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Ⅰ 研究の目的と当初の計画 

 

 本研究プロジェクトは「2016 年熊本地震」を契機として立ち上がったものであった。そ

れまでの 1 年あまり、会計学や経営学を専攻する数人のメンバーは、主として民間企業を

対象として被災からの早期の経営復旧の基礎となる事業継続計画（Business Continuity 

Planning: BCP）の社会理解と普及に関する研究をおこなってきた。本研究は、BCP の知見

を防災および被災後の復旧の対象を、より広く地域社会に拡大援用し、地域社会における

「地域継続計画（Community Continuity Planning: CCP）」構築の可能性を実現できないか

という問題意識のもとに、地域社会学や人文地理学などの専門家らと共同して取り組んだ

ものである。 

熊本地震では、地域において混乱が生じ、避難所間での水・食料の配給格差や、被災者間

での情報格差が見られた。たとえば、町内会に入っていない住民に対しては、十分な情報が

提供されない状況が見られた。これは、地域社会において、緊急時における地域継続計画

（CCP）が無い、あるいは、策定されているとしても、避難場所の指定や緊急連絡網の整備

というレベルの防災計画であり、復旧・復興に向けた計画では無いことによる。 

 そこで、本企画では、熊本県内の大学に所属、または熊本県内に在住する大学研究者が、

熊本県内の自治体、校区、地区等への調査を行う。そして、現状の課題を整理し、多面的に

検討を行い、BCP における知見を活用した地域継続計画（CCP）を構築しようとしたもの

である。 

 

１ 研究遂行の体制 

氏名 所属（現在） 専門領域 

（代表）工藤栄一郎 西南学院大学 財務会計 

池上恭子 熊本学園大学 企業財務 

鹿嶋 洋 熊本大学 人文地理学 

木村眞実 東京都市大学 環境会計・原価計算 

藤本延啓 熊本学園大学 社会福祉学 



望月信幸 熊本県立大学 管理会計・公会計 

吉川晃史 関西学院大学 管理会計 

星田幸太郎 久留米大学 税務会計 

 

２ 研究協力者・研究協力機関 

■復興庁 

■経済産業省、中小企業庁 

■宮城県、仙台市 

■田中尚人准教授・熊本大学大学院地域連携部門 

■宮本匠講師・兵庫県立大学減災復興政策研究科 

■矢守克也教授・京都大学防災研究所 

■佐々木郁子教授・東北学院大学 

■関西学院大学災害復興制度研究所 

■トレーシー・ハットン博士・Resilient Organization（ニュージーランド） 

■イタリア市民保護局（イタリア共和国） 

■中国地震局（中華人民共和国） 

 

３ 主な調査訪問先 

 （１）国内 

  ■兵庫県（兵庫県庁、神戸市、神戸大学、兵庫県立大学、関西学院大学） 

   1995 年 1 月 17 日に発生した「阪神・淡路大震災」（兵庫県の淡路島北部（あるいは 

神戸市垂水区）沖の明石海峡を震源 マグニチュード 7.3 死者数 6,434 人 行方不明 

者 3 人 全壊家屋 104,906 戸  ピーク時における避難人数 316,678 人） 

  ■宮城県（宮城県庁、仙台市役所） 

   2011 年 3 月 11 日に発生した「平成 23 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）」

