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地域 被災地域の企業の声
景気指標用

業界10分類名称
景気指標用

業種51分類名称
TDB規模

3区分

1 岐阜

土砂災害等が発生した場合、ユンボなどの重機が出動できるような体制を
整えておく。 建設 建設 小規模企業

2 岐阜

被災された地域に対し、若手社員をボランティアとして派遣しようとしたが、
希望者が多く、受け入れ側も大変であったと聞きました。受入れする行政側
への支援も必要だと思う。

製造 化学品製造業 中小企業

3 岐阜

今回はたまたま関係する人が被災地にいませんでしたが、関係する人がい
ればすぐに社員を派遣し、支援物資、お見舞金などは渡すようにしていま
す。まずは関係企業が応援に入る。そして甚大な被害があった企業には、
優先的な融資を行っていくべきではないかと思う。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

4 岐阜

サプライチェーンの維持は必要不可欠と考えるが、いつどこでどれくらいの
災害が起こるか判らない状況下で、中小企業が出来る事には限界がある。
メーカーや商社が不測の事態に備える体制を先行して構築していただきた
い。その上で必要な事、協力できる事を掘り下げたいと思う。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

5 京都

一日前まで平穏な生活があった中で、一瞬にして家族を亡くされた方や、被
災で家を失くされた方々の気持ちを思うと、心苦しいばかりです。一日も早く
平穏で豊かな生活が戻りますように、お祈り申し上げます。

建設 建設 小規模企業

6 京都

今後日本における自然災害は、地球温暖化が進むに伴って、大きさも回数
も増加するだろう。もっと根本的な予防をしていかないとお金も労力も不足
（枯渇）し、永遠に繰り返す自然災害の敗戦国となってしまう。1000年以上
耐える予防対策を実施すべき。

製造 機械製造業 中小企業

7 京都

措定外の災害規模に対応するためには、もっと、日頃の危険地域の情報や
出来うる対応について広報を進めて頂きたい。今回、我が社は会社・従業
員共に被災も無く、感謝していますが、テレビニュースなどで報道される被
災地・被災者の皆様もお姿を見ると、頭が下がる思いです。どうか、一日に
も早い安心した生活が出来るようにお祈り申し上げます。

製造 機械製造業 小規模企業

8 京都

4年前に福知山市は大きな被害を受け、今回もまた被害を受けた。4年前と
比べてあまり改善されていない。国や行政が真剣に取り組んでいただかな
いと、災害により倒産する企業が出てくる可能性も充分あり得ます。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

9 京都

現在、地元行政が進める募金活動に協力している。物品による支援も要請
があれば進めたい。 小売

医薬品・日用雑貨品
小売業

中小企業

10 兵庫

実際に復旧事業に車両と運転手を派遣しました。元気な企業は被災地の周
りにもたくさんありますので利用していただきたい。 建設 建設 小規模企業

11 兵庫

「○○年(50年)に1度の○○(豪雨)」と言われているが、最近は毎年のように
大きな災害が起こっている。こういうことが普通に起こる時代になったと思い
ます。そのような時代になったことを政府や地方公共団体は認識し、いざ起
こった場合にはどうするかを日頃から検討し、準備しておかなければならな
い。

製造 機械製造業 大企業

12 兵庫

水害・土砂災害に見舞われた方々の一日も早い復興をお祈り致します。こ
の猛暑の中、緊急の暑さ対策を一刻も早く支援して頂きたい。我々としては
微力ながら、復旧支援に対しては様々な方面からの募金活動で一助となる
ことを期待します。

製造 電気機械製造業 中小企業

13 兵庫

政府、行政への河川工事の変更を望む、法面と天端の境の法肩に長さ20
ｍ程度の鉄筋入りのコン柱で補強する。従来通りの盛り土と石垣では何度
でも堤防は崩れ水害が発生する。砂防ダムも貯水型で中間排水穴を設け
る。または貯水型をやめて、一切水をためない方式に変える。

製造 電気機械製造業 中小企業

14 兵庫

まずは一日も早い復旧・復興を行政主導で迅速に対応されることを願いま
す。今後、このような災害に対応できるように公共事業を拡充し、国土強靭
化に努めるべき。加えて、地震・津波・洪水などに対して備える予算も必要
であると考えます。公共事業は建設国債の発行で問題が解決できます。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
小規模企業

