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有事の際も、
持続可能な企業を目指して

特 集 1 大災害発生時への対応

　2011年３月11日14時46分頃、宮城県沖でマグニチュード
9.0の巨大地震が発生しました。当社の関東以北５ヵ所の営業
拠点が未曾有の大地震を体験しました。仙台営業所では従業
員の住宅が被災し、東京エリアでは交通機関の停止にともな
う帰宅困難者が発生しました。

生命の安全確保を第一に
■ 従業員の安全確認
　当社では、地震などの大災害発生時に速やかに従業員の安
全を確認するために安否確認システムを導入しています。
　東日本大震災では、システムの一部でインターネット回線
が繋がらなかったため、代わりに緊急連絡網による電話での
安全確認を行い、確認対象の５拠点86名全員の無事を当日
中に確認しました。また、東京エリアでの帰宅困難者には、近
隣の宿泊施設を確保して対応しました。

■ 支援物資の緊急輸送
　仙台営業所エリアで食料や日常生活用品が不足していた
ことから、3月15日に本社および小牧工場の災害非常用備蓄
品を救援物資として同営業所へ緊急輸送のうえ、近隣の避難
所、被災したお客様と当社従業員に配布しました。

事業継続のために
■ 緊急対策連絡会の立ち上げ
　今回の地震で、当社グループの生産拠点に直接の影響は
ありませんでしたが、一部原材料・部品の調達が困難となりま
した。お客様にご迷惑をお掛けしないことを一義とし、調達、
生産体制、物流、そして製品の放射線検査対応などの情報を
全社横断的に把握・共有するために緊急対策連絡会を設置し、
対応しました。

各種支援活動
■ 義援金
　被災者の皆さまの救援や、被災地の復興に役立てていただ
くため、国内外のグループで合わせて１億１千万円を各国赤
十字社などを通じて拠出しました。

米国特殊陶業に届いたお見舞のメッセージ チャリティー活動（南アフリカNGKスパークプラグ）

■ 支援物資の提供
　小牧工場では、全従業員に呼びかけて未使用のタオル類を
約2,300枚集め、愛知ボランティアセンター経由で被災地へ
提供しました。また、当社グループのＮＴＫセラミックにおいて
も生活物資を集め、被災地へ届けました。

支援物資収集活動（小牧工場） 支援物資（NTKセラミック）

■ 東日本での採用説明会開催
　東日本地域の学生の皆さまに公平な選考機会を提供する
ため、採用説明会の開催スケジュールの変更をホームページ
に開示し、東京での開催を５月中旬へ延期、被災地対応として
仙台では５月下旬に開催しました。

■ ボランティア休暇制度
　社会貢献活動（ボランティア）を行うための休暇日数を年間
で10日、通常５日連続で取得できる制度を設けていますが、
東日本大震災でのボランティア活動では10日連続で取得で
きるようにしました。この休暇制度を利用して５月上旬と６月
下旬に２名がボランティア活動を仙台市で行いました。

今年３月11日に発生した東日本大震災において、当社グループでは
従業員の安全確保と事業の継続に取り組むとともに、被災地への支
援活動を行いました。また、東海地震などの将来的な大規模地震に備
え、被害の拡大防止や危機管理体制の強化に取り組んでいます。

東日本大震災への対応

本社工場での避難訓練風景
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　当社グループの事業所の多くが立地している東海地方は、
東海地震・東南海地震・南海地震の３つの大規模地震の影響
を受ける可能性があります。中でも、本社のある名古屋市は、
東海地震に係る地震防災対策強化地域、および東南海・南海
地震の防災対策推進地域の両方に指定されています。その
ため、事業活動への被害を最小限に留めるように備えており、
地元地域との連携強化にも努めています。

■ 東海・東南海・南海地震の想定震源域

 東海地震に係る地震防災対策強化地域
 東南海・南海地震防災対策推進地域
 東海地震に係る地震防災対策強化地域および

 東南海・南海地震防災対策推進地域の両方

南海トラフ

四国四国
紀伊半島紀伊半島

名古屋名古屋
京都京都

駿河トラフ

南海地震

東海地震

東南海地震

地震防災対策強化地域：大規模地震発生時に著しい地震災害が生じる
恐れがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域。

各種防災活動
■ 地震防災対策マニュアル、啓蒙活動
　防災体制や行動に関する具体的な施策を事業所ごとにマ
ニュアルで定めています。
　来訪者と従業員の安全確保を最優先し、設備の致命的損傷
の回避と火災・爆発等の二次災害の発生防止に努め、早期復
旧に備えています。また、全従業員に
『防火・防災ガイドブック』と「大地震
発生時の行動基準」を配布し、新入
社員教育研修などの場で啓蒙活動
を行っています。

■ 災害非常用備蓄品
　当社は災害等に備えて、飲料水や保存食、および生活必需
品を備蓄・管理しています。東日本大震災時には、これらの一
部を救援物資として提供しました。

■ 防災訓練
　当社グループでは、各事業所において毎年防災訓練を実施
しています。また、自衛消防隊を組織し、防災訓練や出初式で
日頃の訓練の成果を披露しています。さらに、危険物を取り扱
う部署においては、漏洩や火災などで社外に影響を及ぼすこ
とのないように訓練を行っています。

■ 安否確認訓練
　年1回、安否確認システムの登録者全員を対象とする全社
一斉訓練を実施し、全員から安否報告を得ています。訓練や
実際のシステム利用で判明した課題は、改善を図っています。
　また、地震発生直後に安否確認システムや通信回線が利用
し難いことを想定し、緊急連絡網などの連絡手段を複数確保
して備えています。

災害防止協定
■ 自治体との協定
　小牧工場では小牧市で大災害が発生した際、小牧工場の自
衛消防隊や消防車で救援活動に協力する協定を締結してい
ます。また、小牧市が主催する防災訓練やイベントに参加し、
災害発生時に効果的な行動を起こせるようにしています。
　また本社工場では、所在する名古屋市瑞穂区の御

みつるぎ

剱学区と、
大規模災害時に資機材や装備品などを提供する覚書を締結
しています。

大規模地震に備えて

自衛消防隊放水訓練（小牧工場） トラック軽油漏洩防止訓練
（名古屋物流センター）

Voice

　リスクマネジメントの一環として、企業にとっての防災活動は重
要度を増してきました。人命を最優先に行動するのはもちろんのこ
と、各ステークホルダーへの影響を最小限に抑えることも必要で
す。私自身、16年前の阪神淡路大震災の被災地を目の当たりにし
ており、大地震の恐ろしさ、被害の大きさを痛感しておりました。
　しかし、東日本大震災では今までの想定を超える事態が続出しま
した。有事の際に慌てないためにも、今回の震災での課題を克服し、
事業継続活動の再点検と充実を図ります。また訓練では、最悪の
事態を想定してもし過ぎることはないというこ
とを肝に銘じて、これからの防災活動に取り組
んでいきます。

取締役 　松成 慶一

大地震発生時の行動基準 防火・防災ガイドブック
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