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◎生出

事

の策定と 用を経営目

で

を
以

コロナ ショック に 克つ

のこと。

の策定を意識

し始めたのは２

を るってい

生出社 が
当時、世界 で

の影響で

く取引の 止へと発 する可能性

事態でも事業

できる態 を としてでも

もあったため、
を

構 する必要があると思うように

取引先からの要 を受けた生出

なりました」
）そ う だ

え るこ との 必 要 性
感した 」
（生出 社

事 態に

た 新 型 イ ン フ ルエン
「
を

社 は早速、東 都が実 してい

策定支援事業に応 。

事態に えうる

ＰＤＣＡサイクルを意識

会社づくりに着手した。

を策定し、

受けながら同社オリジナルの

やコンサルタントのサ ートを

る

し

が、比較的 期間で流行が

策定に

を策定する
らなかった。

たこともあり、
までには

そんな生出社 が

のこと。取引先からのある

本 を入れるようになったのはそ
の

要 がきっかけだった。

を作ってみたものの、内

会社の営業
当者から 災害時でも安定して供

容の棚 しができておらず、いざ

「 意先である

できる体 を えておいてほし

の内容をマニュアルや

ている企業は多い。その 、同社

というときの実効性に不安を抱え
会社の人 透析

い という強い要 を受けました。
当社ではその

では

チ ックリストなどに細かく と

を生 しており、出
が ってしまうと 者さんの生

し込むとともに、多種多 な訓

液用

に 大な影響を及ぼすだけでな
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アクシデントから会社を守る
ケーススタディ

を策定することは

ＢＣＰの策定・運用は〝 強い〟会社づくりの第一歩
「
発につ

態への えはもちろん、企業の
力向上や 業員の人
ながり、ひいては経営力の強化を
では
するための必要条件とし

もたらす有意義な活動です。当社
を

都

訓練・演習は従業員を中心に行われる
ミーティングを通してBCP の実効性を検証

て位置づけ、有事の際にも事業を
できる体 づくりに 社一
会社生

となって取り組んでいます」
そう力強く るのは

む東

キロメートル、狭

出の生出治社 。東 都心から
へ
東に

の設

リエチレンを用

を 意としており、
である

大手メーカー各社からも い信頼

その品質の高さに主要

いた緩衝

特に高機能発

・加 業を営んでいる同社は、

上にわたり緩衝 や

60

40

が せられている。

『戦略経営者』2020年5月号（発行所 株式会社ＴＫＣ）

●

を して実効性を繰り返し
ている。
「当社では 間の訓

し
をあら

かじめスケジューリン し、
業員に示 しています。訓 も
行動や消 活動といった 災訓
だけでなく、システム 害発生
など、いかなる

時でもスムーズに受発注業務を行
うための
事態が発生しても冷静に対応する
ためにさまざまな訓 を実 して
います。訓 前には必ず
を作 し、訓 の目的を
。訓

員で共有するとともに、訓 後に
はフィードバック会議を
を して浮か 上がった 題や
問題 とその解決策を 実 報
しています。

にまとめ、マニュアルやチ
ックリストに
の実効性を維持するため、訓
の作 、訓 の実 、フィ
ードバック、マニュアル類のメン
テナンスという一 のサイクルを
には

事態に

意識して取り組んでいます」
同社の

機能する「組織」と「人」をつくる
を 野に入れた業務

理対策本部」

理対策

と災害時の初動対応や
う「危機

対応を
に

チーム」

という 設組織がこれらの

導や安否 認等

チームは、災

向けて活動している。
「危機 理対策
害発生時の

チーム と、
対応

するためのリ
する

を行う 初動対応
を

災害から早期
ース

チーム の２チームから構 さ
れていて、危機 理対策本部は

を

いた 方 が

できる。生出社 は「１社よりも

複数社で協力体

事態を乗り越えるうえで心強

い」と る。

策や感染者発生

さらに、同社では新型コロナウ

イルスの感染

上 という比較的

時の対応について示した対策 イ
ドラインを

を

早い段階で策定。感染状況や政策

の動向を注 しながら

行っているが、これも 日 から

ームメンバーは部門 断的に

ことである。

て取り組んできたからこそ せる

事態への 速な対応を意識し
しており、定期的にミーティン

「

体を統 する立場にあります。チ

を いて危機発生時の対応につい

者としての会社の方 を明 に示

ュアップする

が求められます。

を傾けて、 社をあげてブラッシ

すとともに、 業員の意見にも

が会社に根づくには経営
て ち合わせています」

コロナショックも柔軟に対応
新型コロナウイルスの流行は企

を生み出さない活動
を問わずさまざまな業界

と誤解されがちですが、

は
業

有の影響をおよぼしている。

を
に

はもちろん対 的な信

に

します。経営

用力の向上につながり、結果とし

の安

しっかりと作 することは 業員
協
、図面デー

社と相

同社ではかねてより関東 を 心
とする同業者

定を結 、 造仕

の

て
情報を共有するなど、協

タや

上発生するリスクにしっかりと対

の策定と 用

・発 させてい

定企業間での代 生 体 を

くためにも、

応し、会社を
メーカー等のサプライ

するとともに、段ボールやプラス
チック

は 対に かすことのできない活
動です」

を策定。
サプライチ ーンに りが生じた

（協力・税理士法人土田会計事務所／本誌・中井修平）

ーと共同で

としても安定した供 体 を維持

1958 年１月
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎 1188
65 名（パート・アルバイト含む）
https://www.oizuru.co.jp/

