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地域 被災地域に向けた企業の声・復興等への取り組み
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 北海道

影響のなかった企業や個人からいろいろな形で支援が届くと思われます
が、重要なのは集まったものを即時に復旧・復興のために利用すること。
「義援金だと、どうしても時間がかかる」ではなく、早くに支援・利用できる仕
組みを政府は考えるべきです。被災地の方々や被災企業とは、必ず何かで
どこかでつながっているはず。こうした皆さんをこれからも支援して参ります
し、悲しみを乗り越えられるよう応援して参ります。

農・林・水産 農・林・水産 小規模企業

2 北海道

弊社は札幌のため直接の貢献はできませんが、被災企業（例えば小売業
等）のイベントが札幌で開催される際は商品購入等の協力はできる限り行
いたいと思います。

建設 建設 中小企業

3 北海道

被災地域の方々に御見舞申し上げると共に、出来るだけ早期復興へ、日本
全体で取り組むべきと考えます。自然災害は何時どこで発生するのか予想
が付きにくいところですが、当社としても地域で同様の災害が発生したとき
に対応できるよう日頃から準備しておきたいと思います。

建設 建設 中小企業

4 北海道

岡山の同業者が災害にあいました。電動工具が水にひたり動かないと言っ
ていたので、本日４０万円位の電動工具を寄付することにしました。 建設 建設 中小企業

5 北海道

一部鋼材の遅延がありますが、被災された企業や個人の方々を思うと大変
だと思います。暑い日が続きますが体に十分注意をして復旧・復興に進ん
でください。

建設 建設 中小企業

6 北海道

関西メーカーを中心に納期遅れが発生しております。これから夏本番を迎
え、大変厳しい環境となりますが、一日も早い復旧・復興を願っております。 建設 建設 小規模企業

7 北海道

水関係を業種した工事関係を施工している業者として、報道を見てて命を
守る水の大切さが改めて頭に植え付けられた。当社として十万円を赤十字
社に義援金を出したとともに、社員親睦会からも十万円の義援金を赤十字
社に出した。

建設 建設 小規模企業

8 北海道
被災地の方々がんばってください。

建設 建設 小規模企業

9 北海道
一日も早い復旧を願っております。

製造
飲食料品・飼料製造

業
大企業

10 北海道

全国的に毎年どこかでいろいろな災害が起こっています。まずは原状回復
と、次に災害に強くなる手法をそれぞれの地域で検討していかなければと
思います。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

11 北海道

一日も早い復興を望む。ただし、現状を見ていると、政府の対応があまりに
もお粗末で、今回の災害を他人事のようにとらえている感がある。国全体と
して一日も早い復興に取り組むべき。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

12 北海道

西日本豪雨の被災地・被害者の方々にお見舞い申し上げます。３．１１東日
本大震災の大津波時に物資を送ったが、一部被災地で物資が溢れて適正
に送付する事に難儀を感じた。経済団体等への寄付金が適正と思われる。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

13 北海道
被災された方々に寄り添った早い復興を願います。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

14 北海道

金銭的な支援はもちろんだが、出来る範囲でやっていきたい。行政には、根
本的に高齢化社会を意識した復旧、復興をしてもらいたい。単純に復元す
るのでは、また同じような問題が起きる。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

15 北海道
一日も早く日常生活を取り戻すことができますようお祈り申し上げます。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

小規模企業

16 北海道
一刻も早い復旧を願っています。

製造 機械製造業 中小企業

17 北海道

このたびの災害に対し、心よりお見舞い申し上げます。皆様の一日も早いご
再建をお祈りいたします。 卸売

紙類・文具・書籍卸
売業

中小企業

18 北海道
僅かながらの、日本赤十字社への寄付。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

19 北海道
一刻も早い　復興を願います。

卸売 その他の卸売業 中小企業

20 北海道
被災された地域の１日も早い復旧を願っております。

小売
繊維・繊維製品・服

飾品小売業
大企業

21 北海道
被災地の一日も早い復興を心から祈っております。

小売
自動車・同部品小売

業
中小企業

1/28 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2018



(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 被災地域に向けた企業の声・復興等への取り組み
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

