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3.1.5  事業継続能力の向上のための業務手順確立 

3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「事業継続能力の向上のための業務手順確立（以下、ＳＯＰ）」については、災害時に

おいては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるために、

平時に行っている中核業務の継続を行いながら、早期復旧を可能とするために災害時

特有に発生する業務を実施する必要があり、加えて、この事業継続を実現するための

方法・手段をあらかじめ取り決めておく必要がある。特に災害対応機関においては、

災害規模に応じて、災害時特有に取り組むべき業務量が膨大な量となり、応援を得て

業務を実施することが必須であるが、平成 28 年熊本地震の事例においても、多くの応

援が現地入りするが、その災害対応業務の手順が確立しておらず、また業務に対する

経験も認識にもバラつきがあり、災害対応業務の一貫性と質の担保が図られていない

現状が課題となっている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベ

ストプラクティスを伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、

組織の共働プロセスにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であ

り、その抽出と検討を実施する。 

(b) 平成３０年度業務目的 

a.事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 
過去の災害対応の事例から災害対応要素を収集・整理等を行うとともに、様々な主体・

運用方法を含めた業務構成要素の手順化について検討を行う。 
 (c) 担当者 

所属機関 役 職 氏 名 

公立大学法人 兵庫県立大学  

環境人間学部  

准教授 木村 玲欧 

国立大学法人東京大学 大学院工学系

研究科 

准教授 廣井 悠 

国立大学法人東京大学 生産技術研究

所 

准教授 沼田 宗純 

 

(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

本年度においては、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、過去の災害対

応の事例から業務プロセスを手順書として文書化するための構成要素を収集した。 
特に、１）当該年度に発生した 2018 年大阪府北部地震における企業の事業継続活動に

関する質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しなかった理由や、BCP への組織

の取り組み度合いによる差異などを明らかにし、２）災害対応に工程（プロセス）の視点

を持ちこんだ災害対応工程管理システム BOSS においては、2016 年熊本地震の事例の一

部をもとにした被災地内外の自治体職員に対する訓練によってシステムの検証・改良を行

い、３）帰宅困難者対策として企業が行う従業員の滞留対策を図上演習する「帰宅困難者



54 
 

支援施設運営ゲーム（企業内待機版）」（略称：KUG）について、事例分析のもとシナリオ

の追加等を測りながら、実際のワークショップでゲームを使用することで検証・改良を行

った。 
(b) 業務の成果 

1)過去の災害対応事例の収集 
a)2018 年大阪府北部地震における企業の事業継続活動に関する質問紙調査 
 当該年度である 2018 年 6 月 18 日、月曜日の朝 7 時 58 分の通勤・通学時間帯に「大阪

府北部地震」が発生した。ブロック塀の倒壊によって 9 歳の女児や、本棚倒壊によって 85
歳の高齢者が死亡するなど、6 名が亡くなった。また、公共交通機関の寸断・停止により、

安否確認の仕組みが整っていない中で、出勤か帰宅かの判断に迷った多数の滞留者・帰宅

困難者が発生し、都市地震災害の脆弱性が再確認された。 
この地震で企業の事業継続活動にどのような影響を与えたのかを明らかにするため、6

月 22 日～29 日までの１週間、株式会社新建新聞社が運営する危機管理専門サイト「リス

ク対策.com」のメールマガジン購読者に質問紙調査を行った。対象としたのは、今回の地

震で震度５弱以上を観測した自治体に何らかの自社施設を有する企業として、148 の有効

回答を得た（全回答 173 のうち、震度 5 弱以上を観測した自治体に自社施設がないとした

回答などは除いた）。 
 回答企業は、上場企業と非上場企業がほぼ半数で、企業規模では 1000 人以上の企業が

約 6 割を占めた。業種別では製造業が 35％と最も多く、次いで情報通信業および卸売小売

業（それぞれ 13％）、サービス業（9％）と続く。また、今回の地震で震度 5 弱以上を観測

した地域（市町村）にある自社施設は、支社支店が 63％と最も多く、次いで営業所販売所

が 30％、本社本店があるとした回答は 22％だった。 
b)BCP（事業継続計画）が十分機能しなかった理由 
 回答企業の中で「BCP（事業継続計画）を策定したが、今回十分機能しなかった」と回