（マグニチュード 9.0  死者数 15,899 人 行方不明 2,529 人、建築物の全壊・半壊は

合わせて 404,893 戸、震災発生直後のピーク時における避難者数約 47 万人 この地震

により、場所によっては波高 10 メートル (m) 以上、最大遡上高 40.1 メートルの巨大

津波が発生し壊滅的な被害が発生した また津波によって東京電力福島第 1 原子力発

電所 1 号炉・2 号炉・3 号炉で炉心溶融（メルトダウン）が発生し大量の放射性物質の

漏洩を伴う重大な原子力事故に発展するといった複合的で大規模な被害が生じた。） 

第二次世界大戦後に発生した自然災害としては最悪のものであった。 

 （２）国外 

■イタリア（ボローニャ県ボローニャ市、モデナ県、フェラーラ県、ペルージャ県） 

2009 年 1 月〜4 月にかけて群発した「ラクイラ地震」（マグニチュード 6.3 死者数

300 人以上 6 万人以上が住居を失う）、2012 年 5 月 20 日（29 日に大規模余震）に発



生した「イタリア北部地震」（マグニチュード 6.0 死者数 17 人 フェラーラ市街にあ

る 14 世紀建造のエステンセ城が一部倒壊）、および 2016 年 8 月 24 日に発生した「イ

タリア中部地震」（マグニチュード 6.2 死者数 298 人）。 

■台湾（高雄市、台南市、花蓮市） 

 2016 年 2 月 6 日に発生した「台湾南部地震」（マグニチュード 6.6 死者数 117 人）、

2018 年 2 月 6 日に発生した「花蓮地震」（マグニチュード 6.2 死者数 17 人） 

  ■ニュージーランド（クライストチャーチ） 

2011 年 2 月 22 日に発生した「カンタベリー地震」（マグニチュード 6.1 死者数 185 

人）。街の象徴であるクライストチャーチ大聖堂が崩壊。また、語学学校が入るビルの 

倒壊により日本人 28 名・中国人 23 名をはじめとする多くの外国人留学生が死亡する 

などした。 

補遺 海外視察からの知見：イタリア地震における生活の復興 

 上述の海外調査から、日本が学ぶべきことがらが非常に多いことを感じた。ここでは、イ

タリアの事例に、日本が今後参考になるとおもわれるいくつかのことがらを紹介しておく。 

（１）イタリア市民保護局 

驚くべきことに、イタリアでは自然災害一般に対する体系的な法律は 1926 年にすでに成

立を見ている。「地震災害およびそのほかの自然災害における即時救援活動に関する規則」

がそれである。この勅令によって、災害救助活動の指揮調整、組織化は公共事業大臣によっ

て執り行われることとなっていた。ただし、この段階での活動はあくまで災害発生時におけ

る被災者の緊急救助活動に限られていた。1960 年代には大規模災害が相次いだことで、「被

災人民の救援・救助、災害防護に関する規定」が 1970 年に成立する。この法律の特徴とし

て、①「災害防護」の考え方が受け入れられ、「自然災害」や「大惨事」の概念が明確にさ

れたこと、②諸活動の指揮・調整権限が公共事業大臣から公式に内務大臣に移行し、内務省

を中心とする集権的システムが法的根拠を与えられて確立したこと、そして③ボランティ

アに関する規定が設けられたことなどが挙げられる。また、1980 年代には、災害防護シス

テムの全体調整を担う機関として、災害防護調整担当大臣、および首相府内に災害防護庁が

設立された。しかし、最終的には 1997 年のバッサニーニ法へと結実するような地方分権化

の強い流れも加わって、システム全体の抜本的改革の必要性が意識されるようになった。 

現在のイタリアにおける災害対策の基本枠組みとなる「災害防護国民サービス設置法」が

1992 年に成立した。災害防護国民サービスは、防災関連機関・諸団体の権能の調整システ

ムとして設計されているが、中央地方間の権限の配分に関しては、1998 年に、国・州・県・

コムーネの所掌事項の配分が規定され、さらには、2001 年の憲法第 2 部第 5 章（地方自治）

の大改正の結果、災害防護は国と州の競合的立法事項として位置づけられるに至っている。 

「災害防護国民サービス」とは、「自然災害、大惨事及びその他の災害事態によってもた

らされる被害やそのリスクから生命の安全・財産・住居・環境を保護する目的」のために設



立され、首相府の「全国災害防護庁」が全国統括機関の位置づけを持つ。全体の運営責任者

は首相であり、担当大臣は設けられていない。 

イタリアにおいては、災害に関する全国統括行政機関が設置されている一方で、自治体や

市民社会の幅広い関与が想定されている。その両者が、「補完性の原理」によって組み合わ

されて、社会全体に「災害防護国民サービス」のネットワークが張り巡らされているのであ

る。 

（２）避難所の設営と運営 

災害時に住民が避難する場所というと、日本では、学校の体育館や自治体の施設など公的

な機関が所有する施設を一時的に転用することが思い浮かべられる。しかも、避難生活とい

うと、短期的・一時的なものだと考えてしまうが、場合によっては、数ヶ月もの期間にわた

って避難所での暮らしを余儀なくされることもある。 

しかし、体育館のような大規模集約型の避難所は、中長期に生活を送るには全く適さない。

床に雑魚寝するしかないこと、日の光が入りにくいこと、プライバシーがないことなど、人

間的な生活を送るには適した環境ではない。プライバシーのない空間では、他者の声が煩わ

しく感じられるようになりストレスや疲労に繋がっていく。また、入浴施設がない、トイレ

の清掃が行き届かない、生ゴミの処理が難しいことなどにより、避難所全体に悪臭が漂うだ

けでなく衛生上の問題もある。また、仮設トイレは和式が多く、使用習慣のない子供や、か

がむことが苦手な高齢者には使いにくいという問題もある。さらには、携帯トイレの廃棄の

問題が生じるほか、自分で穴を掘ってそこで用を足す人が出てくることもあるという。支援

物資が届くようになると、ただでさえストレスフルな環境に加え、物資の配給で不満が生じ

ることで、言い争いや喧嘩に発展するケースもある。 

このような劣悪な状況に陥りやすい日本の避難所のために、災害による直接の原因だけ

ではなく、いわゆる「関連死」が生じることは可能なかぎり避けたいことがらであろう。 

イタリアの避難所は、日本でよくみられるような体育館で大人数が雑魚寝するといった

ものではなく、比較的少人数（8〜12 人など）がテントで簡易ベッドを使って寝起きするの

が一般的である。また、被災地の危険性が高い場合などには、遠隔地のホテルなどを利用し

て避難生活を送ることも行われる。 

避難用のテント（ハイドロテント）は、災害発生後 48 時間以内に現地到着が法律上定め

られている。高圧空気注入により 10 分程度で組み立てることができる。ひとつのテントに

は 1 家族（または 2 家族）が入り、室内にはさらに仕切りが設けられプライバシーの確保

に配慮がされている。また、テント内には、冷暖房などの空調設備も備えられる。 



 

床に直接寝起きする習慣のない場合、ベッドは不可欠である。そこで簡易ベッドが導入さ

れる。驚くことに、災害救助犬ですら簡易ベッドで寝るという。あくまでも「簡易」ベッド

であるため、比較的短期間の避難でない場合は、災害発生後 1 週間以内にマットレスのつ

いたベッドが導入されるという。 

 

イタリアでは、被災地にもっとも早く届けられる設備はじつはトイレである。衛生管理に

とってもっとも重要な要素だからであるという。 

 

トイレはコンテナ型のトイレカー（上記写真右）で、１つのトイレカーにはトイレ個室が

4 個室程度ある。避難所においては、300 人あたりトイレは 20〜40 個室が準備されること

とされ、7〜15 人に 1 個室という計算になる。ちなみに、日本の場合、国の「ガイドライン」

によると災害発生当初は、避難者約 50 人当たり 1 基、その後、避難が長期化する場合に

は、約 20 人当たり 1 基とされている。 

 食事については、トイレと同じように、コンテナでキッチンカー（下記写真左）が導入

され、プロの料理人や栄養士によって温かい食事が提供される。 



 
また、大きなテント（上記写真右） 

が食堂用に設置され、ここで多くの人びとと交流をしながら食事がとれるようになってい

る。 

災害直後に避難所の設営や運営をしたり食事などの世話をするのは、イタリアでは民間ボ

ランティアである。しかし、彼等は、事前に訓練を受けた「専門ボランティア」であり、訓

練を終了した者は 80 万人にものぼるという。全国的な大災害になると、防災局のボランテ

ィアは法律で 1 週間の有給休暇が認められる制度になっているという。これは単なるボラ

ンティアというより、日本でいえば消防団のような、より組織的なボランティアといえる。 

（３）仮設住宅 

避難所での一定の生活のあとに来るのが、住宅の整備である。仮設住宅が多く建設される

が、イタリアでは、2009 年のラクイラ地震のあと、CASE 住宅と MAP 住宅という 2 種類

の仮設住宅が設置されることとなった。 

CASE とは「持続可能な耐震エコ住宅コンプレックス complessi antisismici sostenibili 

ecocompatibili」の略で、イタリア語の「家（casa）」にかけた語である。耐震性を備えたコ

ンクリートのデッキの上にプレハブ系の 3〜4 階建ての集合住宅を載せたもので、恒久的建

築物であるが、これを被災者に仮設住宅として提供している。耐震デッキの下は通常駐車場

として利用される。CASE 住宅は、ラクイラ市の周辺部 19 カ所に 185 棟 4,449 戸が震災

後の半年〜1 年以内に建設された。住戸面積は家族人数に応じて、2LDK、3LDK など（床

面積 36m2〜72m2）のタイプがあり、室内には家具、電化製品のほか食器までが備え付けら

れている。入居者はラクイラ市内中心部の災害危険区域に指定された地域の住民である。入

居の期限はとくに決められておらず、自宅の再建ができるまで住み続けることは可能だそ

うだ。家賃は無料だが、水道光熱費は入居者の負担である。 

いまひとつのタイプが MAP 住宅といわれる仮設住宅である。MAP とは「仮設モジュー

ル（moduli abitativiprovvisori）」の略で、木造 1〜2 階建て（戸建てもしくは長屋など）の

ものや積層型の集合住宅の仮設住宅である。ラクイラ市内に 1273 戸、その他の市に 2200 

戸が建設された。住戸面積は、家族人数に応じて 40 m2、50 m2、70 m2 などの種類がある。

MAP 住宅は CASE とは異なり、仮設建築物として建てられているが、実際には相当長く

使用できるように作られているようで、震災後 10 年近く住んでいる人も少なくないとい

う。被災地域からの移転団地つまり新しく形成されるコミュニティとしての役割を担って

いる場合もあるとみられる。 



 