設立
所在地
社員数
ＵＲＬ

事業

するという つの目

を行う 重要業務に関するリ
ースを

とする「危機

が げられており、生出社 を本
部
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株式会社生出

COMPANY
DATA

取り組み状況の可視化が従業員の意識向上につながる
生出治社長

地震や 風などの自然災害がい

コロナ ショック に 克つ

本田茂樹

するおそれ

被

・ 品の

止対策を

ためにも、あらかじめ

や 業員の 我などの
害を

止対策と

しておきましょう。

は 風や リラ

水害に対する事前準備

これからの

など激しい風 を う災害が

発する時期です。 風が発生し
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は限られます。
である 業員の

、そして 物・設 など会社の

重要な経営

することはできません。また、
を守るために じるべき事前

つ、どこで発生するかを正 に
新型コロナウイルス感染 のよう
は地震と 害で大きく なり

地震に対する事前準備

ます。

な新たな感染 についても、その
事態に見 わ

発生を抑えることは不可能です。
企業はこれらの
れた場合でも、その被害を最 限

①建物の耐震診断と耐震補強工事

品は激しい れによって 動ある

に抑えるとともに被災後も自社の

ているかどうかは、見た目だけで
、例えば 業員、

いは

重要な会社

はわかりませんので、専門家の

されているものは

品やサー スを提供できるよう

生 設 、そして仕掛品や 品の

断を受けて判断することが必要と

があります。設 、

し、また高い場所に設置

に、平 時から

在庫などは、ほぼすべてが自社の

なります。 断結果に基づき、必

を めておく

ことが求められます。

本社 ル、 場や 庫に 在しま

・

・

しなかった場合でも、
固定されていない設 や

ものが

大きな地震が発生し、 物その

②建物内の設備等の対策

ります。

品の被害を軽減することにつなが

物内の 業員や設 、

とで 物そのものの被害、そして

要に応じて 震補強 事を行うこ

事前の準備で被害を 減 ら す

亡・ 傷してしまうなど、その被

すると多くの 業員が死

ていきましょう。 災活動の基本

害は り知れません。もちろん、設

まずは 災対策について 認し
り、企業にとっての災い

・ 品などにも大きな被

は

や

、被害を減らすための事前

ことが求められます。

害が発生しますので、 物の
や 傷を

ただし、自社の 物が大きな地

し

たような場合、
「被害を減らす」と

震にも えられる 震性能を持っ

が

いう観 から発災後にできること

われる、あるいは

です。実際に大きな地震に見

を

れで

す。もし、これらの 物が地震の

ほんだ・しげき
現三井住友海上火災保険株式会社に
入社後、リスクマネジメント会社勤務
を経て現在に至る。リスクマネジメン
トおよび危機管理に関するコンサル
ティング、執筆活動を続ける一方で、
全国での講演活動も行っている。これ
まで、早稲田大学、東京医科歯科大学
大学院などで教鞭を執るとともに、日
本経済団体連合会・社会基盤強化委
員会企画部会委員を務めてきた。

日本列島は地震や台風等災害の発生リスクが高く︑最近では台風被害の激甚化や異常気象も頻発するようになった︒一方︑今年に入っ
て新型コロナウイルス感染症が世界中の至るところで蔓延し︑中小事業者の経済活動に大打撃を与えるなど未曾有の事態へと陥って
いる︒このように企業経営を脅かすリスクは常に身近に存在しており︑ひとたび被災してから対策を講じるようでは事業の継続すら
ままならない可能性もある︒企業の防災・感染症対策の注意点を企業のリスクマネジメントに詳しい本田茂樹氏が解説する︒

