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各取組事例の見方 頁 

各取組事例の見方 P1 

 
自分を守る！ 
▶初動体制の構築  

社員等の対する教育・啓発・訓練を行う 頁 

001 道内全 JA による防災対策の実施と「防災の日」の設定 JA グループ北海道 P3 

002 障がい者・高齢者の災害時の不安解消を目指す IT 機器利活用
促進講座 

特定非営利活動法人あおもり IT 活用サポートセン
ター 

P4 

003 若手漁業者リーダーによる各地域の災害対策の情報交換と、漁協
女性部による防災チェックシートの作成 

全国漁業協同組合連合会（JF 全漁連） 
P5 

004 被災後の生活再建のための知識の普及を目的とした研修 SOMPO リスクマネジメント株式会社 P7 

005 地震の危険を触って学ぶ、視覚障がいのある子ども向けの防災教
材 

和歌山県障害者支援赤十字奉仕団 
P8 

006 訪日外国人の防災意識を高めるお守り型の防災情報ツール 株式会社ヒロモリ Fun to BOSAI Unit P9 

    

役割やルールを決める 頁 

007 海岸沿いの町における漁業者と地域住民による共同防災訓練 愛南地区沿岸海難（津波）救助協議会 P11 

008 大規模感染症対策を新たに盛り込んだ組合版 BCP の改定 熊本県生コンクリート工業組合 P12 

    

連携組織をつくる 頁 

009 四国４県のバス協会による災害協定の締結 一般社団法人四国バス協会 P13 

    

通信手段の確保や情報の共有を行う 頁 

010 施設管理者向け「災害対策判断支援サービス」 株式会社ウェザーニューズ P14 

011 災害時に要配慮者を守る災害弱者支援アプリの開発 金沢医科大学/アイパブリッシング株式会社 P15 

012 内水氾濫による浸水を検知し、住民に LINE で通知するセルラー
通信式浸水検知センサ 

亀岡電子株式会社 
P17 

013 災害現場と本部との即時の情報共有を可能にする報告アプリ 西菱電機株式会社 P18 

014 難病患者のための防災ガイドブックの作成、配布 難病カフェアミーゴ P19 

015 屋内位置情報システムの提供 ニッタン株式会社 P21 

016 施設等における避難誘導をサポートする行動支援システム「ボウサ
イコンパス」 

株式会社 Bit peeps 
P23 

    

▶重要資産の防護と回復力の強化 

重要施設を防護する 頁 

017 防災 IoT サービス「みまわり伝書鳩」 ITbook テクノロジー株式会社 P25 

    

▶エネルギー供給の継続 

自立・分散型システムを導入する 頁 

018 災害時の農村地域の電力を守る自家消費用太陽光パネルの設
置 

千葉エコ・エネルギー株式会社 
P26 

 

  



 

 

顧客を守る！ 
▶顧客の生活を支える 

 

レジリエンスに特化した商品やサービスをつくる 頁 

019 水発電機「AQUENEOUS」の製造・販売 Aqua Power Energy 株式会社 P27 

020 リスクを伴う災害復旧作業に対して労災リスクと第三者賠償リスクを
補償する「防災協定プラン」 

AIG 損害保険株式会社 
P28 

021 土砂災害予測の精度を上げる新たな斜面崩壊危険度評価手法
の開発 

株式会社キタック 
P29 

022 強い力が不要な、自動車水没時に緊急脱出するためのコンパクト
ツールの開発 

株式会社コジット 
P30 

023 大切に想う気持ちを贈る防災グッズ専門のカタログギフト 株式会社 KOKUA P31 

024 ブラックアウトに際し、無電力の光で安心安全を担保する蓄光商材 コドモエナジー株式会社 P33 

025 ソーシャルメディアと自社アプリユーザーから収集したビッグデータの AI
解析による災害情報収集と活用 

株式会社 JX通信社 
P35 

026 子育て世代が抱く災害時の不安や悩みに向き合い続ける防災ボッ
クス 

有限会社西谷（まちの防災やさん 西谷） 
P37 

027 津波対策用の密閉型・住居スペース設置型シェルター 株式会社光レジン工業 P39 

028 愛犬のための「うちの子防災スターターキット」 ペットライフサポートふぅ P40 

029 局地気象予測に役立つ小型気象レーダー 古野電気株式会社 P41 

030  小型・軽量かつ用途に合わせて連結・分離できる蓄電池 まちのちから合同会社 P43 

031 盲導犬総合支援センターによるペット避難グッズの開発 一般社団法人盲導犬総合支援センター P44 

032 東日本大震災の経験や被災者の声をもとに開発された新たな防
災備蓄食 

株式会社ワンテーブル 
P45 

    

顧客の施設等の耐災害性を強化する 頁 

033 大型化する台風等による風害から窓を守る高耐風圧シャッター 三和シヤッター工業株式会社 P46 

034 耐震天井の普及活動を通じた安全・安心な空間づくり 日本耐震天井施工協同組合（JACCA） P47 

035 シートの壁で豪雨の建物浸水を抑制する水防ツール 太陽工業株式会社 P49 

  