15 兵庫

政府の対応のまずさ（東京中心的考え）が目に付く。この重要なときに、議
員の増員についてあまり討議もせずに採決されるとか、誰のための政府で
あり、政治なのかを根本的に見直ししてほしい。被災地等を最優先で対策
案を出してもっともっと迅速に復旧することに知恵を絞ってほしい。いち早く
募金活動したり支援金を出費したりの会社・団体もあったが、全ての企業が
そうでもない。又募金が集まっても本当に被災者のもとにすぐに届いている
のかどうか疑問な点も多数あり。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業
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16 兵庫

岡山県は晴れの国と言われ災害が最も少なかったのですが、倉敷市真備
地区の豪雨による堤防決壊で悲惨な被害を受けられました。亡くなられた
方や、家屋の被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。政
府、県が、全面的に補償し1日も早い復興を期待します。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

17 兵庫
各支援をうけながら自分の強い意志で立ち向かうしかない。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

18 兵庫

店舗・工場が被災のため荷物の到着、出荷が少なくなっているので先が大
きく読めなくなっている。サービス業は独自で何かをができにくい業種なの
で方針が出てくればそれに沿って運ぶ工夫をしていくつもり。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

19 兵庫

行政の依頼があれば行動する。自分たちが何をするべきか、何を求められ
ているのか、要請があれば行動する。政府・行政は必要な支援を効率よく
被災地へ届けるための情報を我々に提供してほしい。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

20 鳥取
２名の社員を現在派遣中。

卸売 再生資源卸売業 中小企業

21 鳥取

自助、相互扶助には限度があり、公的機関のきめ細かい応援体制を望みま
す。自然災害があるという前提で、普段から積極的な地域の見回りを実行
してください。

小売 専門商品小売業 中小企業

22 島根

当町には被害が皆無であったが近隣の町村にかなりの被害が発生しており
お手伝いの出来ることがあれば応援したい。 建設 建設 中小企業

23 岡山

民間のパワーのすごさには、いつもながら驚嘆するものですが、行政の行
動のちぐはぐさは、なかなか温度差があり、成長しきれません。職員は懸命
に動いていますが、トップや議員の本音の理念と実践が、本気で見えてきま
せん。官民一体の円卓会議や行動計画の策定をもっと深堀りしてゆきた
い。明るい魅力ある未来の生活のために、具体的で時系列的に解りやすい
指針書を作って実践したいと思います。

建設 建設 小規模企業

24 岡山
お得意様、取引業者様が被害に遭い、多少の注文量が減った。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

25 岡山

わが社は被災地域にあたる倉敷市に本社がありますが、直接の被害はあ
りませんでした。支援としては社員の災害支援をバックアップすることと、募
金活動をわが社の業務の中で行う事のみとしております。この機に、社員
一人一人が何をできるのか考える習慣、考えたことを実行する習慣、災害
は自分にも降りかかるかもしれないという予防の習慣が少しでも身に付けら
れればと考えており、何か具体的な地域貢献活動につなげたいと思ってお
ります。被害を受けた方々にはお見舞い申し上げますが、精神的にも経済
的にも、一日でも早く災害前よりも元気になってほしいと心より願っておりま
す。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
大企業

26 岡山

地元は自粛モードで、ホテルでは大量のキャンセルが出ています。皆さん
で、お金を使って、被災地の地域を盛り上げて欲しいものです。 製造

繊維・繊維製品・服
飾品製造業

中小企業

27 岡山

予算的な問題は有ると思うが、ライフラインの復旧を最優先。そして、次回
同じ様な豪雨が来た場合に確実にライフラインが破壊されるところを優先し
て災害復旧してもらいたい。（完全に破壊はされていなくても、破壊しかけて
いる状態の場所が多くある。）。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

28 岡山

林道はもちろん、山林の土砂災害が多く発生している。林道が通れないた
め被害状況のわからないところも多いと思われる。補助金等で早期復旧を
進めてほしい。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