写真左は仮設住宅の外観（上記写真左）。家の間にはベンチがあり住人どうしが交流で

きるスペースが確保されている。フットサル場を兼ねた遊び場（上記写真右）もある。 

加えて、近場にはショッピングセンターのような施設までできており、一見すると、日

本の被災地の仮設住宅に比べると良質の QOL が提供されているようにも見える。しか

し、災害前に住んでいた場所に戻りたいと願う住民が圧倒的に多いのは日本と共通してい

る。以前のコミュニティの再生と新しいコミュニティの構築との相剋は解決の難しい課題

である。 

 

Ⅱ 活動内容 

 

１ 研究会：研究メンバーに加えて、ゲストによる報告や情報提供を多く受けた。 

開催回 日  時 会  場 

第 1 回 2018 年 6 月 22 日（金）16:30-18:30 熊本学園大学 14 号館 5 階 145H 教室 

第 2 回 2018 年７月 20 日（金）17:30-19:30 熊本学園大学 14 号館 5 階 145H 教室 

第 3 回 2018 年８月 22 日（水）15:00-17:30 熊本学園大学 14 号館 5 階 145H 教室 

第 4 回 2018 年 10 月 18 日（木）17：00-19：00 熊本学園大学 14 号館 5 階 145H 教室 

第 5 回 2019 年 1 月 31 日（木）13：00-15：00 熊本学園大学 14 号館 5 階 145H 教室 

第 6 回 2019 年 7 月 12 日（金）18:00-20:00 熊本学園大学 14 号館 5 階 145JK 教室 

第 7 回 2019 年 10 月 18 日（金）18:00-20:00 熊本学園大学 14 号館 5 階 145JK 教室 

第 8 回 2019 年 11 月 15 日（金）18:00-20:00 熊本学園大学 14 号館 5 階 145H 教室 

第 9 回 2020 年 1 月 13 日（月）11:00-17:00 関西学院大学 大阪梅田キャンパス 

第 10 回 2020 年 1 月 14 日（火）10:00-13:30 関西学院大学 大阪梅田キャンパス 

第 11 回 2020 年 3 月 20 日（金）13:00-15:30 Zoom による 

第 12 回 2020 年 4 月 6 日（月）10:30-12:00 Zoom による 



第 13 回 2020 年 4 月 17 日（金）10:30-12:30 Zoom による 

 