答した企業（n=73）に対して、なぜ機能しなかったのかの理由を尋ねたところ（図 1）、「災

害対策本部の設置が遅れた」「関係部門との情報共有が遅れた」「社員の防災意識が低かっ

た」といった項目が挙げられた。今回の地震では「通信の途絶」「施設・設備の被害」につ

いては大きな影響がなかったこともあわせると、災害対策本部の設置による指揮命令系統

と情報処理過程の確立、状況認識の統一(COP: Common Operational Picture)といった、

ISO22320（緊急事態管理－危機対応に関する要求事項）で要求されている基本的な事項が

達成されておらず、災害対応の初動でつまずいていることが明らかになった。そして、こ

のような BCP に位置づけられている災害時の対応体制が社員に共有されていなかったこ

とが問題であることが考えられる。 
 また、BCP が機能しなかった理由について、「BCP を策定したが一度も見直してない組

織」と「BCP を策定し定期的に訓練・見直しをしている組織」との差分を見たところ（図

2）、BCP を作りっぱなしの企業（＝策定したが一度も見直しをしていない企業）において

は、「トップの不在で指揮が遅れた」「災害対策本部の設置が遅れた」「今回の地震のような

事態を想定していなかった」「BCP 訓練が役に立たなかった」「主要メンバーの代替要員を

決めていなかった」といった、訓練の欠如などによって、被害想定が甘くなり、指揮命令

系統も機能不全に陥っていたことがわかった。平時からの定期的な見直しや訓練によって、

襲いかかる外力の想定を再確認し、外力が襲ってきた時の体制・対応までの一連の業務が
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迅速に達成されるように「わがこと」として身につけておくことの必要性が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1  BCP が機能しなかった理由 

(BCP を策定したが、今回十分機能しなかったと回答した組織) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  BCP が機能しなかった理由 
(BCP を策定したが一度も見直していない組織と、 

BCP を策定し定期的に訓練・見直しをしている組織との差） 
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c)初動対応で役立ったもの 
 大阪府北部地震において、初動対応で役立ったものを尋ねたところ（図 3）、「安否確認

システムの導入」「所有資産の耐震・免震工事・耐震固定」「BCP の継続的な見直し」「社

員の防災・BCP 教育」「日常的な SNS の活用」「BCP にもとづく訓練・演習の実践」が上

位 5 位(5 位は同率)に挙げられていた。BCP における被害抑止として「施設・設備の被害

を極力ゼロにする対策」と、被害軽減としての「従業員などの『人』の安否や人的資源を

確保するための安否確認システム」、そして「BCP の内容を社員が事前に認識・共有する

ための研修・訓練」が効果的に働いたことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3  初動対応で役立ったもの 
 
2)災害対応工程管理システム BOSS を活用した災害対応業務プロセスの整理と検証 
a)災害対応業務のプロセス化 
 2011 年東日本大震災や 2016 年熊本地震など過去の災害対応では、「災害対応の全体工

程が把握できない」「不適切な人員配置による一部の職員へ負担が集中した」「避難所の情

報ですら把握できなかった」など、時々刻々と変化する状況に対し効果的に対応できなか

った自治体は多い。その理由は、①災害対応に工程（プロセス）の視点がないために、全

体工程が分からず、誰が、いつ、何をするのかが不明であり、②各工程を実施するために
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2.68
2.95
2.96