小規模企業

29 岡山
拙速でも迅速な対応。

製造 出版・印刷 中小企業

30 岡山

岡山の企業です。今年７月の豪雨災害では当社は被害が無かったが、被
害に遭った従業員や取引先が多数あります。倉敷市の真備町では、以前か
ら河川の氾濫被害について指摘があり、流れを変える工事が検討されてい
たと聞いています。ハザードマップと被害範囲がほぼ一致していますし、今
回大きな被害が出てしまいましたが、将来のためにも早急に実施していた
だきたいと思います。

製造 機械製造業 中小企業

31 岡山
交通情報の迅速な報道が欲しい。被災地の一刻も早い復興を願うばかりで
す。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

32 岡山
義援金。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業
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33 岡山

政府と言うより、県や市町村の対応が良い行政と悪い行政の差が激しすぎ
る。倉敷に至っては遅すぎる。橋ばかり作って肝心な事をやっていない。小
田郡についてもつまらない工事はさっさとやるのに、肝心な工事をやってい
ない。岡山県も県を上げて対応していかねばならないのに、肝心な時は県
知事は動きが遅い。

卸売 その他の卸売業 大企業

34 岡山

西日本豪雨の影響により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上
げます。１日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。弊社では、各方面
からの要請を受け、人員、物資、金銭面での支援を行っております。復旧に
は何より継続的な支援が必要と考え、今後も引き続き支援活動を続けてい
きます。

小売 飲食料品小売業 大企業

35 岡山

当社も被害を受けた店舗が有り、早急の復旧作業で何とか営業再開を果た
しました。当社以上の被害を受けた方々が多くいると思いますので一歩一
歩前に進んで明日への道を切り開いていただければと思います。

小売 飲食料品小売業 中小企業

36 岡山

当社は、医療関係で被災地域の隣接地にて営業しているため。避難所回り
や被災者の相談を行っています｡行政や医療団体の対応は遅く感じられ
る。現時点の避難所では日中は被災地の片付けのため人が少ないです
が、医療団体の支援は日中に偏っているため、当社では午後6時以降の活
動を行っている。

小売
医薬品・日用雑貨品

小売業
中小企業

37 岡山

弊社は岡山市にありますので、お客様もおられましたし、景気の閉塞感が
出てきました。消費するお金があれば義捐金や支援金にという風潮があり
ます。観光客も少なくなり、昨日の台風１２号の影響で益々人が少なくなり、
動きが重くなってきています。過剰な報道や風評被害が懸念されます。観光
客の減少やイベントの中止も相次いで出てきてます。しかし負けるな岡山と
言うテーマを掲げている企業も出てきています。弊社も頑張っていきたいと
考えています。

小売
自動車・同部品小売

業
小規模企業

38 岡山

地元の災害であり社員も数名被災しております。義援金、見舞金など、可能
な限り「これから」のための復興支援を行う予定ですが、中小企業の限界を
感じます。自治体行政の牽引力の弱さも感じており、おそらく対象地域およ
び周辺経済への風評被害も今後拡大していくでしょう。実際、地元の観光地
は被害は一切ないにも関わらず、大打撃をうけております。福島のように、
対外アピールをもっと強化していくべきです。

サービス 情報サービス業 大企業

39 岡山

行政の柔軟な対応が求められる、縦割り行政の悪いところがこんな時に出
てきている。復旧に向けて最大限の対応を期待したい。 サービス 情報サービス業 中小企業

40 岡山

義援金・支援金などの寄付金援助と、有志によるボランティアを実施しま
す。東日本大震災や常総、熊本の豪雨災害を経験した自治体が指導に
入ってほしい。もともと災害の少ないところなので、自治体そのものが混乱
しています。物資やボランティアの受け入れ態勢も良くなく、支援物資の混
乱やボランティアに感染症が広がっています。自治体の広域の災害ネット
ワークが必要です。

サービス 情報サービス業 中小企業

41 岡山

災害の少ない晴れの国・岡山と思っていましたが、今回の災害では大きな
被害を受けてしまいました。今まで大きな災害がなかったため、避難勧告・
指示が発令されても誰も避難しません。行政は、今までの経験則に基づく
のではなく、最悪のシミュレーションによる避難情報を迅速に出してもらいた
い。災害による業務は多く、異常な残業が続いています。昨年4月入社の社
員は、仕事の多さと暑さに参ってしまい、退職届を持ってきました。被災に
関する業務に付いた場合は、所得税を免除とかのメリットが欲しい。