22 北海道

猛暑の中での、復旧作業は大変厳しいものがあろうかと思います。特に行
政の方々も大変と思いますので、健康管理に十分留意して頂きたいと思い
ます。

小売 専門商品小売業 中小企業

23 北海道

被災地の皆様が一日も早く元の生活に戻ることが出来るように政府・行政
には、過分の対応をお願いするところです。皆様の明るい笑顔が戻ることを
期待しています。ガンバレ！西日本！。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

24 北海道

亡くなられた方への哀悼の誠を捧げるとともに被災された皆様へのお見舞
いを申し上げます。加えて一日も早い復旧・復興を心から願います。『最悪
に備える』ことが一番大切。常に代替案を持って臨むことが大切と改めて理
解した。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

25 北海道

近年、国内外で想定を超える災害等が頻発する傾向にあり、政府や行政を
中心に、新たな防災体制と町作りのための公共工事の必要性に迫られてい
ると感じる。また、この度の西日本を中心とする豪雨により被災された方々
には、心からお見舞い申しあげますとともに、早期の復旧・復興を願うばか
りであります。 。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

26 北海道
普段の生活を取り戻せる様、頑張って欲しいです。

サービス 人材派遣・紹介業 中小企業

27 青森

被災された方々には、過酷な猛暑続きでの厳しい生活を与儀なくされいると
思いますが、１日でも早い復旧・復興をお祈り申し上げます。各団体で義援
活動の際には積極的に参加して参ります。

建設 建設 大企業

28 青森
一日も早い復旧・復興について、応援出来る事があれば応援したい。

製造 電気機械製造業 中小企業

29 青森

一日も早く復旧・復興してもらいたいと思っておりますが、第一には国の施
策にかかってくると思いますので、その施策の結果で協力していきたいと思
います。

小売
家電・情報機器小売

業
大企業

30 青森
募金等に協力することしかできませんが、被災された方には頑張って頂き
たい。 小売

自動車・同部品小売
業

小規模企業

31 青森
保育団体を通して、被災地支援募金を行う。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
中小企業

32 青森

お亡くなりになりました方には衷心よりお悔やみ申し上げます。被災された
方には、心からお見舞い申し上げます。政府・諸団体の方々には、もっと迅
速な対応、判断をして頂き、復旧を急いで頂きたい。

サービス その他サービス業 大企業

33 青森

被災者の方は心身ともにご苦労をされていることと思います。この経験を
しっかりと次につなげていくことが大切なのだと感じます。 サービス その他サービス業 中小企業

34 岩手

今回の被災した方には、募金の形で応援させてもらいたい。東日本大震災
のときもそうだったが、日本は改めて災害大国だと皆で認識しなければなら
ない。個人個人が食料や水のストックをある程度しっかりすることによって、
余計な労力を使わなくてすむ。自分の身は自分で守る。だれかがどうにかし
てくれるだろうという考えは持たないほうが良い。

建設 建設 小規模企業

35 岩手

私達も東日本大震災を経験しました。大変だとは思いますが頑張って頂き
たいと思います。 建設 建設 小規模企業

36 岩手

一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。復興支援について行
政、経済団体と一緒に取り組んで参ります。 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

37 岩手

被災された方々へお見舞い申し上げます。地球規模での異常は避けられま
せん。一つ一つ対応していかねばなりません。国内では集中豪雨が多く
なった。川の氾濫は毎年何所かで起きている。①水の対策はダムの建設。
川の氾濫を防ぐ対策　②竜巻・突風への対策。各所に避難場所の建設。建
物の損壊より人の避難場所。③山崩れ対策には長時間を要するが山林の
見直しが出来ないか。昔は広葉樹が多かったと思いますが、明治以降針葉
樹が多くなったと聞いております。伸びた木の方が(針葉樹)早くお金になる
と思いますが、地面をしっかる固める広葉樹を増やすことも一理あると思い
ます。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

大企業

38 岩手

弊社もかつて東日本大震災も経験し、台風10号では被災企業になりました
が、雇用調整助成金を活用し、1人の解雇者も出さずに乗り越えることが出
来ました。今は大変でしょうが活用できる制度や助成金を使い、乗り越えて
下さい。一日も早い復興をお祈りしております。

サービス 旅館・ホテル 中小企業

39 岩手
ボランティアへの参加などの面で協力していきたい。

サービス 専門サービス業 小規模企業
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40 岩手

被災された地域が一日でも早く復旧できるように願う。岩手県の社会福祉
協議会は人材を派遣している。募金などの要請があれば協力したい。 サービス

医療・福祉・保健衛
生業

中小企業

41 宮城

復旧・復興の言葉は軽々に言えない、当地においても未だ復興していない
ところもあり、仮設暮らしの方もいます。ボランティア頼みになりがちだが、
国の役人が現場に張り付いて（責任のあるもの）率先してやらないといけな
いと思う。

