
H30

備　蓄推進企業の
取組紹介

H30

業　　　　種／建設業
主な事業内容／土壌汚染対策に関する調査、土壌汚染対策工事の設計・施工及び管理
従 業 員 数／66人
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17,282人
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H30

H30

備　蓄推進企業の
取組紹介

業　　　　種／サービス業
主な事業内容／グループ会社の専門業務
従 業 員 数／126人

R3

株式会社キャプティ
業　　　　種／建設業
主な事業内容／総合設備業（ガス・環境設備に関する事業）
従 業 員 数／1,255人

拠点別に3日分の備蓄品を確保
災害に加えパンデミック対策も考慮

R3

　15拠点に在籍する社員+10%の備蓄品を確保している。さらに新型
コロナ対策として消毒液やマスクなど衛生用品を備蓄品に加えている。
　各拠点の人員は異動が発生するため随時備蓄品の過不足を確認し調
整している。また収納スペースが限られているため災害時に必要な順に
引き出せるよう工夫している。

　年1回の訓練、事前にシ
ナリオを用意しないブライ
ンド型を実施している。
2021年は7月14日（水）
午前9時から実施した。
　安否確認システムは年
1回のメール一斉配信で、
本人と家族、建屋の損傷、
出社の可否等を返信。管理
者が把握しフォローする体
制を整えている。

東日本大震災の教訓を踏まえ水と主食3日分の備蓄品を確保

防災訓練に合わせて
安否確認を実施

株式会社シード
業　　　　種／製造業
主な事業内容／コンタクトレンズの製造・販売
従 業 員 数／988人（連結）2021年3月31日現在

営業車に災害用品一式を配備し、車内での滞在に備える
　さまざまな災害のケースを想
定して備蓄品の配備を進めてい
る。例えばここ数年、豪雪による道
路封鎖や台風による道路寸断な
ど車に閉じ込められる惨事が多発

していることから、営業車向けの
非常用セットを用意した。全国をカ
バーしている50数台の全営業車
向けのセットで、水・食料、ライト、
簡易トイレなどが入っている。
　また、本社は女性社員の方が多
いことから、女性向けの備蓄品も充
実させている。女性従業員にヒアリ

ングし、水なしで使えるシャンプー
や使い捨て下着やカイロなど、社
内での滞在用に3日分を備えた。
　さらに、事業継続用の蓄電池に
加え、社員のスマホ用の電源も配
備した。スマホ20台を一度に充電
でき、停電が長引いても外部との
コミュニケーションを維持できる。車載セット 女性用アメニティ

蓄電池・充電器
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R2

備　蓄推進企業の
取組紹介

株式会社大気社
業　　　　種／建設業
主な事業内容／空気調和設備他の諸設備・装置の設計・施工・監理および関連機器の製造・加工・販売・輸出入
従 業 員 数／1,544人

生活物資・救急機材等5種、全37品目を配備
　3.11東日本大震災の経験から、一斉
帰宅抑制と帰宅困難者のため、食料の
他に必要な物資を社内で検討し備蓄品
を決定した。種別としては、食料品、脱
出・救助資材、情報伝達ツール、滞在宿
泊資材、医療品の5種、全37品目、1年
に1回点検し適宜更新している。
　年1回、全社員を対象に安否確認訓
練や無線訓練等を実施。新入社員や中
途入社社員へは入社時教育の一環とし
て安否確認システムの操作訓練を個別
に実施している。
　また、イントラに災害時の行動指針や
対応フローを掲示している。

防災訓練の様子

業　　　　種／製造業
主な事業内容／分析機器・環境計測器の製造、販売
従 業 員 数／382人（2021年9月末時点）

株式会社テツゲン
R3

業　　　　種／製造業
主な事業内容／鉄鋼原料製造業
従 業 員 数／1,337人

３日分の備蓄品をパックにして社員に配布

一次避難場所と二次避難場所

　従来は社員全員の分を倉庫に備
蓄していたが、個人それぞれに1
パックにして、配布している。3日分
の水・食料等が入っている。

　本社ビルの状況に応じて、一次避難場
所2パターンと二次避難場所を設けてい
る。一次避難は地下駐車場またはバック
ヤード、二次避難場所は屋外の駐車場と
している。

アナウンスで
避難開始

一次避難場所
地下駐車場
または

バックヤード

二次避難場所
屋外の駐車場

プラスチックの箱に入れて個人に配布。
各自デスクの下などに保管している

避難訓練は年2回。1回は集合形式で避
難訓練。もう1回はDVDでの講習会
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備　蓄推進企業の
取組紹介