3.07
3.15
3.19
3.20
3.28
3.34
3.37
3.38
3.38
3.44
3.45
3.46
3.47

3.56
3.58
3.65
3.66
3.68
3.68
3.71
3.77

4.09
4.18

1.00 2.00 3.00 4.00

安否確認システムの導入
所有資産の耐震・免震工事・耐震固定

BCPの継続的な見直し
社員の防災・BCP教育
日常的なSNSの活用

BCPにもとづく訓練・演習の実施
災害対策本部など災害対応体制の構築

本社と支社間などにおける自社内での支援体制の構築
防災マニュアル類

社屋・機械設備等の事前点検／リスクアセスメントの実施
BCPマニュアル類
避難訓練の実施

緊急地震速報システムの導入
備蓄品(水、食料、災害用品)の購入・買増し
BCPに基づく重要業務や目標復旧時間の設定

災害対応における代替責任者の決定
非常時用の無線機や災害時優先電話(衛星電話等)の導入

災害時情報共有システムの導入
本社や営業拠点の代替施設などの準備

非常用発電機の購入
他機関との災害時協定／相互応援協定の締結

火災・地震保険(地震拡張担保特約・利益保険等)加入
代替仕入先の確保

生産設備の代替施設・建屋の確保または準備
内部留保(現金等保管・預貯金等)の増大
アスベスト対策(マスクや防護服の備蓄) N=173

安否確認システム、
耐震、
BCPの見直し・教育

各項目について「1:全く役立たなかった」～「5:とても役に立った」までの5段階尺度で評価
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対応工程管理システム BOSS にデータとして登録し、災害対応業務プロセスの構造化を行

った（図 4）。このような災害対応業務プロセスの構築にあたり、熊本県、熊本県内市町村

職員、徳島県、岡山県岡山市、静岡県南伊豆町等の行政職員と研修会やトレーニングを実

施し、標準的な業務手順の議論を踏まえ BOSS に災害対応業務プロセスを登録した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4 災害対応工程管理システム BOSS の大工程フロー図（表示イメージ） 
 
b) 災害対応業務プロセスのトレーニング 

災害対応工程管理システム BOSS は、今年度末までに、熊本県の 38 市町村に導入され

ている。これらの BOSS を活用し、各地の代表自治体として南阿蘇村、菊陽町、熊本市、

上天草市の防災担当者に対して、災害対応業務プロセスのトレーニングを実施した（図 5）。  
実際の研修で用いたシナリオが表 1 のとおりである。平時には、災害対応業務プロセス

の過不足や順序等を検討し、必要があれば、業務を「新規追加」するなど、SOP（Standard 
Operation Procedure: 標準的な作業手順）を構築する。研修では、「下水道事業における

災害時支援に関するルール」について作業手順を確認するとともに、「災害従事車両許可証

の発行」という工程を新規追加してもらった。そして「熊本県熊本地方で震度 7 の地震が

発生」という条件のもと、自動参集、災害対策本部の設置、被害情報の収集・報告、自衛

隊・広域消防の応援要請・受入れ、避難所の設置、相互応援要請・受援、活動調整の各大

工程について、これまでの事例をもとに迅速に対応できるかを研修した。 
また、近年において被災経験のない静岡県南伊豆町では約 90 名の職員全員に対して災

害対応業務プロセスに関する研修を実施した（図 6）。さらに、東京大学の災害対策トレー

ニングセンターにおいても約 300 名に災害対応業務プロセスに関する研修を実施した。 
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表１ 熊本県で実施した災害対応研修の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 熊本県庁での災害対応業務プロセス研修の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 

市町村 県

下水道九州ブロック災害時応援要請 1
「下水道事業における災害時支援に関する
ルール」というタイトル名でリンク先
http://www.gesui-saigai.jp/all.htmlを追加

