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令和元年度 第１回シーズ・研究内容紹介 

戦略的ＢＣＰがもたらす企業価値 
日時：令和元年５月１５日（水）１８：３０～２０：１０ 

場所：高知県産学官民連携センター ココプラ 

○司会：次世代創造センター ○○ 

・高知県産学官民連携センターは、高知県立大学、高知工科大学、高知大学、高知学園短期大学、

高知工業高等専門学校、高知県が連携して産学官連携につながる取組を行っている。 

・本日の集まりは大学のシーズ・研究内容を企業の方に説明し連携につながることを目的に実施。 

 

○講師：高知大学 地域協働学部／防災推進センター危機管理分野 藤岡正樹 

○プロフィール チラシ参照 

・２００１年４月 東京工科大学メディア学部 非常勤講師 

・２００５年４月 慶応義塾大学ＳＦＣ研究所 上席研究員 

・２００７年５月 株式会社イオタ 代表取締役 

・２００７年７月 東京工業大学 研究員 

・２００８年４月 日本体育大学 非常勤講師 科目名「情報機器の操作

（情報処理）」 

・２０１４年５月 ユナイテッドグロース株式会社 代表取締役 

・２０１５年４月より現職 

 

○地域協働学部 

・地域の課題を解決する。「教育」と「研究」の分野が分かれている。教育の分野は地域に入って

活動を、研究分野では防災関係を取り組んできた。これら二つのことをやっているセンター。 

・違った視点からＢＣＰの本質について説明したい。 

 

○ＢＣＰ、防災対策について 

・大手はやっているが中小企業では・・・ 

・お金だけでなく人的コストもかかる。単なるコスト部門として処理をしていると、いつ来るか

わからない災害にコストだけが出ていく。 → 見方を変えて、防災活動に価値があるのでは 

 

○私は 

・避難シミュレーション：集客施設で人がどう避難するか、混乱が起きはしないかを研究してき

た。 

・防災講習・訓練の実施：防災の会社を何社か興している。人の行動を計算しているだけではな

く、「実学」として世に活かそうと会社をいくつか興した。 → 防災講習、訓練を実施 

 

○防災推進センター危機管理分野 

・防災教育活動 

・ワークショップ形式の研修実施 

   ↓ 

 防災意識の向上 
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○高知県民の防災意識 

・ヤフーが昨年８、９月に調査 高知県が防災意識全国第一位に。一昨年は２位。 

 

○防災訓練 

・消火訓練、避難訓練、炊き出し訓練、防災教育、見学会など 

・地域で防災訓練をやっても ・・・ 

   ↓ 

 おもしろくない、マンネリ化、参加者減少、お年寄りばかり、形式的な訓練が役に立つのか？ 

   ↓ 

 防災意識、訓練、防災組織存続の危機 

 

○防災意識が高まらない理由 まっいいか！の罠 

・明日南海地震が来ると思っていたら、今、みなさんはこのセミナーには来ていない。 

 明日来るとは思わない → まぁいいかぁ！ 楽観・あきらめ 

 津波は来ない場所だ → まぇいいかぁ！ 他人事 

 お金も暇もないし → まぁいいかぁ！ 自分事 

 

○もう一つ 

・絶望感 → 手の打ちようがないので、防災は考えたくない 

 高齢の方は、そのような考え方が・・・ 

 

○防災の視点では 

・安心 ＜ 安全 でよい → 一人でも多くの人に助かってもらいたい 

・災害の危機を知ると、安心から不安へ 

・何らかの防災対策の計画が示され、実施され、自助の実施、共助の実施などで、不安度が少な

くなっていく。 

 

○防災教育の基本的なロジック 

１）危機を認識させる → 不安にさせる 

２）対策を示す →希望を持たせる 

３）対策をさせる（する） → 安全にさせて（して） 

                 ↓ 

               不安が和らぐ 

 

○○○の比率 

・１：４３０ これは国民に対する警察官の比率 

・比率を防災意識で考えてみる 

 防災意識が高い人 低い人 

        １：３０  

        １：５  

        １：１  

       ３０：１  
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・どの程度の防災意識を持ってもらいたいのか？ 

・なぜ意識向上をしなければいけないのか？ 

 

○なぜ防災意識を向上しなければいけないのか 

・防災意識が向上すると 

 守られる人から守れる人が増える 

 何かをするとき、防災倉庫を購入したいなど → 実現しやすい 

 

○防災意識のギャップあるある 

・年輩の職人が指示に従わない：もう俺はいい ← あなたを助けるための人材が必要になると

説明 

・若者が防災組織に参加しない：高齢の方が多く、若い者は入りにくい 

・社長が消極的である：備蓄なんて行政がやるべき 

・社長だけが積極的である：給料も危ういときに防災品を買ってこられても・・・ 

・男女のギャップ 

・職種によるギャップ 

・組織体系によるギャップ 

・時間によるギャップ 災害が起きた後は思いがあるが、次第に薄れていく 

 

○自分へのメリットだけで防災意識が改革できるのか？ 

・他社へのメリット 人に迷惑をかけたくない 

・家族へのメリット 家族を守りたい 

・社会へのメリット 社会を守りたい 

 

○防災 災害を防ぐ 

・自然災害：洪水、斜面崩壊、土石流、雪崩、ひょう、竜巻、高潮、長雨、干ばつ、冷夏、強風、

山火事、地震、津波、液状化、地震火災、火山噴火、火砕流、隕石、伝染病・・・ 

・対策：河川堤防、防波堤、ダム、警報、地震速報、耐震補強、家具固定、防災教育、防災訓練、

備蓄、救急救命、地震保険、防災グッズ、・・・ 

      ↓ 

  これらは、災害が起きなければ必要がないもの 

 