R3

東急建設株式会社
業　　　　種／建設業
主な事業内容／総合建設業
従 業 員 数／2,617人

災害時要配慮者の備蓄と感染症対策用品の充実
　社員全員+来客用として、3日分の飲食料、電源（ディーゼル発電機・空気発
電機・リチウムイオン蓄電池）などの備蓄を確保している。
　また、要配慮者向けにはマットではなく、簡易ベッドを用意している。マスク・
消毒液等の感染症対策用品、PCR検査キット・抗原検査キットも追加した。

　自社ビルには地震の際に
建物構造の健全性を計測し
判定データを自動送信する
モニタリングシステムを完

構造見守りサービス
４D-Doctor

備蓄倉庫

備している。災害対策ソリューション「構造見守りサービス ４D-Doctor」という名称でお客
様にも提供している。

一般社団法人徳洲会
業　　　　種／卸売業・小売業
主な事業内容／医療機器・材料の卸売等
従 業 員 数／1,300人

緊急時の移動に備えすべての備蓄品を
地下倉庫からオフィスフロアに移動
　4年前に現在のビルに移転する際に、
ビル管理会社の指示に従って備蓄品を
再整備した。当初は配備場所を地下倉
庫としていたが、緊急性に欠けるため、
14階のオフィスフロアにすべて移動し
て災害時に備えている。
　訓練もビル管理会社が開催する定期
的な行事に参加している。
　また、出張や外出している社員が多い
ため、災害発生時に機動的に安否確認
できるツールを導入しており、年に１度、
一斉送信と返信の訓練を実施している。

R3

緊急時用簡易トイレ 備蓄品庫
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備　蓄推進企業の
取組紹介

R3

R3

日本アルコン株式会社
業　　　　種／医療・福祉
主な事業内容／医療品・医療機械の輸入販売
従 業 員 数／630人

最大１週間のオフィス滞在を可能にする水・食料等を備蓄
　全社員向けに3日分、朝はパンと野菜ジュース、昼はパスタ、おやつは
羊羹とビスコ、夜はご飯と野菜スープという、バラエティに富む食事を
準備。遠方の社員は滞在が長引くと予想されることから、さらに4日分
のサバイバルフーズ（25年の保存期間）で最大１週間過ごせるようにし
ている。
　感染症対策として季節に関係なく、マスクの着用を義務付けている。
会議室は負傷者や病人用の簡易病室として使用する計画だ。

　家族と切り離されてオフィスに
滞在する社員のために、少しでも
快適に過ごせるよう気を配った。
被災時は食物繊維不足で便秘に
なりがちになるため、野菜ジュー
ス・野菜スープ・おなかで目覚め
る乳酸菌が配合されたビスコを
意識的に取り入れている。睡眠不
足で、体力・抵抗力を削がないよ
う、エアマットとサバイバルシート
も用意した。社員の心が折れない
よう、きめ細かな準備に努めたい
と考えている。

細かな気配りで
快適な滞在

サバイバルフーズ

サバイバルシート

病人用の
電気毛布

株式会社パイロットコーポレーション
業　　　　種／製造業
主な事業内容／筆記具等ステイショナリーの製造・販売
従 業 員 数／1,337人

フロア移動が少ないよう分散して備蓄
　災害時に社内に滞在できるよう、3日分の水・食料等の防災備蓄品
を準備している。最初は、B1倉庫にすべてストックしていたが、災害時
に階段で運ぶことを考慮して、6Fと3Fに分散配備している。
　非常食として味気ないものばかりではなく、美味しいものを組み込
むなどの工夫をしている。

　訓練はポスターで告知。各フロア
で隊長を選任して訓練し、災害時に
備えレベルアップを図っている。

備蓄倉庫

訓練時の集合風景 告知ポスターを社内に
貼って呼びかけている

訓練のポスターと
記録写真

従 業 員 数／3,142人（2020年9月30日現在）
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備　蓄推進企業の
取組紹介