※新規追加 2
「災害従事車両許可証の発行」という中工
程を新規追加し、関連資料を追加

21:00 発災

自動参集
3 BOSSを発災モードに変える
4 発災モードに変える（画面再読み込み）

（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力 5 中工程にチェックを入れる

6
県でも代行入力可能であることを確
認。

（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力 7 中工程にチェックを入れる

8
詳細シートに記載されているリンクから
Googleのスプレッドシートに飛び、被害情報
を入力

9 アップロードされた被害情報を確認
（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力10 中工程にチェックを入れる

自衛隊災害派遣要請の必要性の判断・決定 11
「災害派遣における自衛隊の活動内容.pdf」
を確認

12

「自衛隊への災害派遣要請について（熊本
県）.pdf」を確認し、「市町村用自衛隊災害派
遣要請依頼文（例）.doc」で依頼文を作成、
保存。

13
詳細シートに記載されているリンクから
Google driveのフォルダに飛び、依頼文を
アップロードする。

14 報告要請を確認。
（当該時刻の状況を想定して各市町村で入力15 中工程にチェックを入れる

16
詳細シートに記載されているリンクからスプ
レッドシートに飛び、避難者数を入力

17 アップロードされた避難者数を確認

3:00
８．相互応援要請・
受援、活動調整

10分 災害従事車両許可証の発行 18
No.2で追加した災害従事車両許可証の関
連資料を確認

県への自衛隊災害派遣要請

災害情報のとりまとめ・報告

９．自衛隊・広域消
防の応援要請・受入
れ

１５．避難所の設置・運

時間

5分

20分

20分

15分

流れ／該当大工程

１．災害対策本部の
設置

５．被害情報の収
集、報告

20分
８．相互応援要請・
受援、活動調整

熊本県熊本地方で震度7の地震発生

フェーズ

平時

作業内容
No.作業を行う中工程名称時系列

発災時

-

21:30

22:00

23:00

0:00
避難者の把握・開設の報告
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図 6 静岡県南伊豆町での災害対応業務プロセス研修の様子 

 
3) 過去の災害対応事例から業務プロセスをマニュアル化した「帰宅困難者支援施設運営訓

練キット（企業内待機版）」（略称：KUG）の開発・改良 
a)開発の動機 
 大都市大震災時においては、一斉帰宅に伴う歩道における過密空間の発生と車道におけ

る深刻な交通渋滞が予想され、これが群集なだれや消防・救急活動の阻害要因に繋がると

少なくない人命が失われる危険性がある。このような現状を踏まえ、企業が自社社員の帰

宅困難者の滞留を行う場合に、周到な準備の必要な実動訓練を行わなくとも、施設設置の

是非や運営方法、運営において発生する課題について施設運営を机上で疑似体験し、帰宅

困難者問題に対する理解を深めることを目的に「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」（略称：

KUG）を開発し、4～5 人を 1 グループとしたワークショップ形式で、1.役割を決め、2.滞
留方針を決め、3.イベントを起こし、4.ゲームを振り返りマニュアルを作る、という図上訓

練ツールを開発した（図 7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）の構成 
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b)ツールの開発と改良 
 本年度は、「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」において使用する「帰宅困難者の支援施設

運営訓練キット」の開発・改良を行った．特に，3 回の実際の帰宅困難者支援施設運営ゲ

ーム（KUG）ワークショップによる検証を経て（東京 2 回，名古屋 1 回．うち 1 回は東京

都が主催したもの：図 8），よりリアリティのあるイベントカードの必要性から開発を行っ

た． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 8 帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）の構成 