第 1 回研究会の内容 

＜ゲストによる研究報告＞ 

① 田中尚人先生（熊本大学地域連携部門工学部准教授）「熊本地震の記憶の継承について」 

② 宮本匠先生（兵庫県立大学減災復興政策研究科講師）「台湾調査について」 

＜メンバーによる研究報告等＞ 

① 藤本延啓（熊本学園大学）「仙台市・岩沼市調査について」 

② 吉川晃史（熊本学園大学）「会計研究学会報告内容について」 

③ 木村眞実（東京都市大学）「藤本延啓との国内調査計画について」 

④ 工藤栄一郎（西南学院大学）「研究年間計画とトヨタ財団会計方法等について」 

＜概要＞ 

 熊本大学田中先生と兵庫県立大学宮本先生をお招きした。田中先生からは，先生が取り組

まれている「クロスロード」についてご説明を頂き，震災の記憶をどのように継承していく

のか，記憶を次の世代へ語り継ぐことが出来る人づくりの重要さをご教示いただいた。 

 また，宮本先生からは，台湾地震の被災地域である「桃米」への視察を通じて，災害復興

とは，無い物探しから，「ある」と考えを変えることある。「ないもの探し」から「あるもの

探し」への発想の転換が必要であり，「あるもの探し」から，地方の価値が再発見できると

いうことを学んだ。 

第 2 回研究会の内容 

＜メンバーによる研究報告等＞ 

① 藤本延啓（熊本学園大学）「玉浦西調査について」 

② 吉川晃史（熊本学園大学）「日本会計研究学会での報告予定の内容について」 

③ 木村眞実（東京都市大学）「国内調査計画について」 

④ 工藤栄一郎（西南学院大学）「今後の調査研究の調整等について」 

＜概要＞ 

 藤本先生から現在調査中である岩沼市玉浦西について研究報告を受けた。東日本大震災

においては，津波被災エリアでは条例によって居住制限をかけた地域があった．旧玉浦も居

住制限がかけられ，集団移転促進事業で新しい場所を作った．それが玉浦西であり，移転規

模は大きく，旧玉浦の 6 地区が移転した。メディアでは，玉浦西が成功例として取り上げら

れているが，「成功例」の背後にあることを明らかにしていくことで，性格が異なる集落に

おける CCP を考えるうえでヒントになるということである。たとえば，熊本地震において

被災した西原村では，同じ地域でも被災の有無が見られた．また，災害が起きてそのごどう

するかは個人的な事情によっていたということであった。 

第 3 回研究会の内容 

＜メンバーによる研究報告等＞ 



① 吉川晃史（熊本学園大学）「日本会計研究学会での報告内容について」 

② 藤本延啓（熊本学園大学）「廃棄物資源循環学会報告内容について」 

③ 木村眞実（東京都市大学）「国内調査（＠東北、玉浦西、西原）について」 

④ 工藤栄一郎（西南学院大学）「兵庫県の調査について、復興庁の調査について」 

＜概要＞ 

 これまでの研究を踏まえて，今後の研究方針，および調査先についてディスカッションを

行った。たとえば，以下のような話題が出た。 

・ 自立型のコミュニティを志向する地域があるが，マネジメント型と自立型でどういう

違いがあるのか。 

・ 地域密着型の企業はステーホルダーとして大事である．地域活動と経済活動は今まで

連携して語られることはなかったが，何かあったときに力になるだろう。 

・ 震災 2 年でボランティアは続かなくなる。そこにしかるべき産業があるべき，経済復

興が地位復興に下支えになる。 

・ BCP が機能した会社を訪問した。これも１つのケースであり，グッドプラクティス

だけでなく，問題点の発見をおこなうためには，だめだった状況についても記述でき

ればと考える。しかし，体験者に失敗体験を話してもらうのは困難である。 

・ 価値、価値観の喪失＝文化の喪失である。 

・ 地域も多様な特性がある．長い歴史をもつ。流動性が低い地域と，新興の団地度は切

り分ける必要があるかもしれない。 

・ 企業のようにデザインしやすいのは新しい地域である。歴史がある地域では，長い変

化の中での大きな出来事があっただろう。歴史がある地域と浅い地域とでは，受け止

める能力に差があるのではないだろうか。 

第４回研究会の内容 

＜ゲストによる報告＞ 

田中尚人先生（熊本大学地域連携部門工学部准教授）「クロスロード熊本編の紹介」 

＜メンバーによる研究報告等＞ 

① 吉川晃史（熊本学園大学）「国内調査報告：鈴木工業について」 

② 木村眞実（東京都市大学）「国内調査報告：宮城第一メタルについて」 

③ 工藤栄一郎（西南学院大学）「経済産業省・中小企業庁の調査報告」 

④ 工藤栄一郎（西南学院大学）「台湾および中国への調査計画について」 

＜概要＞ 

 熊本大学の田中先生からは，以前にご説明を頂いたクロスロードに関して，現在，作成中

の「クロスロード熊本編」について報告を受けた。「クロスロード」とは，経験の伝承を可

能とするものである。また，対話を重視していることから，多様性を認めることが出来る防

災教育教材のカードゲームとなっている。「熊本できるしこ学ぶ会」とは 2018 年で 2 周年

を迎える消防士の徳永氏が立ち上げた研究会であり，同会では，クロスロードを各地で開催



しつつ，熊本編の編纂を行ってきた。「クロスロード熊本編」は現在 33 の質問から構成され

ている。「あなたは被災者」で始める問いは，正解が無い問いが良く、どちらとも考えられ

るような問が良い。まじめな方は「このような質問で判断が出来るか」と怒るが，クロスロ

ードとは「ジレンマを届ける」ものである。体験そのものの共有はできないが，ジレンマは

共有できるのではないだろうか。この田中先生のご報告によって，ジレンマの共有によって

多様性を認め合い，被災の記憶を継承していくというクロスロードへの理解を深めるとと

もに，記憶の継承をいかに行うかについて考えさせられた． 

第５回研究会の内容 

＜メンバーの研究報告等＞ 

① 吉川晃史（熊本学園大学）「Hatton 先生との意見交換と NZ 管理会計学会の報告につい

て」 

② 工藤栄一郎（西南学院大学）「イタリア北部の被災都市の復旧状況と行政への聞き取り」 

③ 全員「今年度の研究成果について」 

④ 工藤栄一郎（西南学院大学）「2018 年度の小括と 2019 年度の研究計画について」 

＜概要＞ 

 ニュージーランドでの学会報告と Resilient Organization での調査報告を吉川が行った。

レジリエンスとは…回復力・戻す力，脆弱性をいう．2004 年竜巻から出てきた組織で，研

究を主 たる活動とするが、資金はコンサルティングで得ている。多岐にわたる研究領域を

扱い、震災関連ではコミュニティの復旧および持続を問題意識として持っている。とくにコ

ミュニティを対象とした調査はわれわれにとって参考になる。また震災系の防災関係のジ

ャーナルを持つ。今後とも強調していくことを確認した。工藤は、2012 年 5 月に発生した

イタリア北部地震の被災地であるサン･フェリーチェ・スル・パーナロ（モデナの近郊）と、

2016 年 8 月に発生したイタリア中部地震の被災地ペルージャを訪問した際の報告を行った。

北部の街では観光を含む経済的重要性がそれほど高くない地域であり、復興のスピードが

相対的に遅い。対照的に、熊本地震のほぼ同時期に発生したイタリア北部地震の被災地であ

るペルージャは、総額 3 億ユーロの経済的支援が注入されていることなどがわかった。 

第６回研究会の内容 

【話題提供】熊本学園大学 社会福祉学部 藤本延啓先生「西日本社会 5 月 26 日報告につ

いて（震災における被災と復興の「個別性」）」 

【話題提供概要】熊本地震の被災地である西原村を対象として、被災者の生活課題は外部か

らは見えない状況であることを、西原村の住民の視点から、ご報告頂いた。藤本先生は、「コ

ミュニティ」といっても、その様子は一様ではなく、様々な要素において相違がみられるこ

とを、地域で開催される行事や地域で使用される言語から証明している。あるひとつの（例

えば住所地）空間レベルだけを取り上げて「コミュニティ」と定めることへの不自然さ、危

うさを訴えるご報告であった。 



 

藤本延浩による報告の様子 

【進捗報告】 

1. 西南学院大学 商学部 工藤栄一郎「EIASM4 月 13 日報告について（Effective Disaster 

Response Risk Management Based on Enabling Management Control in SMEs: A Case 

of a Japanese SME’s Recovery from the Earthquake）」 

2. 関西学院大学 商学部 吉川晃史「天草池田電機㈱へのヒアリング調査について」 

3. その他：メルコ管理会計研究投稿内容について 

第 7 回研究会の内容【話題提供１】M＆A プランニング(株)代表取締役織田元一氏「東京海

上日動火災保険における事業継続計画プランニングについて」 

【話題提供概要】BCP 策定業務を行う専門家の視点から、熊本地震の特徴と事業継続計画

（BCP）策定のポイントをお話しいただいた。たとえば、BCP の策定に関しては、「重要業

務」と「目標復旧時間」から BCP を策定すること、そして、策定後の訓練の一つとしては

整理整頓がある。棚があることで屋外への脱出を妨げる可能性がある。その棚は必要なの

か，部署で議論をする。それも訓練の一つとなる。策定実務を通じた説得力があるお話であ

った。 

【話題提供２】熊本学園大学 社会福祉学部 講師 藤本延啓「西原村もんもんマルシェ」

西原村の住民としての視点から、地域の階層間での認識の違いについて報告を受けた。西原

村では地域の 2 割が外部流入者と増加しており、地域機能を維持するには無視できない存

在になっている。外部流入者と地元民だけでなく、様々な階層（地区、性別、年齢など）が、

話が出来る場として、門出地区にある小学校での「マルシェ」を企画している。「マルシェ」

の背景にある西原村住民の「個別性」を、事例で詳細にご報告いただいた。 

【進捗報告】 

1. 東京都市大学 環境学部 木村眞実「レスポンシブル・ケアにおける企業と地域の連携

について」 

2. 関西学院大学 商学部 吉川晃史「天草池田電機㈱について」 

3. その他：メルコ管理会計研究投稿内容について 



 

 

ゲスト織田氏によるご報告の様子 

第 8 回研究会の内容 

【話題提供】熊本大学 地域連携部門 工学部 准教授 田中尚人先生「西原村の道草刈

り」「復興は木山中プロジェクト」 

【話題提供概要】2 つの研究テーマをご報告いただいた。１つは西原村の道路品評会を通じ

て、村が外部流入者を仲間として受け入れる事例であり、もう１つは、田中先生が、中学生

が地域への愛着心を育てるためのプログラムを地域 CM の動画制作によって支援している

事例である。品評会や CM 制作という共通認識を通じてソーシャルキャピタルが醸成され

るという仮説生成を試みる研究をご報告いただいた。 

【進捗報告】 

1. 関西学院大学 商学部 吉川晃史「天草池田電機㈱について」 

2. その他：メルコ管理会計研究投稿内容について 

 