R2

R3

三井物産フォーサイト株式会社
業　　　　種／サービス業
主な事業内容／各種施設管理・清掃
従 業 員 数／200人

６日分の生活物資・緊急機材・災害用自家発電装置を配備
　全国の事業所それぞれに6日分の水・食料を保管し
ている。スマートフォン等の充電器と停電対策のため発
電機（48時間対応2台）も配備。対策本部用としては大
型バッテリーも用意しており、災害時に備えている。ま
た、リヤカー、投光器、被災者を運ぶストレッチャーも備
蓄。感染症対策としてマスクや消毒薬も揃えた。

　非常時用の連絡手段として衛星電話を採用しており、安
否確認システムも含め使い方を訓練している。
　いくら非常時に備えても、使えなければ意味がない。毎
日使うものでもないから、忘れやすい。とりわけ、当社は
パート社員が多いことから、訓練を重要視している。

訓練の重要性

備蓄している６日分の食料品

従 業 員 数／425人（2020年3月期：連結） 従 業 員 数／70人
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H30

備　蓄推進企業の
取組紹介

H30

業　　　　種／情報通信業
主な事業内容／ICTシステムに関するコンサル・設計構築・保守・アウトソーシングサービス等
従 業 員 数／4,996人

訓　練推進企業の
取組紹介

旭化成ホームズ株式会社
R3

業　　　　種／建設業
主な事業内容／新築請負
従 業 員 数／7,418人

大規模災害に備え、災害訓練を実施
　「住まい」に係わる会社として、お客様の住まいの復旧に貢献する事が会社
の使命であると考えている。速やかに事業を再開し、使命を全うできるよう
日々災害対策に取り組み、継続的に訓練を実施している。2021年に実施し
た際は、夜間に首都直下型地震が発生したというシナリオで訓練を行い、社
員が出社出来ない状況で、「いかにスムーズに情報を共有するか」「刻一刻と
変わる被害状況へどのように対応するか」などの課題に取り組んだ。今後も
訓練で洗い出された課題に取り組み、継続的に災害対応力を磨いていく。

　行動指針カードを社員に持
たせ、発災時の初動対応など
に役立てている。

シナリオで想定した地震情報

行動指針カードを整備
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訓　練推進企業の
取組紹介

R1

R1

科研製薬株式会社
業　　　　種／製造業
主な事業内容／医療用医薬品の製造販売
従 業 員 数／駒込本社320人（全社1,164人）

多くの従業員がAEDを使用できる
●30%以上の社員が救命技能認定証を取得
駒込本社では、普通救命講習を定期的に実施

しており、有効期限内にある修了者の割合が総
数の30%以上であることから、消防庁より「救
命講習受講優良証」の交付を受けている。学校
やホテルなどの公共施設やサービス業以外で優
良証を交付されているのは珍しいことである。
●防災計画からBCP（事業継続計画）へ
本社のある文京グリーンコートの敷地地下に

は6万リットルの重油が備蓄されており、非常時
には自家用発電機によって必要な個所に電気を
供給することができるようになっている。これを
活用した防災計画やBCP（事業継続計画）の整
備を進めている。

AED訓練 文京グリーンコート総合自衛消防訓練

3日間滞在できる物資を地下と20
階に分散して保管している

敷地内に埋められている大型重油
タンク

株式会社ジェイシティー（ホテルカデンツァ東京）
業 種／宿泊業・飲食サービス業
主な事業内容／ホテル業・ビル管理業
従 業 員 数／195人

R3

小川香料株式会社
業　　　　種／製造業
主な事業内容／香料の開発・販売・製造
従 業 員 数／643人

Microsoft Teamsを活用して、複数の災害に備える
　全国の拠点と機能別にそれぞれ数人の危
機対策メンバーを割り当てている。災害が発
生した場合は、Microsoft Teamsを利用す
ることで、拠点メンバーはもちろん、本社の社
長も含めて役員とも情報を共有できる仕組み
になっている。リアルタイムに現地の情報を収
集し、本社から適切な指示を送ることができ
る。国内では毎年のように地震や風水害が発
生していることからMicrosoft Teamsは有
効な災害対策ツールとして機能している。
　全社員向けには安否確認システムを導入
し、災害時は該当する地域の社員に安否確認
のメールが自動送信される。安否確認システ
ムは年に1回の訓練を実施している。