 
c)ツール開発のための最新の災害事例の分析（2018 年大阪府北部地震） 
 ツール開発にあたっては、最新の災害事例を分析し、その教訓をゲームに取り入れる必

要がある。そこで、当該年度に発生した 2018 年大阪府北部地震の出勤困難現象について

の分析を行った。大都市における地震災害時の出勤困難現象は、大きく分けて 2 つの問題

があると考えられる。ひとつめは事業所の災害対応や事業継続に与える影響であり、もう

ひとつは大量の出勤者困難者が徒歩や自動車で移動することによって歩道や車道が渋滞す

る問題である。後者については、一般的な帰宅困難者問題と異なり、とりわけ車道におけ

る渋滞の問題が深刻と考えられる。 
筆者らの調査によれば、大阪府北部地震が発生したときに「この地震はたいしたことは

ないと思った」と回答している人はわずか 15%程度で、「南海トラフ巨大地震が発生した

のかと思った」が 17%、「阪神淡路大震災規模の大変な災害が起きているのではと思った」

が 29%、「大きな地震の前触れ、前震ではないかと思った」が 35%と回答が得られており、

直後に「たいしたことがない災害」と判断していた人は少ない状況であった。しかしなが

ら、電車が止まったことにより一部の社員が車で出勤したことで（今回のケースでは 2 割

程度が交通手段を自動車に切り替えて出勤している）大阪府では都心部の車道で深刻な渋

滞が発生しており、報道によれば松井知事が災害対策本部の会議に出席できなかったと報

じられている。結論として出勤困難者対策は、行政が「災害時はできるだけ出勤させない」

ことを広く啓発することなどによって、事業所に出勤マニュアルを事前に定めてもらい、

特に車の利用はできる限り避けてもらいつつも、一方で車道の混雑を緩和させる目的で交

通規制を行うという対応が原則になるのではないかと考えるに至り、来年度以降は「時間
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帯に応じた KUG のシナリオカード」についてゲームに追加する必要があることがわかっ

た。 
d) 地震火災被害イメージ啓発ツールの開発 

また本年度は、地震火災からの避難ツールの開発も行った。首都圏における地震災害の

大きな課題のひとつに地震火災による被害があるが、これまでの BCP など事業継続能力

の向上に関する取り組みについて、揺れによる被害や帰宅困難者対策に関する言及はある

ものの、地震火災に関する言及は少なかった。しかしながら，筆者らによる（この調査自

体は別の研究）大阪府北部地震時の地震火災調査では、産業施設における火災の割合が大

きかったものの、そのいくつかは自衛消防によって初期消火がされており、企業による災

害対応の有効性が示唆された。このため本研究では新たに企業による立地場所の地域性や

企業特性を踏まえた地震火災対応を可能とするための、地震火災イメージ啓発ツールの開

発に至っている。今年度は具体的な設計検討を行っており、次年度以降検証を経て本格的

な開発を行う予定である。 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

本年度においては、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、過去の災害対

応の事例から業務プロセスを手順書として文書化するための構成要素を収集した。特に、

以下の 3 点について成果を導出した。１）当該年度に発生した 2018 年大阪府北部地震に

おける企業の事業継続活動に関する質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しな

かった理由や、BCP への組織の取り組み度合いによる差異などを明らかにした。２）災害

対応に工程（プロセス）の視点を持ちこんだ災害対応工程管理システム BOSS において、

2016 年熊本地震の事例の一部をもとにした被災地内外の自治体職員に対する訓練によっ

てシステムの検証・改良を行った。３）帰宅困難者対策として企業が行う従業員の滞留対

策を図上演習する「帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）」（略称：KUG）につ

いて、事例分析のもとシナリオの追加等を測りながら、実際のワークショップでゲームを

使用することで検証・改良を行った。 
今後は、特に近年発生する様々な災害を含めて、過去の災害教訓事例の収集を継続し特

に災害時の事業継続における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・整理するこ

とで、業務手順の確立と学習のあり方の解明に向けて検討していく必要がある。また、開

発・改良したシステム・仕組みを検証しながら、事業継続能力向上のための業務手法の確

立のための研究を進める必要がある。災害対応工程管理システム BOSS については、シス

テムの試作を進め、実証する対象自治体を被災地内外で拡大させながら個別業務フローの

充実と検証を進めることや、帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）については、

様々なユーザーによる実証実験を行い、ゲームの検証・改良を進めるとともに、地震火災

イメージ形成ツールについても開発を行っていくことが効果的なシステム構築のためには

必要だと思われる。 
 
 (d) 引用文献 
なし 
 

(e) 学会等発表実績 
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1)学会等における口頭・ポスター発表（講演会・展示会等含む） 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 
3)マスコミ等における報道・掲載 

