
Photo by Toshimichi Sugihara



Photo by Toshimichi Sugihara



事 業 継 続 計 画
（Business Continuity Plan）

策定していなかった

益城町と宇土市

庁舎が大きく損壊

策定していた大津町は
規定通り第二庁舎に移動して業務を続けた



宇土市役所の災害対応（危機管理室課長記録から）
※杉原が直接面談で聴き取らせていただいた。

４月14日（木）21:16 震度5強

パソコン40台→2台

22:00 災害対策本部設置
（市役所別館）

16日（土）01:25 震度6強

庁舎 4階部分崩壊

（まちづくり推進課の端末 →HP更新に使用）
駐車場の一角の車の中で使用

パソコン300台→40台



4月21日（木） パソコン2台→10台

02：45 災害対策本部を市役所裏駐車場
にテント張って移設

17：00 災害対策本部→市役所隣接の合
同庁舎会議室に移転

□ 人手が圧倒的に不足

□ あらゆる資料が手許にない→庁舎へ
入れず、データ類の確認ができなかった



2016.4.16「熊本地震」に学ぶ

事業継続の状況
参考・引用資料：『リスク対策.com Vol.55号』アンケートデータ



211件
（63.7％）

120件
（36.3％）

被災した



人的、物的＆「業務の影響」の有無

影響は
なかった
（35.8%）

細部まで把握
できていない
（3.1%）



BCP（事業継続計画）はどうだったか？

■ 夜間の震災発生時の「対策本部の立ち
上げ」とメンバー招集に課題（想定不足）

■ 従業員の被災で、要員の確保が困難
⇒BCP未策定・想定不足（緑文字⇒杉原所見）

■ 事業所が被災した場合の対応方法が明
確になっていなかったことが顕在化した
⇒BCP未策定



行政、地域住民・事業所のコメント

■ 九州では大きな震災がなかったことも
あり、防災面の意識が低かった。

■九州では、風水害対策に重点をおいて
いたため、地震対策には抜けがあった。

■すべて想定不足（勉強不足、リスク評
価の不足）だった。



〔従業員〕や〔お客様〕への

発災時間帯別の対応を確立しているか？

・業務時間内、業務終了後、通勤時間帯
・送迎（お客様・従業員）時、
・業務による社内不在（出張ほか）時

災害発生時

・出社指示 ・社（施設）内滞留指示
・帰宅指示・外出先からの帰社など



労働契約に基づく限り、就業時間外の従業員
の行動、つまり「事業所内滞留には応じずに帰宅
を選択する」ことを引き留める権限は事業者には
ないと考えられています。

しかし一方で、事業者としては、法令、地域防

災計画に基づき行政の帰宅困難者対策に協力
する責務があります。

災害時に、「従業員へ対応を指示できるか」とい

う観点から、社内で協議または労使との協議・協
定が必要と思われます。

（17.12.13 丸の内総合法律事務所中野弁護士）



6. 判例から学ぶ課題と対策



2014.12.4 産經新聞

賠償額は計6,000万円

園側が控訴取り下げを決断しやすいよう
に、遺族側は、一審判決が命じた計約1億
7,700万円の賠償額を、ぐっと下げた金額を
提示。 園舎の解体費用が差し引かれた
6,000万円で落ち着いた。

日和幼稚園訴訟（園児5名死亡）
１２月３日 和解協議が仙台高裁で
開かれ和解が成立となった。



日本経済新聞 2015/1/13付

常磐山元自動車学校訴訟
宮城県山元町の常磐山元自動車学校の
教習生25人とアルバイト従業員の女性ら
26人が津波で死亡。

約19億1,000万円の賠償

地裁は「教習所側が津波を予見し、教習
生らを安全に送迎する安全配慮義務に違
反した」と指摘。



2016（平成28）年5月25日
仙台高等裁判所 和解成立

①学校、社長、専務（遺族）、Ｋ教官が連帯して、一教習生
につき50万円を支払う

②本件教習生は、本件津波で死亡したものであり、学校ら
は、本件震災に至るまで防災・避難マニュアルを作成し
ていなかったこと、本件震災当日本件教習生に対する適
切な避難指示が行われなかったこと、本件教習生の死
亡という結果の一因となったことを認める