ゲスト田中先生によるご報告の様子 

第 9 回研究会の内容 



【進捗報告】 

1. 東京都市大学 環境学部 木村眞実「熊本同友会の経営指針を創る会の事例について」 

2. 関西学院大学 商学部 吉川晃史「鈴木工業㈱の事例について」 

3. 西南学院大学 商学部 工藤栄一郎「研究総括について」 

4. その他：天草池田電機㈱へのヒアリング調査内容・日程を検討 

第 10 回研究会の内容 

参加者：工藤栄一郎（西南学院大学）、木村眞美（東京都市大学）、藤本延啓（熊本学園大学）、

吉川晃史（関西学院大学）。 

【熊本市業務継続計画（BCP）改訂版への質問について】 

 平成 23 年度に策定（平成 24 年改定）され、さらに平成 28 年熊本地震の震災対応におい

て発生した課題を整理し、より実効性を高める目的で大幅な改定（改訂）がなされた「熊本

市業務継続計画（BCP）」について、ヒアリングの機会を得ることとなった。質問の基本姿

勢と事項についての検討を行った。具体的には以下の諸点。①現在の本市の BCP（業務継

続計画）の担当者（危機管理防災総室）から、現状を BCP の内容と実務を聴取したい。②

地震後に本市の BCP 見直しを取りまとめた担当者に、当時の考えや見直し検討過程を聴き

たい。③熊本地震時において BCP はどのような役割を果たしたか。④熊本地震で明らかに

なった BCP の課題はどのようなものだったか。⑤BCP の見直しを行うに際して新たに加

わった視点は何か。⑥実際に見直しや修正が行われた事項は具体的に何か、⑦庁内において

BCP の浸透または定期的な訓練をどのように行っているか。 

第 11 回研究会の内容 

参加者：工藤栄一郎（西南学院大学）、木村眞美（東京都市大学）、望月信幸（熊本県立大学）、

藤本延啓（熊本学園大学）、吉川晃史（関西学院大学）。 

【学会報告の打ち合わせ】 

 研究成果の報告機会として 2020 年度に開催予定の学会（6 月 27 日開催 日本会計研究学

会九州部会：久留米大学および 9 月 4-6 日開催 日本会計研究学会全国大会：北星学園大

学・北海道大学）での報告について打ち合わせを行った。6 月九州部会では、BCP と MCS

の関係性についての理論的検討を中心に、9 月全国大会では、天草池田電気を主として取り

上げたケーススタディを中心に報告準備を行うことを計画した。投稿原稿の執筆の分担な

どについて具体的に検討。 

第 12 回研究会の内容 

 参加者：工藤栄一郎（西南学院大学）、木村眞美（東京都市大学）、望月信幸（熊本県立大

学）、藤本延啓（熊本学園大学）、吉川晃史（関西学院大学）。ゲスト参加者：田中尚人先生

（熊本大学） 

【熊本市中央区長との会合について】【熊本中央区とのシンポジウム開催について】 

 熊本市中央区長・井上学氏と 4 月に会談の機会を設定した。氏の以下の記述を共有。 

「熊本地震から 3 年半以上が経過し、熊本市はその復旧復興に向け着実に邁進し



ています。と同時に、あの混乱の中で行政機能を保つことができなかった 反省に

立ち、様々な課題を検証し、その対策を講じてまいりました。そして、あらゆる危

機管理事象に対し行政がどうあるべきか、少しずつではありますが、確実 に対応

力を高めています。そこで、危機管理対策の中でも私が最も大切であると実感した、

BCP「業務継続計画」と「受援計画」策定の心得（エキス）についてお話しします。

企業においては自然災害以外にも、景気動向、関連企業の倒産、不正や不祥事によ

るイメージダウン等々様々な事柄で一気に奈落の底に突き落とされることも避け

られないのではないでしょうか。そういう時にあらかじめ対応策を定めておき、そ 

のことを社員全員が共有できていたら、経営の危機 を回避することができます。 

BCP は危機事象が発生した際に、何を優先して行うか、そのためには何をやめる

か、ということを明確 に決めておくためのものです。 この際に大切なのはやめる

勇気です。危機事象に立ち向かうには限られたリソース、特に人員をいかに効果的

に再配置するかが重要で、しかもスピーディーに判断しなくてはならず、事が起き

てから話し合ったり従業員の意見を聞いたりする時間はありません。初動時の混

乱期には、何をしていいのかすら分からない状況に陥ります。そのことを見越して、

あらかじめ何からやめていくかを決めておくのです。繰り返しになりますが、何か

を優先的やるということは、何かをやらないということです。やめることを是とす

る考え方こそが BCP 策定の極意です。堂々と仕事をしない。思い切って一旦やめ

てしまう。そのリスクと効果を事前に検証しておくのも大切でしょう。また、BCP

を策定することにより、自社の強みや弱みを再認識する契機にもなります。そして、

BCP 策定においてさらに重要なことは、BCP の存在とその内容を全ての社員で共

有しておくことです。全社員が同じ方向を向いていたら、その推進力はどんどん大

きくなります。しかし、方向性が違う者がいれば、進む力が大きく阻害されます。

ましてや幹部の中に理解していない者がいたら、そのマイナス影響は大きくなり

ます。」 

【研究プロジェクトのまとめについて】 

 トヨタ財団の研究スケジュール終了にあたって、最終報告書の作成について検討を行っ

た。これまでの活動記録の整理や成果物の確認。研究助成による支出内容についての監査。 

第 13 回研究会の内容 

参加者：工藤栄一郎（西南学院大学）、木村眞美（東京都市大学）、望月信幸（熊本県立大学）、

藤本延啓（熊本学園大学）、吉川晃史（関西学院大学）。ゲスト参加者：向井洋子先生（熊本

学園大学） 

【熊本中央区とのシンポジウム開催について】 

 コロナ禍により予定していたシンポの開催が困難になったことについて、代替イベント

の可能性について協議した。結果は見送りとなった。 

【研究プロジェクトのまとめについて】 



 最終報告書の原稿とりまとめなどについて協議。 

 

Ⅲ CCP 構築の基礎 

 

 本研究プロジェクトは、民間企業などの組織が災害に遭った場合、早期の経営復旧の基礎

となる事業継続計画（BCP）の知見を、より広く地域社会に拡大援用し地域社会における

「地域継続計画（CCP）」構築の可能性を実現できないかという問題意識のもとにとりくん

できたものであった。以下では、本プロジェクトで関与した、基礎自治体における BCP の

立案とその内容についての事例を紹介し、より具体的なレベルで、災害予防業務、災害応急

対策業務、災害復旧・復興業務等を定めた「地域防災計画」の事例について見ていく。 

 