ひんぱつ

防災・感染症への事前準備が事業継続の明暗を分ける

◎ ミネルヴァベリタス株式会社顧問・信州大学特任教授

解 説

た場合は日本列島への 近・上

ます。 ード面・ フト面それぞ

のうや止

を

する

ス ースが半地 あるいは
地 にあり、スロープを って入

れに のような対策が必要となり
ます。
出庫する方 で

込む

し、 ち
など、強

などの対応も

する

感染症に対する事前準備

きます。現在、 世界で流行して

に感染 対策について見てい

ことが しい場合は、事前に

クチンや、特に有効

していません。そのため、公衆衛

な ウイルス は今のところ 在

感染を

いる新型コロナウイルス感染 の

れ 害が発

生の観 から に示す感染 止対

しておく

生するものについては、高所に

ない

による消 を 行する

やくしゃみなどの 状がある

らない

ため手で を

感などの

を

ことは しいとされて

・口 内の

マスクの着用を

することをお

手を れさせない効果があるため、

効果や自分の口・ に自らの

いますが、

完 に

着用では他の人からの飛 感染を

ちなみに、不織 性のマスクの

状があれば出社しない

発 や ・

感染を

間 を けるなど人 みに近づか

出する際は、ラッシュ等の時

用を心掛ける

人は、 エチケットやマスクの着

消

石 による手 いとアルコール

ことが重要です。

策を自社の 業員に

まる前に終えておくことが重要で、

なお、これらの対策は風 が強

動する

機 類など

るか、飛散 止フィルムを る

ラスはテープなどで補強す

を安 な場所に 動する

を完 に

①ハード面の対策
風や リラ

策が必要です。
を

を守るために、 のような対

から人 や設 ・機 などの会社

等による災害

にかかわらずテレ や新 などで
日報 が行われ、 近するにつ
れて自社の所在する地 が 風の

は しいですが、

は 発的に発

と一 するかが明らかになり
ます。
一方、 リラ
生するため
や
やごみなどを取り く

発生のおそれがある地 は前日や
当日の 気 報等で伝えられるこ
会社の にある
ものは 内に

風で き飛ばされる可能性がある

とが多いので、いずれもテレ や
しておくことをお めし

新 等の報 を 認し、必要に応
じて

大 ・強風時の 物 での作業は
えるようにしましょう。
②ソフト面の対策
風等の 近により風 が強く
なるタイミン が 業員の出退
を最優先して指示を出

の時間 に重なる場合は、 業員
の安

す必要があります。
務にする、あるい

日の出 時間 に風 が強ま
る場合は在

は 風 過後に出 するなどの指
示を出す
日など 日の 日に風 が
強まることが 想される場合は、
前日に指示を行う
会社に出 後に風 が に強ま
を抑 し、必要に応じて

った場合は、風 がおさまるまで社
員の
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題が発生した場合に えて、あら

コロナ ショック に 克つ
的 に 用することが重要となり
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めします。

かじめ発生しうるリスクを 在化

したうえで のような代 策を

ます。
また、 ード・ フトともに事

また、これらの感染 止対策を
理解していても、 業員が実践し

じることが ましいでしょう。

先の

前対策を完 に めていたとして

先の

や調

ていなければ効果はありません。
も、被害を１

在庫場所の分散化
調

正在庫の見 し

例えば、発 や ・

ことは しいです。特に 業員

代

ーセント

どの 状があるにもかかわらず出

人に関しては、企業での対策が完

感な

社する 業員がいれば、そこから

調 先との

複数化

れば被災するリスクが格段に上が

能力の向上）

でなけ

一人ひとりが感染 止対策を的

ります。 が一多くの 業員が被

地震・ 害の発生や感染 の流

でも家 での対策が

に実践するためにも、 日 から

災してしまい、 務できなくなっ

行など企業を取り くリスクが激

一気に感染が がります。 業員

しようという意識を

する

（ 方の事業

感染 を

た場合でも

化しているにもかかわらず、実

に取り組ん

際には 災や事業

」と 先

の

し、対応能力を 々に向上

自然災害・感染 への対策意識

ょう。

（構成・本誌／中井修平）

え る会社づくりを目指しまし

させることで営業不能のリスクに

を

めします。

きるところから着手することをお

、社内の感染 止対策など、で

ルの 震チ ックや ・

要はありません。例えば、自社

最初から完 な対策を目指す必

も考えられます。

企業として大きな 害を被ること

手をつける前に被災してしまい、

ばしにしていると、 災対策に

したら

めて優先するべき業務に配置する

しておき

「業 務 が一段

でいない企業が多く 在します。
４ 目はあらかじめ

このような場合に えて、 の

ことになります。

ためには、出 可能な 業員を集

に事業を

持つことが求められます。

事業継続のポイント
さまざまな 災対策を行い、
業員、 物・設 などの経営
を守った場合でも、その後の

ましょう。
クロストレーニン （ 業員が

が遅れてしまうと

やマーケットを う可能性も考え

複数の重要業務を実 できるよう

や事業
られます。自社 品やサー スの

者が出た場合に代
要員とする）や経験者の

し、

に

できる態 づくり

供 責任を果たすためにも、速や
かに事業を

用など、重要業務を 行できる代
要員の

が不可 です。ひとた 大地震や
害、そして感染 に見 われる

化とマニュアル化
自社の他拠 や協力事業者から

業務の
が け

と 業員や 物・設 、そしてラ
イフラインなどの経営

の応援要員受け入れ
在

たり、 われたりします。そのよ
するた

や部品を供 し

務体 の

うな状況 でも事業を

さらに、原

ている事業者が営業不能状態に陥

をどの

ように代 するかをあらかじめ決

り、サプライチ ーンにおいて問

めには、不足する経営

めておき、災害発生時に代 策を
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