○なぜ企業防災が進まないのか 

・忙しい 

・お金がかかる 

・後回しにしておいた方が楽 → 具体的に何をやればいいのかわからない 

   ↓ 

 とりあえず何かやってきたが、（必然性＝緊急性がないので）進まない 

 

○企業防災とは 

・まずは、生命の安全確保 従業員の生命の確保 

・二次災害の防止 
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・地域貢献、地域との共生 

・事業の継続 

   ↓ 

 生命の安全確保を前提とした、事業の継続を目指すのがＢＣＰ 

 

○企業・団体の災害対策の例 

・ＮＰＯ法人（福祉サービス事業）：サービスのうち災害後、何を残して何をやめるかを決めてい

る 

・診療所（歯科）：あまり進んでいない。物が落ちてこないようにしているが、診療継続は困難と

思う。歯科医師会の指示に従って派遣される。 

・民間企業（飲食業）：お客の安全を優先。業務を継続できるかの切りわけを現場判断できるよう

にした。 

・民間企業（建設業）：ＢＣＰを確立している。業務の滞りを最小限にできるよう計画。業務を継

続できるようマニュアルづくりをしている。 

 

○熊本地震における企業の対応の事例 

・前震でラインを止めた（富士フイルム九州） 

・情報共有が機能（イオン） 

・社員・家族に会社を開放（再春館製薬所） 

・社員に出口を示す、いつまでに会社を再開するかを宣言（新産住拓） 

 

○戦略的ＢＣＰの位置づけ 

・企業価値・収益の増大を狙った攻めの防災対策 

・河北新報社の例 

 新聞製作システムのサーバ被災 → 協定を結んでいた新聞会社に原稿の仕上げを依頼 

 免震構造で被害をのがれた印刷機で印刷 

 ネットワークの切断も、バックアップとして導入していた回線が機能 

   ↓ 

 地震の翌日、１２日の夕刊から新聞発行を行うことができた 

 

○訓練 

・計画には未整理の部分が存在する 

 判断は全て部長がする → 判断できない、時間が足りない 

 部長の代理は？ 部長はいつ休めるのか？ 

・グループにイベントを提示し判断 

 

○戦略的ＢＣＰとは？ 

１）単なるコスト部門として捉えない 

２）防災対策には両極端の議論を戦わせる 

３）ゆるやかな協定を結ぶ 

４）ステイクホルダーにわかりやすく伝える 
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＜ではグループディスカッション＞ 

・頭を柔らかくして、自分の意見を１分でまとめて、グループで共有、発表の流れで。 

 

①コスト部門として捉えない 

会社で参集訓練を行うこととした。何かメリット、利益につながるやり方は？ 

・会社の作業着を来て参集訓練をしながらゴミ拾いをし、企業のイメージアップ、ＰＲ。 

・建設業など、道路やガードレース、家の要補修箇所を確認しながら参集訓練、営業活動につな

げる。 

・歩けるかどうかを確認し、健康増進につなげる。 

・歩いて参集することで、近道の発見につながるのでは。 

・社長と一緒に徒歩参集しながら、悩み相談をする。 

 

②防災対策には両極端の議論を戦わせる 

災害対応型自動販売機を会社のロビーに導入することになった。災害対応型自動販売機とは、災

害時停電が起きても無料で飲み物が提供される自動販売機。 

◇賛成 

・災害時に飲み物を手に入れられる。 

・コーンポタージュなどを入れておくと、非常食にもなる。 

・業者が商品管理をしてくれ、賞味期限切れの心配がない。 

・地域の方にも使ってもらうと、地域貢献になる。 

◇反対 

・一般の人に会社ロビーをオープンにすると、会社の治安が維持できるか。 

・電気代が必要になる。ロビーが狭くなる。 

・津波が来る会社ロビーに置いてもしようが無い。 

・数に限りがあるので、どう分けるかイザコザが起きる。 

・これがあると安心し、自分で備え（備蓄し）なくなるのではないか。 

 

③ゆるやかな協定を結ぶ 

Ａ社には空いている土地（高台）がある。Ｂ社はそこを借りて自社の防災用具を置きたい。 

・ハードルを低くして、頭をやわらかくしてＷｉｎＷｉｎな関係に。 → Ａ社にもＢ社にもメ

リットがあるように 

・ポイント：協定の強弱を考える 

 

・信用ベースでやわらかい協定を数多く結ぶ。 

・防災用具倉庫にＡ社の物も置かしてもらう。 

・災害時には可能な範囲でＢ社の防災用具をＡ社も使わせてもらう。 

・合同で訓練をすることを協定する。 

 

④ステイクホルダーにわかりやすく伝える 

資材調達先の冗長化のために津波浸水区域以外に新たな仕入先を定める 

・ポイント：これまでの取引先との関係 
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・時間切れのため議論できず 

 

○その他戦略的ＢＣＰを考える上でのポイント 

１）品位のある見える化 見える化 or 見せるか？ 

２）安心を評価軸に加える 何でも安心につながるマジックを行使 ← 最終的に安心につなが

ること 

３）トップダウンとボトムアップのバランス 社長のリーダーシップ？ ← バランスを考えて 

４）地域貢献・地域との共生 地域の主体性の尊重 ← 内閣府の図にもある 

 

○戦略的ＢＣＰがもたらす企業価値とは 

１）従業員が安心して就労できることの価値 

２）企業がその地域にとって持続的であることの価値 

３）企業理念を実現するために必要不可欠な価値 

 

－以上－ 

 