農・林・水産 農・林・水産 小規模企業

42 宮城
少しですが義援金を送りました。

建設 建設 大企業

43 宮城
一日も早く復興されることをお祈り申し上げます。

建設 建設 大企業

44 宮城

大阪本社の弊社は関西や四国の出身者も多く東北にて復興工事にも携
わっており、豪雨災害地域においても何某かの復興工事支援をしたいと思
うが、技術者不足が著しくままならぬ部分が多い。

建設 建設 小規模企業

45 宮城

東日本大震災で、津波も含め直接の被害を受けた際、周りの協力と助けが
あっての今なので、小さいことでも気づいたことは即実行していきたい。以
前のように戻るのは長い時間を要するが必ず戻れます。希望を持って、互
いに頑張りましょう。

建設 建設 小規模企業

46 宮城

東日本大震災時は、河北新報社を通じて赤十字社、みやぎ子供育英募金
に、会社と個人代表が89回義援金をしております。震災後は米240kgを5㎏
に精米したり、卵・牛乳・灯油・ガソリン・漬物・菓子等に加え、スリッパ7,000
足位（1か所1,200足位）を、高速道路不通のため石巻、気仙沼、多賀城、亘
理等に持って行きました。今回は、会社・社員・代表個人・家族で、少ないで
すが、義援金を送る予定です。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
中小企業

47 宮城

被害が局地化、広域化しているため、被害の把握には時間がかかると思わ
れます。こんな時こそ行政だけでなく商工会や商工会議所など地元経済団
体等で行政に支援を受けるほうが個々の企業で対応するよりもきめ細かく
敏速に動けると思います。被災者の方々の生活が、一日でも早く落ち着き
ますことをお祈りいたします。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

48 宮城

一日でも早い復旧・復興を願っています。また、暑い日が続いていますの
で、体調管理に気をつけてください。 サービス 人材派遣・紹介業 中小企業

49 宮城
被災地、被災企業から支援の要請があればできるだけ対応したい。

サービス その他サービス業 中小企業

50 秋田
官庁等の要請があれば、支援を考えている。

建設 建設 中小企業

51 秋田
義援金等には積極的に対応したい。

小売
自動車・同部品小売

業
大企業

52 山形

被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。猛暑の中での復旧作業は
大変ですが、熱中症に気を付けて作業していただきたいと思います。一日
でも早い復興を願っております。

農・林・水産 農・林・水産 小規模企業

53 山形

被災地を遠方が元気にするには、被災地へお金を入れるだけでなく、被災
地の産業が復活出来るような「被災地産の商品の購入」などが必要だと思
う。仕入れ時、そのような選択を考えていきたい。

建設 建設 小規模企業

54 山形
防災、減災について常日頃より準備しなければならない。

建設 建設 小規模企業

55 山形
母体行を通して被災地への募金（赤十字）を行っている。

不動産 不動産 中小企業

56 山形

BCPを作成していても、いざという時に実行できるか、平時に確認が必要だ
と思った。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

57 山形
防災や熱中症対策グッズの開発。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

58 山形
一日も早い復旧を祈念します。　可能な支援を実施したい。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

59 山形

協会などを通じて支援活動は活発に行われている。また、SNSなどによる
シェアで情報拡散が出来ている。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

60 山形
支援物資の輸送・長距離輸送代行等の支援。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

61 山形

緊急物資輸送の依頼があれば前向きに検討して行く。災害に遭われた方に
は心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたしま
す。 。

運輸 運輸・倉庫 中小企業
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62 福島
震災でお世話になったお礼として、被災地には救援物資を送付した。

建設 建設 大企業

63 福島

BCPを策定し、サプライチェーン全体が少しでも早く正常に戻るよう各企業
で努力はするが、道路鉄道等に至っては企業が努力をしても限界がある。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

64 福島

先ず冒頭に災害でお亡くなりになった方々に心からのご冥福をお祈り申し
上げます。七年前の東日本大震災といまだに続く原発の残した爪痕、地域
再生（インフラも含め）には、多くの方々の組織力やボランティアの新たなる
再構築を図って行くことが今後の課題となるでしょう。

