第 回全国大会開催

日と

関するさまざまな意見や

コロナ禍における被災

ントは、地域の人々と、

つ、「心理的復興のポイ

との研究結果を踏まえつ

方」が好循環をもたらす

リスクマネジメントを実

右される」と述べ、災害

弱性とレジリエンスに左

被害を受ける各主体の脆

さは、災害の要因とその

とともに、地域や取引先

情報・知識・意識を持つ

ためには、経営陣がその

業でＢＣＰを普及させる

なると指摘し、「中小企

拡大・開拓や商品開発が

課題としては、販路の

を示した。

立に貢献した」との見解

のレジリエンス強化と自

れる」と指摘した。
地の復旧状況や心理状態

地域・国のリーダーが信

遅れていること、複合災

を踏まえた今後の対応策

のためにもＢＣＰ策定の

は、物理的なレジリエン

行する際はレジリエンス

頼を構築して関係者がビ

害発生時のレジリエンス

スを達成するには①関係

力の強化などがあると

ジョンを掲げ、その実践

ネジメント再考」、関西

メリットがあることを認

に人々を巻き込み地域の

めにはレジリエンス教育

大学大学院の延東晃氏が

識させることが大切だ」

者のビジョン・使命の共

経営学部経営学科の堀越

さらに、東北福祉大学

の組織化と普及が必要と

続いて、福山平成大学

有と持続化②現実直視

良さをアピールしていく

昌和教授が、「中小企業

訴えた。

に注目するべきとした。

の数字上の復興状況、新
（現場を知る）③あらゆ

ことだ」と呼び掛けた。

の江尻行男名誉教授は

し、これらを解決するた

型コロナウイルス感染症
る手段の実施と効果的手

とＢＣＰ―東日本大震災

と強調した。

や自然災害の被災地への

次に、東北学院大学の

東日本大震災被

渡邊圭准教授が「災害リ

「３・

段への重点的移行を目指

「有価証券報告書の制度

パ

す柔軟志向―の３要素が

その後、震災を経験し

からＣｏｖｉｄ―

深刻な影響、このような

災地水産加工業の復興と

改定が企業の調達リスク

ンデミックまで―」をテ

開示に及ぼす影響」、宮

スクマネジメントの観点

レジリエンスにつなげた

必要と語った。

企業として、宮城県気仙

ーマに講演した。

レジリエンス」について

から〝レジリエンス〟を

報告した。

考えるための試論的考

同氏は、時系列アンケ

さらに、心理的な面で

城学院女子大学現代ビジ

のレジリエンスも求めら

沼市でデニムを製作する

思考と地域住民の幸福感

大きな被害を受けた水

の醸成に関して問題提起

人が参加した。

ート調査（西日本豪雨と

察」と題して報告した。

科の渡部美紀子教授が

ネス学部現代ビジネス学

「Ｃｏｖｉｄ―

㈲オイカワデニムの及川

洋社長が大会に寄せた動

産加工業の災害復興の段

画を紹介した。及川社長

パンデ

階として「発災直後の急

新型コロナウイルス感染

レジリエンス力が復興の要

性期」「行政や民間から

災害リスクマネジメン

れるとして、幸福学を研

会の饗庭正氏が「地方公

ンス（危機からの復旧）

状況から脱するレジリエ

年踏まえ報告

日に、オンライ

回全国大会を開催した。 １日目は、自由論題の研究報
年―レジリエンス力とリスクマネジ

課題を交換し解決に導く
共団体における防災・危
機管理体制」をテーマ

究する慶應義塾大学大学

した。

スカッションを行った。２日目は８人の研究者が自由論題の報

全国大会の１日目は、

機会であるとともに、報

告を行った。当日は、学会会員を中心に

同学会の上田理事長が開

告した内容を学会誌「危
に、小規模市町村の脆弱

は震災の経験からメカジ

ミックに関する有価証券

症を経験した広島県中小

の支援や応援による生産

企業家同友会福山支部の

げ、その各段階ごとのレ

後半は、早稲田大学創

報 告 書『 事 業 等 の リ ス
トを、災害リスクコント

会員が対象）の結果を報

全ての段階で、経営ト

ジリエンスを分析した。

研究報告が実施された。

造理工学部経営システム

キの角を生地に織り込ん

ロール（防災・減災施策

告した。中小企業の地元

ップのリスク感性、使命

前半は、元大阪府警の村

活動期」「平時の市場経
院の前野隆司教授が提唱

や近接した地域での被災

感、先見性などがレジリ

上昭徳氏が「大韓航空機

性や市区町村の防災・危

する「幸せ４因子（自己

によるリスクの未然防止

経験は、ＢＣＰ策定の契

エンスの源泉となると

ク』の記載」、石井兄弟

実現、つながりと感謝、

ナンス（火災保険などの

・軽減）とリスクファイ

機になるが、被災による

し、「特に発災直後には

社の石井至氏は「ポスト

長アンケート結果を示し

前向きと楽観、独立と自

リスク移転やリスクの保

経営危機を突破すること

だ新商品を開発したこと

て、新型コロナウイルス

分らしさ）」や、京都大

有・受容）の適切な組み

が優先され、ＢＣＰ策定

を報告し、「震災からの

感染症の感染拡大が復旧

学こころの未来研究セン

合わせと定義した上で、

済下での販路の開拓・自

・復興に影響を及ぼして

ターの内田由紀子教授に

「マネジメントで対処す

工学科の高田真也助教が

立復興期」―の三つを挙

の課題や展望などについ

いるとし、「被災地の心

よる「『個人の主観的な

爆破事件に学ぶリスクマ

市町村の首

て発表した。

年―

続いて行われた統一論

理ストレスがコロナ禍で

幸福』と『社会（地域）

公助と共助が被災事業者

で被災した

レジリエンス力とリスク

悪化した。今後の復興政

が後回しになる原因にも

機管理組織の特質、今後

同氏は、東日本大震災

行われ、高槻市教育委員

の問題提起を踏まえ、３人の研究者が研究報告し、パネルディ

メントの諸問題」を統一論題に、上田和勇理事長（専修大学）

告の他、「東日本大震災

ンで第

日本 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 学 会 は ９ 月

東日本大震災
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会あいさつに立ち、同大

日本リスクマネジメント学会

会は、各報告者が保険に
険と管理」
に掲載して
世に広く問

マネジメントの諸問題」

策は、助け合い、信頼で

るべき災害リスクの大き

・コロナの観光戦略とリ

に関する報告では、上田

の状態』を統合した考え

題「東日本大震災

理事長が、東日本大震災

きる地域づくりが求めら

年は経営の面からも大

19

年が経過した現在

の古川彰洋氏は「海外教

スク」、放送大学大学院

ぞれ発表した。

ついて」をテーマにそれ

／ＢＣＭの整備・運用に

応した実効性あるＢＣＰ

「多様化するリスクに対

済学科の内田浩幸教授が

応用」、日本経済大学経

業における防災活動への

「『生活防災』概念の企

１年の久保俊一郎氏が

地域学専攻博士後期課程

大学院国際学研究科国際

ントの接点」、東洋大学

ローチとリスクマネジメ

「ステークホルダーアプ

ント」を発表した。

育旅行のリスクマネジメ

きな学びがあった」と振

２日目は、自由論題の

り返った。
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