１ 熊本市の「業務継続計画」（BCP） 

 熊本市は、熊本県の県庁所在地で人口 73 万 8 千人ほどを有し 5 つの区（西区、北区、中

央区、東区、南区）からなる政令指定都市である。 

 熊本市は、じつのところ、2011 年には早くも「熊本市業務継続計画」を策定していた。

これは他の自治体に比べてずいぶんと早期の行動であった。当該「計画」が最初に適用され

る災害となったのが 2016 年に発生した熊本地震であった。だが、実際に本「計画」は、震

災対応には事実上機能しなかったという。その理由として「策定以降、組織改編等による各

局・区対策部の事務の変更がなされておらず、また、職員に対する計画の周知が十分に図ら

れていなかったこと、どの段階でどれだけの人員が必要であり、どこからその人員を捻出す

るのかといった細かい視点が欠けていた」などが指摘されている。 

 そして、このような経験から、震災の 2 年後の 2018 年に見直しが行われた。見直しのポ

イントは以下のとおりである。熊本地震の対応における経験や教訓、実績等を踏まえ、まず

は復旧・復興の各段階において必要となる業務、人員投入量を把握することを目的に、各 

局・区を対象として、「各業務にどれだけの人員（正規職員・再任用職員と非正規職員）が

従事したのか」、「その際、時間外勤務はどれだけ必要としたのか」を明確にするための調査

を、計 5 回実施した。その後、同期間の通常業務への人員投入量、それぞれの段階における

非常時優先業務の設定および必要人員等について各局・区に調査を行った。加えて、各局・

区へ継続的な調査およびヒアリング等を実施し、災害対応業務や人員配置等の精査を行っ

た上で、実効性の高い計画となるよう見直しが図られた。 

 自治体における災害に関連する事前の行政措置としては、災害対策基本法第 40 条に基づ

いて策定される「地域防災計画」がある。これは、各自治体の長が、それぞれの防災会議に

諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画である。熊本市でも、「熊本

市地域防災計画」が熊本市防災会議によって作成されているが、その内容は、防災に関する

災害予防業務、災害応急対策業務、災害復旧・復興業務等を総合的に定めた計画であり、防

災対策の骨格（基本計画）の性格を有するものである。これに対し、業務継続計画は地域防



災計画の実効性を高めるための計画として位置づけられている。つまり、熊本市の BCP は、

起こりうる災害に対しての防災計画をより有効に機能させるための重要な計画としての認

識が強化されたものといえる。 

 

２ BCP を援用した自治体における CCP のデザイン：地域防災計画 

熊本地震を受けて、熊本市地域防災計画は市民アンケートや復興座談会での意見を踏ま

えて 2017 年に改定された。大災害時に派遣される他都市の職員や救援物資を円滑に受け入

れる受援計画や物資受入搬送計画なども示されている。「市民・地域・行政の災害対応力の

強化」を基本理念とし、備蓄供給体制の整備や行政の災害対応力の強化など６項目でまとめ

られた。市内の想定最大避難者数は地震前の約 5 万 8 千人から約 11 万人に増やされた。 

この地域防災計画には、市内 96 地区に住民と学校、市職員による校区防災連絡会と「避

難所運営委員会」を設置することなども盛り込まれた。地域防災計画に基づき、避難所での

役割分担やルールなどを定めた避難所運営マニュアルを策定。避難所運営委員会は、平常時

は防災訓練を実施して住民の防災意識を高めながら、災害時は校区内の避難所や在宅避難

者、車中泊など屋外避難者の情報収集や物資を配分し、円滑な避難所運営につなげる。 

 また地震前の 257 カ所から 259 カ所に増やした市指定緊急避難場所のうち、屋内避難で

きる 193 カ所には区役所職員 1 人と地域在住の市職員 2 人の計３人を避難所の開設と運営

のサポート役に配置することも地域防災計画で定められた。 

 この新たに改定された「地域防災計画」で注目すべきなのが「校区」というコミュニティ

の単位である。大規模災害の際に、住民が避難し頼る場所は小学校であることが多い。この

小学校の「校区」を単位とした地域における日頃の備えは、CCP 策定の重要な単位でもあ

る。また、熊本地震を受けて 2016 年に改定された内閣府（防災担当）による「避難所にお

ける良好な生活環境の確保に向けた取組指針」において、「住民による自主的な避難所運営」

が求められていることからも、この単位の平常時からの意識づけと体制づくりが重要とな

るだろう。 

 

３ 各校区の「新たな備え」の事例 

（１）向山校区 

熊本市中央区の向山（こうざん）校区が国の「地区防災計画策定モデル地区」に選定され、

校区単位での防災計画の立案に取りかかったのが 2016 年 10 月のことであった。向山校区

は、熊本市内中心部近くに位置し、人口は約 11,000 人、5,000 世帯、高齢化率（65 歳以上

が占める割合）21.3％で、20 に及ぶ町内ごとに自治会が組織されている。 

 2016 年 11 月から４回のワークショップを経て、2017 年 3 月には内閣府に対して地区防

災計画のたたき台を報告している。そして 2019 年 4 月には「震災対応実働訓練」を実施し

ている。ここまでの経過で得られた平常時の活動に関する課題は以下の項目である。 

• 連絡体制の確認 



• 避難所受付シートの作成 

• 井戸水マップの作成 

• 避難所運営ルールの作成 

• 避難所スケジュールの作成 

• 学校と話し合うリストの作成 

• 防災対策チエックリストの作成 

• 校区役員が着用するベストの認知向上 

 これらの課題は、定期的に見直しをすることとなっている。 

（２）秋津校区 

熊本市東区に位置する秋津（あきつ）校区は、熊本市内の東端に位置し、熊本地震でもっ

とも大きな被害を蒙った益城町に隣接しており、熊本市内で最も被害の激しい地区であっ

た。秋津校区の人口は約 13,000 人、5,500 世帯、高齢化率 23.1%である。 

秋津校区では、熊本地震から得た教訓をもとに 2018 年 4 月には、熊本市が主導する「校

区防災連絡会」、「避難所運営委員会」を早期に設置し、熊本地震時の課題を踏まえた「避難

所運営マニュアル」を作成し、2019 年 4 月には、秋津小学校の児童も含めた千人規模の「校

区防災訓練」を実施した。マニュアル作成・訓練を行うなかで、避難所運営だけでなく避難

行動時の課題や地震以外の災害（水害）が懸念されるのではないかとの課題が浮上してきた

こと、内閣府のモデル地区に選出されたことをきっかけに、既存の「避難所運営マニュアル」

を核としながらも、地震時の避難所運営以外の課題も包括した「秋津校区地区防災計画」を

作成するに至ったという。 

 