製造 機械製造業 小規模企業

65 福島

弊社は福島にあり、大きな地震と長引く原子力災害を経験している。未だに
復興途中の会社もあり、災害からの復興は大変な事はよく承知している。毎
年の様に日本のどこかで災害が頻発しているが、いつこちらに再び来ても
おかしくないので、ある程度は備えられるようにしている。震災時にかなりお
世話になったので、何か苦しい事があれば声を大にして言ってほしい。

製造
精密機械、医療機
械・器具製造業

小規模企業

66 福島
BCPの作成を進めている。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

67 福島

7年前の東日本大震災を思い起こさせるような被害に心痛めております。私
たちもライフラインが途絶えましたが自衛隊の方の活躍やボランティアの
方々の力により確実に復興してきております。被災県ならではの苦しい思い
があると思いますが必ず復興します。遠くからですが、募金などを通して応
援しております。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

サービス 人材派遣・紹介業 中小企業

68 茨城

一日でも早い復旧と犠牲になった方の冥福を祈ります。ボランティア活動へ
参加する従業員への支援や寄付など実施して行きます。 農・林・水産 農・林・水産 小規模企業

69 茨城

このたびの西日本豪雨で被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申し
あげます。　一日も早い復旧を心底よりお祈りいたします。被災者への決済
についての対応、各種手数料無料化や、決済端末器更改費用免除等の対
応を予定。

金融 金融 小規模企業

70 茨城
早急の復興を願うばかり。

建設 建設 大企業

71 茨城

ニュースを見る限り、震災後の状況に近いものを感じます。遠くから、ただ早
い復興を祈るばかりです。 建設 建設 小規模企業

72 茨城
実態にあったBCPの作成。

製造 機械製造業 中小企業

73 茨城

先ずは被災に遭いお亡くなりになった方々やご家族の方々に対し、お悔み
申し上げると共に、一日でも早い復興を願っております。ボランティア団体に
おいてや、友人方において、人的物的支援をできる範囲で致しました。震災
被害の際に支援して頂いた事もありますので、今後も金銭的な面等ででき
る範囲で支援をして行きたいと思います。国は国民の安全を守る義務や責
任があり、海外への援助協力も必要とは考えるが、第一に日本国民の為に
行政機関は素早く動いて欲しい。年間を通して、各地で自然災害が発生す
る時代の為、広い予測の中で安全で安心した生活を保障してほしい。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
中小企業

74 茨城
お役に立つことがあれば積極的に支援していきたい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

75 栃木

被災された方々にはお見舞い申し上げます。当社は建設業を営んでおりま
す関係で、災害の復旧や復興、またインフラの再整備に全力で取り組んで
参りたいと思います。

建設 建設 中小企業

76 栃木
人材を派遣することが出来ないので義援金を送りました。

建設 建設 小規模企業

77 栃木

地震での災害以上に水害は復旧するまでに時間がかかると思います。政
府・行政はボランティアを含めた長い支援が必要になる中で、多くの支援の
手を差し伸べたいという気持ちの方々に、どんなものが必要なのか情報が
届くようにしなくてはいけないのではないでしょうか。SNSを通じた公的な機
関からの発信もより注力し、各団体・業界団体などへのヒアリングと要請を
もっとすべきだと思います。突然に日常を奪われる喪失感と無力感、深い悲
しみの中に居られる皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

建設 建設 小規模企業

78 栃木
被災地の方々へは、お見舞い申し上げます。

建設 建設 小規模企業

79 栃木

心よりお見舞い申し上げます。国・行政・民間・自治会を挙げて、いち早い復
帰を祈念しております。 製造 出版・印刷 中小企業
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80 栃木

被災された方々に心よりお悔み、ご心配申し上げます。日本中の皆さんが
心を一つに応援しているものと思います。どうぞ前を向き歩みをお進めくだ
さい。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 大企業

81 栃木

万一に備え、取引先、外注先など、更に対象地域や規模の大小に関わら
ず、情報を集めている。 製造 電気機械製造業 中小企業

82 栃木

交通インフラに関わるメーカーグループ会社として、被災された地域・団体・
住民の皆様にお見舞い申し上げます。今般の広域な被災により、交通イン
フラが寸断されております。早期な復旧・復興が求められており、私どもは
微力ではありますが、こうした事業に貢献することで被災者皆様へのご支援
になればと考えております。台風12号の後、猛暑・酷暑が続きますが被災さ
れた皆様のご健康を祈念申し上げます。