発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
大阪府北部地震の教訓

を考える  
廣井悠  帰宅困難者対策フ

ォーラム（東京都

庁）  

2018 年 11 月

21 日 

国内  

危機管理のための防災

心理学入門～災害時の

心理・行動の教訓を未

来へ生かす  

木村玲欧  一般社団法人内外

情勢調査会函館支

部 , ホテル函館ロ

イヤル(北海道函館

市) 
 

2018 年 12 月

10 日 

国内  

過去の災害の教訓はど

こまで生かされたか～

住民の避難行動、企業

の社員の出社帰宅判断

のあり方などを考える  

木村玲欧  2018 リスク総括セ

ミナー ( リスク対

策 .com), 全国町村

会館(東京都千代田

区) 

2018 年 12 月

12 日 
国内  

「想定外」は想定内？日

ごろの危機管理は「わが

こと意識」から - 

木村玲欧  第 6 回 大阪市ハウ

ジングデザインシ

ンポジウム , 大阪

市立住まい情報セ

ンター(大阪市) 

2019 年 2 月

10 日 
国内  

掲載論文（論文題目） 
 

発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・国
内の別 

The Earthquake in Ōsaka-Fu 
Hokubu on 18 June 2018 and 
its Ensuing Disaster 
(査読あり) 

HIRATA, N. 
and 
KIMURA, R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.13, 
No.4, pp.813-816 

2018 年   国際  

Development of Disaster 
Process Management System 
(査読あり)   

MUNEYOS
HI 
NUMADA 
and KIMIRO 
MEGURO: 

Paper No. 68, 17th 
International 
Symposium on New 
Technologies for 
Urban Safety of Mega 
Cities in Asia 

12-14 
December 
2018, 
Hyderabad, 
India   

国際  

The 2018 Hokkaido Eastern 
Iburi Earthquake and its 
Aftermath 
(査読あり) 

TAKAHASH
I, H. and 
KIMURA, R. 

Journal of Disaster 
Research, Vol.14 
Scientific 
Communication 
Online, 3p. 

2019 年   国際  

報道・掲載された 

成果（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 

（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・国

内の別 



63 
 

 

 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 
 

2)ソフトウエア開発 

名称 機能 
災害対応工程管理システム

BOSS 
災害対応業務のフローや詳細シートを作成し災害対

応業務のノウハウを蓄積・共有するシステム 
・  

 
3) 仕様・標準等の策定 

・ なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

平成 31 年度（令和元年度）は、2 年目である平成 30 年度に開発・改良したシステ

ム・仕組みを検証しながら、事業継続能力向上のための業務手法の確立のための研究

を進めていく。まずは、過去の災害教訓事例の収集を継続し、特に災害時の事業継続

における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・整理することで、業務手順

の確立と学習のあり方の解明に向けて検討していく。災害対応工程管理システム

BOSS については、システムの試作を進め、実証する対象自治体を被災地内外で拡大

させながら個別業務フローの充実と検証を進めていく。帰宅困難者支援施設運営ゲー

ム（企業内待機版）については、様々なユーザーによる実証実験を行い、ゲームの検

証・改良を進めるとともに、地震火災イメージ形成ツールについても開発を行ってい

く。 
 
 

 
  

災害多発 カギを握る“判

断” 

木村玲欧 NHK 関西広域 , 

かんさい熱視線 

2018 年 8
月 31 日  

国内 

廃校の小学校活用し体験

型の訓練 

 NHK 静岡 2019 月 2
月 13 日  

国内 

企業はどう守る？ 従業員

と家族の命 

廣井悠 NHK7時ニュース 2019 月 3 
月 6 日 

国内 