③社長は、本件教習生の遺族である原告らに対し、本件
教習生が死亡するに至ったことを陳謝し、心から哀悼の
意を表する

④自動車学校、社長は、今後一切自動車学校及びこれに
類する施設を運営しないことを約束する



宮城県女川町の七十七銀行女川支店の
屋上に避難して犠牲になった従業員３人の
遺族が同行に約２億３５００万円の損害賠
償を求めた訴訟、及び同県山元町の町立
東保育所の園児の遺族が町に約３１５０万
円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第２小法
廷（鬼丸かおる裁判長）は、遺族側の上告を
退ける決定をした。遺族側敗訴とした１、２
審判決が確定した。決定は１７日付。

2016.2.19 産經ニュース

女川町の七十七銀行女川支店
町立東保育所 原告側の敗訴確定



当日、支店には、14人の行員らが出勤。地震の約10分
後の14時55分頃、支店長が外出先から戻った時、6
メートルの大津波警報が出ていたことから、支店長は
15時前、高さ約10メートルの2階屋上への避難を指
示した。派遣スタッフの1人は帰宅。残りの行員ら13人が屋上
へ避難。約30分後の15時25分頃、屋上は津波にのみこまれて、

全員が流された。生還できたのは、行員1人のみ。4人が死
亡し、8人が行方不明。

2階建て鉄筋コンクリート造り。屋上の一部にある3階電気室屋
上までの高さが13・35 ｍあった。

予想された女川町の津波の最大高さが5.3～5.9 ｍ だった

ことなどから、津波避難ビルとしての適格性を有するも
の」と判断していた。



予見可能性なし
控訴人らは、「宮城県地震被害想定調査に関する報告
書」等・・・において、実際にはより高い津波高となる可能
性が記載されていることなどを指摘して、想定されていた
津波の高さよりも高い津波が女川町に襲来する危険性を
当然に予見することができたと主張する。
・・・これについて一般的な注意を喚起する趣旨によるもの
と解される。したがって、上記想定を超える高さの津波の
襲来を具体的に予見することができたとは認められない。

2016/02/19 - 「津波は予測不可能だった」として、遺族

の請求を棄却した一、二審判決が確定した。津波被害
者が起こした訴訟が、最高裁で確定するのは初めて。

毎日新聞2016年2月18日



2011.3.11 宮城県石巻市立大川小学校
学校管理下の児童74人が死亡・行方不明

可能な限り津波を回避できる場所に児童
を避難させる「注意義務」「結果回避義務」
違反の過失

河北新報 2016年10月27日（木）

損害賠償は14億2600万円あまり

大川小学校 訴訟
仙台地裁は、市と県に対し

14億2600万円あまりの賠償を命じた。



2018.01.22 控訴審が結審
和解勧告見送り

判決は４月26日 仙台高裁

小川浩裁判長は双方に和解の意思を
確認。市・県側は希望したが、遺族側
が拒否（「事前の予見義務があった」、市教
委の対応は「適切なマニュアル策定の指導

義務を怠った」） したため、和解勧告し
なかった。

河北新報 2018年01月24日（水）



「会社は従業員の生命及び健康など、
地震や津波といった自然災害の危険か
らも、保護されるよう配慮すべき義務を
負う」

企業は安全配慮義務に沿って、地震や
風水害に対して建物や設備だけでなく、
避難や帰宅・残留を指示する立場にも
ある。その判断やそのタイミングを誤れ
ば、責任が生じることがあるということを
認識しておかなければならない。