各自、机の下にヘル
メットを常備、毎年の
避難訓練時に全員着
用しています

コロナ関連等備蓄

食糧備蓄
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R1

R3

東京不動産管理株式会社
業　　　　種／サービス業
主な事業内容／建物総合管理業
従 業 員 数／938人

災害備蓄品（水・食料）5日分、水害訓練も実施
　本社が水害危険エリア内であること
から、水害対策備品（ボート・防水つな
ぎ等）を用意し、災害訓練に組み立て等
を加えている。会社での備蓄品のほか、
個人の備蓄箱には着替えや防寒着を
各自用意している。通信手段としては災
害時に強く動画送信も行えるIP無線機
を導入した。Eメールを活用した安否確
認システムを導入し、回答率100％を
目指し定期的な訓練を実施している。

東京都からは3日分の備蓄を推奨されているが、当社では5日を備蓄しメニュー化。
お湯が使える場合と使えない場合に備えている

災害訓練ではボー
トを組み立てシ
ミュレーションして
いる。

R1
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訓　練推進企業の
取組紹介

R3R3

H30

東日本電気エンジニアリング株式会社
業　　　　種／建設業
主な事業内容／JR関係電気設備の工事・メンテナンス
従 業 員 数／1,738人

定期的な安否確認訓練や衛星電話による通話訓練

●災害用に衛星電話を採用
　本店及び各支店・支社において、毎月安否確認メールを送って、本人
や家族の安否や家屋の状況などを返信するよう呼びかけている。
　3.11東日本大震災では通常の電話がつながりづらかったことから、
衛星電話を採用し、拠点間の災害担当者による通話訓練を行っている。

●7日分の非常用食料を配備
　食料や水等の非常用食料は7日間分を配備。その他、懐中電灯やカ
セット式のガスコンロ、手回しで発電できる非常用ラジオ、アルミのサ
バイバルシートを完備している。
　従業員にはリュック（防災キット）を貸与し、食料、ライト、水、タオル、
アルミシート等で一時避難できるようにしている。

食料品

保存水

防災マニュアルを独
自に作成して、全社
員が参照できるよう
にポータルサイトに
置いている

H30

業　　　　種／製造業
主な事業内容／電設資材の製造販売
従 業 員 数／1,428人

日本電設工業株式会社
業　　　　種／建設業
主な事業内容／電気設備工事
従 業 員 数／2,440人

Web会議ツールを使ってリアルタイムに
現場情報を収集・共有
　年に1回定期的に災害対策訓練を実施している。以前は集
合しての訓練だったが、ここ2年間はコロナ禍により、Zoom
を利用したリモート訓練に切り替えた。Web会議ツールを使
用する効果としては、リアルタイムに現場からの報告が上がっ
てくるようになった。経営層が情報を共有し、スピーディに判
断できるようになった。

オリジナル学習システムで周知
　東京都のガイドラインに従った教育コンテンツ
「大規模災害による帰宅困難者対策について」を
作成。基本的な行動指針や勤務時間内と時間外
で取るべき行動の違いなどを盛り込んでいる。

Web会議ツールを使用した訓練風景

大規模災害による帰宅困難者対策について
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R3

R1

ベース株式会社
業　　　　種／情報通信業
主な事業内容／コンピュータソフトウェアの開発及び関連業務
従 業 員 数／750人

常駐先の社員の安否を最優先で確認
複数経路を登録し定期的に更新
　「社員を大事に」これが当社の
ポリシーであり、事業継続計画
（BCP）でも社員の安否確認を最
優先にしている。
　当社は社員の半分近くが外国
籍という特徴がある。また、受託開
発中心としたソフトウェアサービ
ス事業であることから、社員の8
割が顧客先で作業をしている。こ
のため、災害時に備えて社員との
連絡を確実にできるよう、複数経
路を登録し定期的に更新してい
る。連絡先に外国の実家を登録し