サービス 専門サービス業 中小企業

42 岡山

今回の水害で、グループの職員が17名被災。幸い人的被害は無く、家屋、
車両が水没し、また、避難により1～2週間以上出勤できなかった。介護職
員の不足が続く状況で、各自施設の対応に追われており、被災地への支援
が思うようにいかず大変もどかしい思いをしている。県下の施設同士は協
力しあっているが、非常時には被災地の要介護者へ公的な支援（介護支
援）が是非とも必要と考える。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
大企業

43 岡山
山陽自動車道の不通により輸送が大幅に遅延。

サービス その他サービス業 中小企業

44 広島
ボランティアや寄付では限界がある。政府・自治体がいち早く対応してほし
い。

金融 金融 小規模企業

45 広島

現在、弊社は会社としてボランティア活動を推進するべく準備しております。
業務の一環として、各地域にボランティア応援を今後展開する予定です。 建設 建設 大企業

46 広島

現在JRの緊急復旧工事の要請で出動しているが、人も機械も調達が厳し
い状況です。緊急の復旧工事では、公共工事を中断したり、JR関係の緊急
を要しない現場を中断したりして、少しでも緊急を要する復旧工事が一日で
も終わるよう、発注者側の臨機応変な対応を望みます。人手不足は深刻で
す。

建設 建設 中小企業
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47 広島

災害が発生した後は詐欺まがいなことをする人が後を絶たない。政府・行政
から、マニュアル等の作成を民間企業等に依頼するのも良いのではない
か。

建設 建設 小規模企業

48 広島
義援金、その他は今後考慮。

不動産 不動産 中小企業

49 広島

政府が継続的に力強く陣頭指揮を執って、被災地の早期の復旧・復興に努
力するよう願います。個人の生活再建等にも見舞金及び助成金など支援対
策（住宅の二重ローン対策を含めて）を迅速に行ってもらいたい。

不動産 不動産 小規模企業

50 広島

弊社の場合、唯一の道路が何カ所も崩落し工場へのアクセスが不可能とな
り生産活動ができなくなった。とにかく一日でも早い道路の復旧を望む。 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

51 広島
自治体間の協力体制の確立。過疎地域への人的支援。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
中小企業

52 広島
早急なインフラの復興を望みます。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

53 広島

生活道路の危険箇所の洗い出しと対策が必要。災害を未然に防ぐ方法を
考え実施、特に豪雨での対策が求められる。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

54 広島

砂防ダムが土砂で埋まっていても対応をしていない。山が近い所は大変
だった。これは土の性質で広島県は真砂土が多い為被害が大きくなった。
その一つに猪による穴掘りが原因で側溝が壊れ土砂崩れの原因にもなっ
た。ならばこの際　川の横にバイパスになるような側溝を作りここに小規模
水力発電をすれば　復旧をしながら地域の人への負担を減らせるのではな
いか？電気代を安くしてあげるなどの特例を設けて。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

55 広島

本社工場・配送センターともに腰まで浸水した。一次はどうなるかと心配し
た。一週間、製造を中止して復旧に努めた。人的災害が無かったので、和
気あいあいと復旧作業をして一体感は強まった。今回の弊社の地域の浸水
は河川管理や、市のポンプ管理次第では少なくできたと思われる。2年前に
同様の被害があったにも関わらず対策ができていなかったことが非常に残
念。市からの説明がほしい。

製造 電気機械製造業 中小企業

56 広島
交通網の再開。

製造
輸送用機械・器具製

造業
大企業

57 広島
IR法案を早急に進める理由が分からない。

製造 その他製造業 大企業

58 広島
JR呉線、クレアラインの早期復旧。

製造 その他製造業 中小企業

59 広島

被災された皆様には、心からお見舞いを申し上げたい。間接的な影響は受
けている。水道の出ないメーカーもあり、いまだに商品の供給ができていな
い会社もある。日本経済においても大打撃だと思う。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

60 広島

広島県の企業なので、従業員や近隣の協力工場などに多数の被災者が出
ています。従業員の被災者には見舞金や特別休暇を支給する等、一日も早
く通常の状況に戻る様に支援していきたい。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
大企業