製造 電気機械製造業 中小企業

83 栃木

被災された方々には一刻も早い復旧を祈念しております。ボランティアの方
も含め熱中症には充分に注意していただければと思います。 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

84 栃木

販売先の現状として被害にあって困っているという情報が無いので通常業
務は行なっておりますが、一部道路状況が悪く荷物が遅延しているところも
有るようです。一日も早い復興を出来る範囲で応援していきたいと思いま
す。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
中小企業

85 栃木

駆けつける事ができないので、寄付でも何でも力になりたいという思いが社
内からは聞こえてくる。テレビで報道等を見ていると、被災した方々には一
日も早く安らげる日が訪れることを願います。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

86 群馬

被災地の皆様お悔やみ申します。当社と致しましては復興のお手伝いは義
援金位しかできないのは誠に残念に思います。被災状況はテレビ等で見ま
したが、範囲では東北震災に匹敵するほどで大変驚いてます。今現在は工
事の方が大変込み合っておりますので、来年あたり機会がありましたら復
興工事のお手伝いが出来れば幸いでございます。

建設 建設 中小企業

87 群馬

被災された方々のことを思うと、心からお見舞い申し上げるとともに、何かで
きることがあるか、考えます。とはいえ、直接お手伝いすることもままならな
いことですが、社内での募金活動をしているところです。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
大企業

88 群馬

自然災害はすべての企業・人々にとって人ごとではないのだが、災害が少
ない土地にいるとどうしても意識が低くなりがちです。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

89 群馬
被災地の皆様にお見舞い申し上げます。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

90 群馬

西日本の豪雨で被害にあった方やお亡くなりになった方は大変だと思いま
す。弊社でできることは多くはありませんが、現在も復興に向けて頑張って
いる方を応援いたしております。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

91 群馬
些少ながら復興義援金を送りたいと思っています。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

92 群馬

大変だと思いますが、頑張ってください。政府は、災害について救済金など
に本腰をいれてほしいです。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

93 群馬

弊社、運輸倉庫業として何かご協力できることがありましたらお気軽にご相
談いただければ幸いです。被災された方々への手厚いフォローをお願い致
します。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

94 群馬

企業団体等を通じ、寄付等の支援をしている。行政主導のもと早い復旧を
願います。 サービス 情報サービス業 中小企業

95 埼玉

予め土木や電気、設備部の創設を行い、自然災害の対策に備えたいと思っ
ています。 建設 建設 小規模企業

96 埼玉

関東近隣での災害には要請を受けて対応してきたが、西日本での災害に
対しての応援活動は成されていない。金銭的支援については、業界団体を
通じて実施の予定である。

建設 建設 小規模企業

97 埼玉

地元団体を通じて、高校生、小学生、留学生らと共同募金を展開させてい
ただきました。落ち着きを取り戻すまでは時間が掛かるでしょうが、政府や
自治体は長期戦で今後の対応を検討すべき。

建設 建設 小規模企業

98 埼玉

各地で発生している災害は、被災地だけの問題ではなく日本国全体の問題
としてとらえなければならない。他人事ではなく、いつ被災するか分からない
からである。

建設 建設 小規模企業
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99 埼玉
一日も早い復興を祈念いたします。

不動産 不動産 小規模企業

100 埼玉

被災地のことを考えて、日常業務に取り組んでいる。異常気象対策など国
を挙げて取り組むべきだ。 不動産 不動産 小規模企業

101 埼玉
本社から応援で、バスを運行し働く方の通勤の足を確保しています。

製造
飲食料品・飼料製造

業
大企業

102 埼玉
早く復興できることを祈っております。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

103 埼玉

間接的に影響あるものの、生産に影響を与えるほどではない。震災特需を
期待してはいけないが、生活物資には包装資材がともなうので応援したい。 製造

パルプ・紙・紙加工
品製造業

中小企業

104 埼玉

当社も東日本大震災の際には取引先の皆さまに助けられました。当社とし
てできることがあれば、積極的に取り組みたいと考えています。 製造 化学品製造業 中小企業

105 埼玉

被災された皆さんにはお見舞い申し上げます。1日でも早く元の生活に戻ら
れるよう心からお祈りいたします。 製造 化学品製造業 小規模企業

106 埼玉

この度の西日本豪雨につき、被災地・被災された皆様におかれましては心
よりお見舞い申し上げます。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