ている社員も多い。
　社員一人ひとりが会社のイメー
ジ（ブランド）を作り上げていくと
の考えから、ブランドマネージャを
任命し、平素から社員のケアに当
たらせるとともに社員とのコミュ
ニケーションを図っている。

非常用飲料水

非常用食料

非常用トイレ

R1

年２回実施。例えば、状況は「A（=地震）」、
行動は「2（=避難）」とアナウンスが入り、
学生たちも状況をすぐに理解できるよう
になった

富士石油株式会社
業　　　　種／製造業
主な事業内容／石油精製業
従 業 員 数／508人

Zoomを活用したBCP（事業継続計画）訓練
　石油製品の安定供給がミッションで
あることから、BCP基本計画を大幅に
見直し、2020年4月1日より「BCP基
本計画書」および「BCP行動計画」を策
定した。その内容にしたがって、Web会
議システムZoomを活用したBCP訓練
を実施している。従来は対策本部に参
集して実施していたが、災害は夜間や
休日に発生することもあり、さらにパン
デミックも予想されることからZoomに
切り替え、リモートでの訓練となった。首
都直下型地震を想定しており、被害を
受けた施設の48時間以内の早期復旧
と安定供給を目標にしている。

３日間食べても飽きない食糧を備蓄
アルファ米、白飯、五目ごはん、チキンライス、わかめごはん、ヒートレスカレー、野菜
ジュース、パン（メープル・ブルーベリー・チョコレート）等
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業　　　　種／製造業
主な事業内容／バイオ分野の研究支援機器の製造販売
従 業 員 数／47人

H30

R1

周　知推進企業の
取組紹介

R1

R1
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周　知推進企業の
取組紹介

応用地質株式会社
業　　　　種／建設コンサルタント業
主な事業内容／都市インフラ構築や自然災害に対する防災施策、環境保全、再生可能エネルギー推進等に関わる各種調査・コンサルティング事業および計測機器事業
従 業 員 数／1,141人

BCPマニュアルの見直し・改訂を定期的に実施

●災害対策本部設置訓練・衛星
電話通話訓練は年1回以上。
●安否確認訓練は年2回以上。
安否確認訓練時に回答が遅
かった社員は理由を確認し、
フォローを提供。

定期的な防災訓練

　全社員を対象に「緊急時事業継続マニュアル」を作成。2019年に社
内体制が支社制から事業部制へと変更されたことから、マニュアルも
大幅に改訂した。
　「緊急時業務継続マニュアル　新型コロナ感染症
対策編」も作成し、新たな事実の発見と事態の変更
につれて、見直しも適宜進めている。

緊急時事業継続マニュアル
3日分の水・食料を備蓄。その他、毛布、マッ
ト、簡易トイレ、歯ブラシも常備している

R3

R2

R3

R1

住友商事株式会社
業　　　　種／卸売業・小売業
主な事業内容／各種貿易、事業投資など
従 業 員 数／5,390人

マニュアル・eラーニングによる
充実したOFF-JT
　企業規模が大きく東京本社だけでも3500人 に
及ぶ社員が勤務している。これら全員に周知徹底する
ため、定期的な訓練によるOJTに加えてマニュアルお
よびeラーニングによるOFF-JTにも注力している。
　災害対策マニュアルは、社内で勤務している時に災
害が発生した場合と自宅など社外で発生した場合の
2冊を用意した。
　eラーニングは本社勤務の全員が受講必須として、
災害発生時のリスクと対応事項、社内の備蓄などにつ
いて説明している。4日間は社内に滞在できるよう会
社側で十分な量の水や食料などを備蓄。発災初日に
必要となる分については1人分ずつリュックサックに
まとめ、役職員のデスク下のフックにかけている。

eラーニングのコ
ンテンツ「大規模
自然災害発生時
の対応について」
2021年4月作成
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周　知推進企業の
取組紹介

R1

R3

R2

R1

株式会社セレスポ
業　　　　種／サービス業
主な事業内容／イベント、プロモーション、スポーツ大会、式典、レクリエーションの企画、制作、会場設営、運営および進行
従 業 員 数／426人

「むやみに移動を開始しない」ことを周知
　震災により交通機関が停止し、復旧の見通しがたたない場合は、帰宅
困難者による混乱を防止するため、「むやみに移動を開始しない」ことを
周知している。また、公共交通機関の運航状況や余震等の発生危険に関
する情報の把握に努め、グループごとの時差退社を計画的に実施する。