61 広島
最新情報の周知が遅いと同時に限定的でもあった。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

62 広島

非常時だけでなく、日常における資金面・制度面の非常時対応に行政の協
力が欲しい。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

中小企業

63 広島

特に呉地区における道路の回復が待たれる。得意先に多く被害があり、休
業や物流にかかる時間など影響が多い。呉へのルートは少ないので呉広
島道が開通できればかなり改善するだろう。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

64 広島

当社は再エネ発電所の運用も手掛けておりますので、事業者様・保険会社
様・関係各所様にとって効率的な改修になるよう注力させて頂いておりま
す。微力では御座いますが、一日でも早い復興が叶うよう従業員一同、精
進して参ります。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

65 広島

出荷商品が運送会社内で水害に遭い責任を取れず泣き寝入りしたことは
非常に残念。大手運送便だけに何らかの対応はあってしかるべき。通常は
保険かけていない為。また呉では陸の孤立にあい、営業がストップしてお
り、大きく影響している。

卸売 その他の卸売業 中小企業
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66 広島

公共交通機関の被災で社員さんの通勤や買い物客に大きな影響が出てい
ます。広島地区は物流も鉄道・高速道路と複数あったにもかかわらず全滅
し、最悪の環境が続いています。出来る限りの努力はされているのでしょう
が、海路・空路など活用できる方法を出来るだけ通常の費用で賄える対応
をして欲しい。

小売 専門商品小売業 大企業

67 広島

まず、行方不明者の捜索を願います。その後、JR・高速道路・一般道等の
復旧を一刻も早く実現して貰いたい。それが実現できて、復興が始まる。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

68 広島

寸断された道路・鉄道の復旧をお願いしたい。カープ球団・サンフレッチェの
アベック優勝で広島は景況感がぐっと良くなります。カープ球団が率先して、
各球場で樽募金でもすれば被災地への応援メッセージが全国から届いてい
ると肌で感じれる事でしょう。

サービス
メンテナンス・警備・

検査業
中小企業

69 広島

被災地の一部ではあるが、実際に被害があったわけではなくそういった意
味で被害地はかなりピンポイントであるといえる。そこへの援助を見える形
にしてほしい。

サービス 情報サービス業 中小企業

70 広島

当社の派遣社員も数名、床上浸水の被害を受けた。被災された方へは、心
からのお見舞いを申し上げるとともに、行政には長期に渡る支援体制をお
願いしたい。

サービス 人材派遣・紹介業 中小企業

71 広島
全体的なところでいうと義援金の拠出、グループ内でいうと災害支援金を支
給。 サービス

医療・福祉・保健衛
生業

中小企業

72 山口

この度の災害で客先の稼働がかなりの部分止まっており、弊社へのマイナ
スの影響は大きいと考える。 製造 化学品製造業 中小企業

73 愛媛

弊社社屋や従業員の人的被害は無かったものの、家屋への被害や縁者知
人の被害が確認され、企業としてどのように地域に貢献できるかを考えさせ
られる形となった。①被災社員と被災家族のサポート②地域への貢献とい
う、経営者からの明確な指示が出た事で、被災社員だけでなく家族被災救
援・消防水防活動までに広げた罹災休暇促進、コミュニティ被災地へのボラ
ンティア参加等を継続している。まずは被災された方々に心よりお見舞い申
し上げ、今後も、地域あればこその企業を理念に、地域復興に全社的に寄
与したい。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

74 愛媛
被災地支援。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

75 愛媛

救援物資の提供を行っていく。併せて、作業の少ない日は従業員をボラン
ティアスタッフとして派遣できるよう調整していきたい。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

76 愛媛

被災した従業員がおり、会社として見舞金を送り、特別休暇を与え最大限に
バックアップをしている。行政へは、被災者の再建に向け資金的なバック
アップを含め早い対応をお願いしたい。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

77 愛媛

被災された方々に支援物資を届けた。被災された企業、地域の方々へ、一
日でも早く復興出来るよう助成金等による支援をお願いします。 その他 その他 小規模企業

78 福岡
政府・自治体はあらゆる災害を想定し、被害を最小限にとどめるための施
策を徹底して行うべきです。 サービス 情報サービス業 小規模企業
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