 

池田：会社から５分以内で来れるメンバーが、策定の３０名のメンバーに５名入っていた。 

新沼：震度５、津波注意報で幹部は集まることにしている。店舗が被災したら、次に集まる店舗を

決めている。 

 

坂本：夜中の発災では、夜中に参集することによる二次災害を避けるために、自分や家族や家が大

丈夫な場合には、暗いうちに動くのはやめましょう。熊本では夜間の地震で、近くに参集でき

る人がいることで、実現できること。 

 

佃：従業員の動きで、これは良かったという事は？ 

新沼：すぐに営業を再開するか。いかに多くのお客様に商品を渡しできるかにかかっている。１０

ｋｇのお米が１０袋しかなかったら、いかに多くのお客様にお配りするか、表示法違反となる

が、１キロごとに分けて販売した。４個や１０個パックの電池も、懐中電灯に２個欲しいなど、

ばらして販売した。いかに多くのお客様に渡すかを念頭に置いてやっていた。 

 

坂本：熊本地震の企業への影響 アンケート結果 

・非被災地から商品を調達してくることで、 
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・熊本県の企業数は５万３千社、大企業は６５社のみ 

・中小企業では、大手企業のように本社からの支援が見込めず「孤立無援」に。 

・ 

 

○７１５社にアンケート調査 

・５割強に事業中断が起きた。その中で、ＢＣＰ策定企業だけで見ると、事業中断が起きたのは

４割弱 

・５～６日で一部再開できた企業は５割、３ヶ月で完全復旧していた企業は７割 

・ＢＣＰを策定していた企業は８％ 

・ＢＣＰを知っていた企業のうち、５６％の企業が地震後にＢＣＰ策定したいと回答。 

 

坂本：今のデータを見て、熊本地震を受けてどうですか。 

池田：大手企業は他店から支援がきて、お金も十分に使えるメリットがある。中小企業では、補助

金を受けられるにしても、補助率が低いとかうまく使えず、廃業した友人がいる。中小企業だ

からこそＢＣＰが必要。 

 

坂本：倒産する会社と、生き残る会社の境目は？ 

新沼：うちは生き残った方だが、うちの体験談から、「地域の客様の命を守らなければならない」の

もと、トップがやると決め、みんなが動き出したことが大事。 

坂本：利を追えば利は逃げていく、客を追えば利はついてくる お客様の信頼を受けられる会社が

生き残れる。 

 

坂本:これから取り組もうとされているみなさまへアドバイスを。 

池田：策定前と策定後 熊本地震を受けてＢＣＰの必要性を強く感じた。最終的には社員の人材育

成だと思えば、ＢＣＰの策定も簡単。 

新沼：正直言いますと、震災後にＢＣＰという言葉を知った。マニュアルという手書きの物からス

タートし、少しずつ充実させていった経緯。少しずつ訓練し、直していけば、より良いものが

出来ていく。ネットワークとか、スーパーの協会に加盟していたり、取引先との長年の良好な

関係が、いざというときに助かった。注文していないのに翌日には水が届き、商品が届き、長

年の取引先との良好な関係に助けられた。 

佃：熊本のアンケートでも８％ まだの方は、まずは作成に一歩踏み出す。取り組みには苦労も伴

うけれど、いかに多くの従業員を巻き込むか、トップの助言、アシストをやってもらうといい。

高知県の防災マップも便利。策定支援も受け入れてやったのが良かった。 

 

坂本：高知県も熊本県と同じように中小企業が多く、「孤立無援」になってはいけない。助けの手が

伸びてくるのは、平常時に信頼関係を構築してきたこと。 

 

16:01～10:04 防災用品のご案内 高知県商工労働部工業振興課                

・高知県が認定している防災品 

・地震のみならず、災害を多く受けている土地柄。 

・多くの防災用品が作られており、認定している。 

・せっかくですので、高知県の商品を購入していただき、地産地消を。 

 

－以上－ 
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