（３）校区防災連絡会 

熊本市ではすべての小学校区に「校区防災連絡会」の設置を計画しているが、いずれも熊

本市西区に位置する、城西（じょうさい）、花園（はなぞの）、池田（いけだ）の３校区では、

2017 年７月にいち早く連絡会を立ち上げて、月１回程度のペースで話し合いを進めてきた。   

連絡会の目的は、熊本地震の際の反省や地域の実情を踏まえながら、地域独自の避難所開

設・運営マニュアルを作成し、地域のノウハウを見える化することである。それによって、

大規模な災害が起こったときの地域防災力の向上が期待される。 



各校区の連絡会ではまず、校区内の指定避難所（小中高校など）ごとに「避難所運営委員

会」を立ち上げ、地域（校区自治協議会、PTA など）から委員長・副委員長を選出すると

ともに、避難所での生活ルールなどを作成する総務班や物資の調達などを行う物資班など

を編成します。それらを取りまとめて、地域の特性を生かした避難所ごとの開設・運営マニ

ュアルを作成し、それをもとにした避難訓練を実施している。 

 

４ 被災コミュニティの実情：西原村 

 本研究プロジェクトのメンバーである藤本延浩は、被害の大きかった熊本県西原村に地

震発生当時から在住しており、なかば孤立状態にあった現地においてコミュニティの復旧

と維持の困難さを身をもって感じ取った。 

・背景 

熊本県阿蘇郡西原村は、2016 年 4 月に発生した熊本地震の本震で震度 7 を記録し、甚大

な被害を受けた。藤本は 2010 年 3 月以来、西原村の門出地区在住であり、家族（妻 1 人・

子 2 人）とともに熊本地震で被災した。 

藤本は、熊本地震発生直後から災害対応活動に携わり、西原村災害ボランティアセンター

の統括を設置当初から 3 ヶ月半担い、その後は、復興支援団体「西原村 reborn ネットワー

ク」の代表として復旧・復興活動にかかわってきた。同時に、環境社会学・地域社会学の研

究者として、地域社会に関わるこれまでの研究成果を生かしながら、熊本地震を題材とした

研究を進めてきた。すなわち、藤本は熊本地震にみまわれた西原村における「被災当事者

（生活者）」かつ「支援者」、あるいは「被災当事者（生活者）」かつ「観察者（研究者）」で

あるという、「両義性」を持った存在であり、熊本地震に関わる活動・研究においては、常

にこの「両義性」を生かすことを念頭に置いている。 

・2018〜2019 年度における「被災当事者」「支援者」「研究者」としての活動 

熊本地震は 2020 年 4 月をもって発生から 4 年が経過した。この間、日本全国で自然災害

が多発し、熊本地震被災地外における熊本地震の「風化」は顕著である。西原村内であって

も、復旧・復興の歩みは「個別性」が強く、各個人・世帯によって、あるいは各エリアによ

って、時間の経過とともにその格差が拡大している。2018〜2019 年度は、まさにその格差

が急速に拡大していった時期であったといえる。 

＜被災当事者として＞ 

藤本は、熊本市内にある熊本学園大学の教員という「村外での勤め人」であり、移住者で

ある（西原村に固定資産を持たない）こともあって、通勤に使用する道路の復旧が半ばであ

ることを除けば、2020 年現在は、日常生活において熊本地震の影響を感じることはほとん

どなくなっている。ただ、個人的な村内の知人には、未だ家屋の復旧ができていない者も、

農業の再開を諦めた者もあり、このこと自体、先に述べた「格差拡大」を如実に示している

と言えよう。 

＜支援者として＞ 



「西原村 reborn ネットワーク」の活動を継続してきたが、村内・村外メンバー共に、以

前と同様のレベルでは活動が難しくなっている。村内メンバーは（報告者も含め）村内にお

ける生活者である。地震発生から時間が経過することで、「個々における復旧・復興が進め

ば進むほど、日常生活に追われるようになり、社会活動に割くことができる時間や労力が小

さくなる」というジレンマに陥るようになった。一方で、村外メンバーの多くは、災害活動

やボランティア団体に所属していたり、研究者であったりするが、国内で災害が多発する

中、熊本地震以外の被災地での活動に時間・労力・資金を割くようになってきている（村外

メンバーには地元で災害が発生した者もいる）。 

このような、支援する側における資源動員の問題と同時に、「どこに向かって支援をする

のか」についても、時間が経つに従って見えにくくなってきていること（被災の潜在化）も、

支援を難しくしている。2019 年 2 月 17 日に西原村 reborn ネットワーク主催で開催した

「第 2 回西原村復興大座談会」では、「子育て世代」「障がい者」「小さな集落」など、立場

ごとに意見や現状の集約が報告され、「西原村」とひとくくりにできない被災と復旧・復興

の実情が浮き彫りになった。 

＜研究者として＞ 

 「コミュニティ」が被災・復旧・復興を考える上で重要なポイントであることは、あらゆ

る分野から指摘が続いている。しかし、その「コミュニティ」が何を指し示しているのか、

あるいは、「コミュニティ」をどのように捉えるかについて、各々の議論にはゆらぎがあり、

また対象の具体性に欠けている（「コミュニティ」という言葉を曖昧なまま“便利に”使って

いる）議論も少なくない。このように、藤本は、今後とも、被災者における「個別性」に着

目しながら、災害にかかわる「コミュニティ」に関する考察を徐々に深めている。 

 

Ⅳ 成果物（論文等） 

 

 本研究の強みは、①企業を対象とした BCP の考え方や手法の研究について比較的早期に

取り組んでいた研究者たちからプロジェクトが構成されていること、②社会学的な観点か

ら地域社会のレジリエンスに関心を寄せるメンバーがいること、③企業経営者、行政書士や

弁護士、市民グループ、それに学生と日頃からつながりのある研究者たちによって構成され

ていること、そしてなにより④自身たちが「被災者」としての経験を有したことによって

「個別性」を「社会性」に拡張すべき課題と問題意識を有していることなどである。 

 国内外における調査活動からはさまざまな知見を得ることができた。阪神淡路大震災

（1995）、新潟県中越地震（2004）、東日本大震災（2011）などたび重なる大震災の経験か

ら、わが国の防災・復旧・復興に関する実践事例や研究の進展を知り、また、政策立案や運

営に関して関連する行政機関を通じて考察できた。また、海外では、台湾やイタリアなどの

調査を通じて、復旧にかかる時間や投入される資源の多寡が経済優先主義に強い影響を受

けていることなどを学んだ。加えて、イタリアなどに見られる被災直後に利用される避難所



の設備や環境の優秀さに多くの学ぶべきことを得た。 

 民間企業を対象とした BCP 普及に関しては、本研究活動から、「くまもと BCP 研究会」

が立ち上がるなど、熊本県内の企業経営者への啓蒙が一定の効果を上げていると考えられ

る。また、熊本市が制定している「熊本市業務継続計画」の再検討に、われわれの CCP 研

究を参画させる検討に入るなど、自治体レベルでは社会的影響を与えはじめていると評価

できるであろう。 

 