107 埼玉

被災地への救援物資にもっと力を入れてほしい。一日も早い復興をお祈り
申し上げます。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

108 埼玉

多くの命が失われたことは本当に痛ましいことだと思います。幸いにして一
命をとりとめた方々におかれては一日も早く元の生活に戻れるように願って
います。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

109 埼玉

東日本大震災時もそうだったが、機械の修理等で困った先があれば、積極
的に協力したい。 製造 機械製造業 中小企業

110 埼玉

日本全国、いつ当事者であったり、被災地化しないとも限らないので、それ
らの対処、対策をしっかりと学び、活かしていきたい。 製造

精密機械、医療機
械・器具製造業

中小企業

111 埼玉

当社では今回の豪雨に対して特別な対応を行うことはありませんが、一企
業としてベストを尽くし経済活動に貢献することが、間接的にきっと被災され
たみなさんのためになると信じています。

製造 その他製造業 大企業

112 埼玉

被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。あの惨状を画面で見た
ときに、復興までの遠い道のりを感じました。経済におきましても、人口の減
少に歯止めのかからない中、若い人たちの将来を考えますと、少子化対策
が最大のテーマではないかと感じます。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

113 埼玉

販売先では若干の影響は出ているが、それ以外では問題はなかったもの
の、改めてサプライチェーン把握の重要性を痛感している。進めているサプ
ライチェーン構築を急ぎたい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

114 埼玉

中小企業はＢＣＰ計画未作成が大半だと思います。政府の大企業（経団連
と組んで）への優遇法人税引き下げ、税収不足が明らかです。中小企業は
赤字が多く法人税引き下げの恩恵は大企業なので早急に元に戻す。被災
地の皆様にはお見舞い申し上げます。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

115 埼玉

当社の地域は比較的災害の少ない地域であるが、仕入先には影響を受け
ている所もあるので、１日でも早い復興を願う。 卸売 その他の卸売業 中小企業

116 埼玉
ボランティア活動が出来ない代わりに寄付活動を進めています。

小売
自動車・同部品小売

業
中小企業

117 埼玉

ガレキ分別処理や地盤改良用の環境リサイクル機械のレンタルで貢献して
いきたい。 サービス リース・賃貸業 大企業

118 埼玉

常識では考えられない被害の大きさに驚いています。酷暑の中、被災者の
皆様・ボランティアの方々のご健康をお祈りいたします。 サービス リース・賃貸業 大企業

119 埼玉

ボランティア等は取り組んでいきたい。行政には、素早い判断と行動を期待
したい。早い復興を願っています。 サービス 情報サービス業 小規模企業

120 埼玉

一日も早い現状回復を祈っております。何かご援助できることがあれば微
力ではありますが応援いたします。 サービス 情報サービス業 小規模企業
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121 千葉

現地に赴きボランティア活動に参加したいが、時間的な余裕がないので寄
付という形を取った。日本赤十字に寄付しても直ぐに被災者に渡らないの
で、支援団体に寄付した。

建設 建設 小規模企業

122 千葉

此度の各地を襲った豪雨で、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しま
すとともに、被災された方々に対しお見舞い申し上げます。一日も早い復
旧、復興となる為にも政府が中心となり進める事が必要である。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

123 千葉

地震と違い最近の局地的豪雨は人間による環境破壊などの要因による”人
災”と考える。当然、大陸系民族の資源の使い方にも問題があって、環境へ
の配慮の対応のなさから起きている事象。豪雨への対応に関しても従来起
きたことのない事象に対面しているわけで、今更の対処は”どろなわ”なの
かもしれない。ただ、地震も含め被災された方や地域の方には復興への一
歩を進んでいただきたいとは思う。”明日は我が身”という言葉も忘れずにい
たいと思う。