第１優先：家庭内事情がある者、
勤務地直近（おおむ
ね 10km 以内）に居
住しており徒歩帰宅
が可能な者

第２優先：勤務地からおおむね
20km 以内の居住者
で、帰宅ルートの安
全性が確認できた者

第３優先：勤務地からおおむね
20km 以上の居住者
で、帰宅ルートの安
全性が確認できた者

火災報知器のメインパネル等の確認を訓練で実施している

帰宅対象者優先順位
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R3

周　知推進企業の
取組紹介

株式会社DINOS CORPORATION
業　　　　種／小売業
主な事業内容／通信販売
従 業 員 数／760人

災害時対応ハンドブックをスマホから閲覧
　名刺サイズの「災害時対応ハンドブック」を作成し携帯を促し
ていたが、携帯率をより高めるためスマホにダウンロードして閲
覧できるデータ形式に変更した。有事の際に何をすべきか、備蓄
品がどこにあるかなどをスマホから確認できるようにしている。

災害時対応ハンドブック（表面）

　フロアが多層階に渡る
ため、備蓄品は分散配置。
スマートフォン等の充電用
モバイルバッテリーは複数
人が同時に充電できるリチ
ウムイオン電池タイプを採
用。

業　　　　種／運輸業
主な事業内容／鉄道、軌道および索道による一般運輸事業
従 業 員 数／3,531人

R2

R2

104 105



R1
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周　知推進企業の
取組紹介

H30

従 業 員 数／9,550人（グループ連結従業員数、2021年3月末時点）
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R3

R3

周　知推進企業の
取組紹介

R1

株式会社マルハニチロ物流
業　　　　種／物流業
主な事業内容／冷蔵倉庫の運営
従 業 員 数／500人

クイズ形式のeラーニングで従業員を教育
　従業員は毎日忙しく働いてお
り、勉強する時間が限られてい
る。確実な理解を促すため、クイ
ズ形式のeラーニングコンテン
ツをオリジナルで作成している。
解答結果をデータ化して、社員
の理解度を分析、翌年の問題作
成に生かしている。
　年4回の社内報でも過去の災
害の記録を掲載して啓発した
り、安否確認システムの操作方
法などを紹介したりしている。

eラーニングの画面

従業員向けの3日分の食料品と防
災用品を備蓄

簡易トイレ3日分、
感染対策用品も備蓄

株式会社みずほフィナンシャルグループ
業　　　　種／金融業・保険業
主な事業内容／銀行持株会社としてのグループ会社経営管理
従 業 員 数／1,949人

グループ一体で周知、訓練、備蓄に対応
　事務手続書（防災）の「帰宅困難者等に係る対応」
として、「むやみに移動せずに拠点内で待機する」と
定めている。また、建屋の法定点検や定期的な安否

　乾パン・アルファ米を1人9缶・
個（3日分）、缶詰類を1人9缶（3
日分）、水を1人9リットル（3日分）
を備蓄。さらに店舗にはお客さま
もいるとの想定で、ヘルメット等
も含めて10％の量を余分に備蓄
している。

お客さま分も含めて非常用食料を各拠点に備蓄

賞味期限、すぐに食べることができるか
を意識して非常用食料を選定

確認訓練の他、年1回「防火・防災管理チェックリス
ト」に基づき、安全性の確認、および防災の意識付
けを行っている。

期限に余裕をもった備蓄品の更新や
フードバンク等へ寄付することでのフー
ドロス削減に努めている
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滞在・外出対応推進企業の
取組紹介

業　　　　種／運輸業・郵便業
主な事業内容／物流全般に関わるグループ会社の持ち株会社としての管理・支援業務
従 業 員 数／276人（グループ従業員23,270人）

業　　　　種／建設業
主な事業内容／舗装工事業
従 業 員 数／151人

試食会の様子

28

H30

H30

H30

R1
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滞在・外出対応推進企業の
取組紹介

業　　　　種／建設業
主な事業内容／建設工事全般の請負
従 業 員 数／681人（飯田橋本店）

H30

R1

H30

H30
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