確認書

○○○株式会社 御中
今般の災害において、私は貴社から社会的要請およ

び安全上の観点から会社施設内に待機するよう度重なる
要請を受けました。しかし私側の諸事情により、会社施設
内を退去し、自宅に帰宅することとしましたので、その旨
お届けいたします。
以上のとおり私の意思で退去するものですから、帰宅途
上において、私が負傷、死亡、行方不明等になったとして
も、当然、会社には何等の責任もないことを確認します。
また、帰宅途上は、緊急車両の邪魔にならないこと、道路
啓開作業に支障にならないように配慮します。

年 月 日
氏名 印（自筆）



○帰宅困難者に対する
事前計画・マニュアル未整備

○帰宅困難者対策の認識不足
⇒むやみに移動を開始

○想定外の場所、時間での
帰宅困難者の滞在

⇒事前の避難スペースの提供
情報開示が必要

対策・対応への課題①

2012（平成24）年2月 東京消防庁予防部 対応状況等の調査



○施設を開放しないことへのクレーム

○急病人・高齢者、妊産婦、乳幼児など
災害時要配慮者への配慮

○物品の不足
・水、食糧
・毛布、布団等
・マット

・携帯電話の充電器（3.11 困ったこと 33%）

対策・対応への課題②

2012（平成24）年2月 東京消防庁予防部 対応状況等の調査



○情報不足
・交通機関
・外出社員の安否 ・家族の安否
・地域の被害状況 ・建物内部の状況
・使用できるトイレ

○交通機関や周辺の状況の情報収集が
できないと、ビル管理者として

指示は出せないと感じた。

対策・対応への課題③

2012（平成24）年2月 東京消防庁予防部 対応状況等の調査



急がれる事業所の
今後の取り組みと検討課題

＜自助＞
従業員、来客に対し「留まる（留まらせる）」
ことの啓発と徹底（むやみに移動させない）

＜共助＞

●「一時滞留スペース」の確保と誘導

●「情報提供拠点」設置と運営

●ポータブルトイレ・毛布・水などの備蓄

一斉帰宅の抑制（大阪府ガイドライン）



裁判から導かれるポイント
「安全配慮義務」を履行するために

１．科学的知見に基づく対策であること

２．当該施設を取り巻く周辺事情も勘案した対
策であること

３．リスクに遭遇した際の管理者としての現場判
断が合理的であること

４．ハードの対策については実現可能性を考慮
すること
⇒いま、どう判断し、どう取り組んでいるか

資料：丸の内総合法律事務所
弁護士中野明安



５．ハード対策の限界も検証し、補完する対策
(避難対応訓練、防犯教育訓練)も必要

６．管理者の実施する対策のほか、利用者へ
の情報提供、注意喚起(自助の喚起)が有
効

７．ただし、利用者への情報提供、注意喚起は
実践的なものであることが重要

実践的⇒使える、適切な注意喚起が重要。

資料：丸の内総合法律事務所
弁護士中野明安



Q１．耐震を満たしていない施設で安全配慮
義務を果たすためには？

Q２．セキュリティ対策が徹底されていない施
設で安全配慮義務を果たすには？

（A1.2）
従業員・利用者への情報提供、注意
喚起、安全な避難場所・避難経路の
告知と誘導訓練、防犯教育の徹底

資料：丸の内総合法律事務所
弁護士中野明安



Q3.  非耐震の建物の場合や、いま耐震診
断できていない場合、従業員に言うべ
きか、情報提供すべきか？

（A3）事業者として、我々は今後こうすると
示したうえで、先ず注意喚起、避難等
のソフト対応を！

○情報提供 ⇒ 自助の喚起

資料：丸の内総合法律事務所
弁護士中野明安



Q4. 現状の対策はどんどんレベルが
上がっていくが、それへの対応は
どのように対応していけばいい
か？

A4. 地域防災計画の想定をきちんと見
て、それに沿った内容にしていくべ
き。

資料：丸の内総合法律事務所
弁護士中野明安