 主な成果物は以下のとおり。 

（１）書籍等（3 件） 

①著書『熊本地震と地域産業』（日本評論社 2018） 

②著書『熊本地震と熊本県の工業』（成文社 2019） 

③調査報告「熊本県中小企業家同友会熊本地震復興実態調査結果報告」（熊本学園大学付属

産業経営研究所 2019） 

（２）論文・新聞記事等（12 件） 

①論文「西原村における被災と対応の個別性―地域社会レベルと時間の経過を軸に―」（『西

日本社会学会年報』2018） 

②論文「豊島を対象とした不法投棄事案における「個別性」に関する研究」（廃棄物資源循

環学会 研究発表会講演論文集 2018） 

③論文「災害復興を考えた事業継続計画(BCP)と事業継続マネジメント(BCM) (特集 災害

後の生活と復旧・復興)」（粉体技術 2018） 

④論文「災害対応リスクマネジメントと定常対応マネジメント・コントロールの相互作用」

（『会計専門職紀要』2019） 

⑤論文「中小企業経営者教育による管理会計実践の促進：熊本同友会の経営指針を創る会の

事例」（『産業経営研究』2020） 

⑥論文「熊本地震による製造業企業の被災状況と復旧過程に関する分析:―熊本県工業連合

会会員企業に対するアンケート調査に基づいて― 」（日本地理学会発表要旨集 2020） 

⑦論文「中小企業における経営理念の定着とボトムアップ型経営の実現」（『産業経営研究』

2020）、「事業継続の備え強化を」（読売新聞 2019 年 4 月 17 日） 

⑧論文  “Effective Disaster Response Risk Management based on Enabling Management 

Control in SMEs: A Case of Japanese SME’s Recovery from the Earthquake”  

⑨新聞記事「事業継続の備え強化を」読売新聞 2019 年 4 月 17 日 

⑩新聞記事「熊本市で BCP 講演会：重要業務絞り込みを」（熊本日日新聞 2019 年 6 月 20

日） 

（３）学会報告等 

①「災害対応リスクマネジメントと定常対応マネジメント・コントロールの相互作用」（日

本会計研究学会 2018 年 9 月 4-6 日） 



②「豊島を対象として不法投棄事案における「個別性」に関する研究」（廃棄物資源循環学

会 2018 年 9 月 12 日） 

③「熊本地震における「自分事例」から問う内発的復興」（日本質的心理学会シンポジウム 

2018 年 11 月 25 日）、 

④“The Interaction between Risk Management Control,”12th New Zealand Management 

Accounting Conference（The University of Waikato, Hamilton, New Zealand, 2018 年 11 月

20 日） 

⑤ “Effective Disaster Response Risk Management based on Enabling Management Control 

in SMEs: A Case of Japanese SME’s Recovery from the Earthquake,” The First Conference 

on Management Accounting and Control in SME’s （Università degli Studi di Perugia, Assisi, 

Italy, 2019 年 4 月 12-13 日） 

⑥「震災における被災と復興の「個別性」」（西日本社会学会 2019 年 5 月 27 日）。 

（４）講演 

「災害発生時の事業継続計画について」（日本 ELV リサイクル機構未来部会 2019 年 2 月

23 日） 

（５）セミナー等の開催 

①「中小企業のための BCP セミナー：東日本大震災の事例から学ぶ」講演者：鈴木工業株

式会社 鈴木伸彌氏（2018 年 7 月 31 日） 

②「BCP 計画の策定」ワイズ・リーディング（2018 年 11 月 19 日） 

 

Ⅴ 研究活動の評価と残された課題 

 

 計画当初にわれわれが設定したプラン（テーマ）は、次の７つであった。①地域事業継続

計画（CCP）の定義、②地域の震災への対応状況と課題を明確化、③震災前に策定された

CCP の課題を明確化、④震災後の CCP の改訂状況・導入状況を明確化、⑤BCP をベース

とした CCP の策定、⑥「CCP 作成手順書」の策定、⑦調査先地域での CCP 作成し課題を

明確化。このうち、①②③⑤⑦についてはほぼ完了することができた。他方で、④（の一部）

と⑥については、研究機関内に終了し成果を出すことができていない。とくに、⑥について

は、熊本市との協議を 2020 年 1 月から本格始動を予定しており、とくに、熊本市中央区を

対象とした個別地域の CCP 策定の準備作業にとりかかろうとしたときに新型コロナウイル

スの影響で、大幅な活動の縮小と中止がなされ、現時点では進展が見られていない。しかし

ながら、一定の状況改善が見られたら、本活動の再開を予定している。 

 

  



Summary 

 

1.  Outline of the study 

 This research project was launched in response to the "2016 Kumamoto Earthquake". 

Until then, several of our members have been conducting research on the social 

understanding and dissemination of business continuity plans (BCPs), which serve as a 

basis for early recovery from the disaster, mainly in the private sector. This study is 

conducted in collaboration with experts in regional sociology, human geography, and 

other fields, based on an awareness of the possibility of applying the findings of BCP to 

disaster prevention and post-disaster recovery to a wider range of local communities. 

2.  Activities 

(1) Research workshops: We received many rich information provided by guests not only 

but our members. 

(2) Research activities: On-site surveys mainly in the disaster area and surveys of 

relevant administrative and research institutions. 

(3) Seminars, etc.: Seminars for corporate executives and citizens. 

3.  Results. 

 A variety of findings are obtained from the research activities in Japan and abroad. 

Based on the experiences of the Great Hanshin-Awaji Earthquake (1995), the Niigata-

Chuetsu Earthquake (2004), and the Great East Japan Earthquake (2011), we are able 

to learn about the progress of practice and research on disaster prevention, recovery, and 

reconstruction in Japan, and to discuss policy making and management through 

relevant administrative agencies. In other countries, through research in Taiwan and 

Italy, we learned that the time it takes to recover and the amount of resources that can 

be invested are strongly influenced by economic priorities. In addition, we learned a lot 

from the superiority of the facilities and environment of the evacuation centers used 

immediately after a disaster, as seen in Italy and other countries. 

4.  Evaluation and Remaining Issues 

 At the beginning of the project, we set seven research themes. Of these, the definition 

of the CCP and the procedure for developing it were almost completed. On the other hand, 

some themes have not been able to finish and deliver results in the period. Discussions 

with the authority on the formulation of a CCP for Kumamoto City were scheduled to 

begin in January 2020. However, due to the impact of COVID-19, there has been a 

significant reduction and cessation of activity, and no progress has been made at this 

time. However, we plan to resume this activity once we see some improvement in the 

situation. 