商品やサービスに防災機能を付加する 頁 

036 災害時に強いレスキュードローンの開発 東光鉄工株式会社/株式会社自律制御システム
研究所 

P50 

037 貼紙防止効果付き避難誘導防災シート 株式会社ニッソク P51 

    

災害時に顧客へ必需品や必要なサービスを提供する 頁 

038 バーチャルキャラクターによる常駐警備サービスで災害時の混乱を低
減 

セコム株式会社 
P52 

039 平常時は備蓄槽、災害時はトイレになる「災害トイレ２Ways 大
地くん」 

有限会社四国浄管 
P53 

040 避難所や隔離施設として活用できる「インスタントシェルター」 株式会社 LIFULL P55 

    

    

 

  



 

 

地域を守る！ 
▶普及啓発・人材育成 

 

意識の向上、知識・ノウハウの普及を図る 頁 

041 実践的安全教育プログラム「ぼうさい探検隊」 一般社団法人日本損害保険協会 P56 

042 「やってみたい」と思える防災を目指すあそび防災プロジェクト 株式会社 IKUSA P57 

043 避難生活における車中泊受入訓練 高知防災プロジェクト P59 

044 地域の助産師会による災害時協定の締結と妊産婦の防災に関す
る普及啓発活動 

公益社団法人東京都助産師会 新宿中野杉並
地区分会 

P61 

    

レジリエンス教育を行う 頁 

045 ドローン利用を地域の力で！地産地防プロジェクト パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 P63 

    

 

レジリエンスに取り組むコミュニティを形成する 頁 

046 山間部の集落での玄関先の旗による災害時安否確認 生東区自主防災会 P65 

047 こども食堂向けの防災マニュアルの作成 ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター・むすびえ P66 

048 防災トランプを活用した、世代を超えて防災について楽しく話し合う
場づくり 

株式会社ウイングベース/神奈川わかものシンクタン
ク/ 公立大学法人長岡造形大学 

P67 

049 各地の郵便局長会による地域の防災・減災に向けた活動 鳥取県伯耆地区郵便局長会/ 宮城県北部地区
郵便局長会/静岡県東遠地区郵便局長会 

P69 

050 二輪ライダーが災害に関する経験やノウハウを共有する「防災ライダ
ープロジェクト」 

ヤマハ発動機株式会社 
P71 

    

 

▶被災者等の支援  

災害時に支援する 頁 

051 石灰石でできた「ストーンシート」を活用した災害対策と社会貢献 有限会社エイチ・ティープログレス P72 

052 災害時に被災地へ移動し仮設宿泊所として活躍するコンテナ型ビ
ジネスホテル 

株式会社デベロップ 
P73 

053 災害時の緊急撮影により復旧を支援する「災害緊急撮影プロジェ
クト」 

株式会社パスコ 
P75 

054 離島の食品メーカーだからこそできる災害時の救援物資供給の協
力 

ごと株式会社 
P77 

    

復旧・復興を支援する 頁 

055 全国の瓦工事店のネットワークによる災害時復旧工事の協力体制
構築 

合同会社コンプリアール 
P78 

056 再生したタイルカーペットの被災地での活用 株式会社エムシープランナーズ P79 

057 平成 30 年７月豪雨における被災事業者の復旧支援活動 真備船穂商工会青年部 P81 

    

▶地域との連携  

自然災害や火災を防いでいる 頁 

058 山地での斜面流水による小規模崩壊を防ぐ KODOBOKU(小土
木)技術 

株式会社シーテック 
P83 

059 林道・作業道の崩壊を防ぐ路面排水帯「ブンサンベルト」 有限会社宮地建材店 P85 

    
 

地域の防災の拠点となっている 頁 

060 配送センターの構造を活かした地域の防災拠点 生活協同組合コープみらい P86 

  



 

 

 

※目次は、【目的】、【大分類】、【小分類】別にひとまとめにしています。 

【目的】 【大分類】 【小分類】 件数 

自
分
を
守
る
！ 

初動体制の構築 社員等に対する教育・啓発・訓練を行う 6 

役割やルールを決める 2 

連携組織をつくる 1 

通信手段の確保や情報の共有を行う 7 

重要資産の防護と回復力の強化 重要施設を防護する 1 

エネルギー供給の継続 自立・分散型システムを導入する 1 

顧
客
を
守
る
！ 

顧客の生活を支える レジリエンスに特化した商品やサービスをつくる 14 

顧客の施設等の耐災害性を強化する 3 

商品やサービスに防災機能を付加する 2 

災害時に顧客へ必需品や必要なサービスを提供する 3 

地
域
を
守
る
！ 

普及啓発・人材育成 意識の向上、知識・ノウハウの普及を図る 4 

レジリエンス教育を行う 1 

レジリエンスに取り組むコミュニティを形成する 5 

被災者等の支援 災害時に支援する ４ 

復旧・復興を支援する 3 

地域との連携 自然災害や火災を防いでいる ２ 

地域の防災の拠点となっている １ 

合計 60 
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