製造 電気機械製造業 中小企業

124 千葉
救援資金を送りたい。

製造 電気機械製造業 小規模企業

125 千葉
被災地の方々、お見舞い申し上げます。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

126 千葉
災害時のシミュレーションを考えたい。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

127 千葉

我々中小企業としてボランティアに参加はできないが、交通安全対策の自
社商品を寄付する予定である。 卸売 化学品卸売業 中小企業

128 千葉
一日も早い復旧をお祈りしております。

卸売 その他の卸売業 中小企業

129 千葉

今回の豪雨による被災者の方々のご冥福をお祈りすると共に、被災地の復
旧・復興が一日でも早く進むように心よりお祈り申し上げます。日本全体で
力を合わせ復興に向けて頑張りましょう。

運輸 運輸・倉庫 大企業

130 千葉
早急な復旧を心から祈っております。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

131 東京

お気の毒であり、謹んでお見舞い申し上げます。災害時にいち早く動くべ
き、道路やインフラの復旧について、広域的な備え（応援の仕組み）が必要
だと思います。個人ボランティアも大切ですが、重機を伴う作業など産業と
の結びつきにも目を向けてはいかがでしょうか。入札で過度な競争をあおる
だけではなく、緊急時に協力してくれる地域業者育成も必要です。

農・林・水産 農・林・水産 小規模企業

132 東京

社内募金を行っております。被災者の経済的負担を少しでも軽くできれば幸
いです。 金融 金融 大企業

133 東京

社内の互助機能を活かす良い機会と捉えている。顧客関係の居る地元以
外でも何がやれるか社員の意見を聞いている。 建設 建設 大企業

134 東京

当社事業への影響は軽微ながら、物流に支障が出ている地区がある点で
影響がある。災害発生に対するBCP計画の再確認実施。 建設 建設 大企業

135 東京
お客様の施設への影響が心配され、対応を確実に行う。

建設 建設 大企業

136 東京

弊社も広島県・岡山県に寄付金を送らせて頂いた。被災された方々の住宅
環境を一日も早く、平穏に暮らせるよう仮設住宅や公共の空き家を有効活
用してほしい。

建設 建設 大企業

137 東京
インフラ整備に協力していきたい。

建設 建設 大企業

138 東京

取引先への応援で過去に出向させたことはあるが、今回の豪雨による被災
地への出動はない。但し社員がボランティア活動に参加、応援することは社
としても賛成であり、今後も変わりなく応援する予定。

建設 建設 大企業

139 東京

弊社の取引先に広島の業者さまが複数いらっしゃいます、業務でパソコン
等の機材が必要ならば弊社のデスクをお使い下さいと申し上げました。他
人事ではなく、東京で災害が発生した場合弊社の業務を行う上でパソコン
等は不可欠です。この様な折にサテライトオフィスが必要になりますが、力
の無い私どもの考えられる事は全国単位で仲間を募り、この様な災害に対
しお互いにデスクを貸し合うのも、リスク対策だと認識しております。

建設 建設 小規模企業

140 東京
復興に対して現地の窓口を作り適切な支援をする。

建設 建設 小規模企業

141 東京
被災地への経済的な支援を行う予定です。

建設 建設 小規模企業
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142 東京

弊社の取引関連がほぼ関東地方に限定されるため影響はありませんでし
た。しかしながら被災地の状況をテレビ等で拝見し、早い復興を願っていま
す。

建設 建設 小規模企業

143 東京

今回に限らず、日々のニュースをみて心を痛めておりますが、すでに立ち上
がりの行動をおこしておられることに感動しております。国土の保全や国防
等への意識をもっと高める必要があると実感しています。

建設 建設 小規模企業

144 東京

被害にあわれた方々や地域の受けているダメージが相当大きく深刻である
と認識しています。会社としてはマンパワーの問題もあり、積極的に支援に
まわるようなことができず申し訳ないような気持ちであります。1日も早い復
興がなされることを祈るばかりです。亡くなられた方々のご冥福を祈るととも
に、被害にあわれ大変な思いをされている方々には心よりお見舞い申し上
げます。個人としては些少ながら義援金をお贈りしています。

建設 建設 小規模企業

145 東京
被災した皆様の日常が、一刻も早く取り戻せることを願っています。

建設 建設 小規模企業

146 東京
被災地への義援金を検討している。

建設 建設 小規模企業

147 東京
災害復旧募金への参加。

建設 建設 小規模企業

148 東京
余裕はないですが、会社全体でボランティアを行いたい。

建設 建設 小規模企業

149 東京

被災された方々、企業の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。一日も早
い、復旧、復興を祈念致します。 不動産 不動産 大企業

150 東京

弊社として直接取り組むことは無いですが、せめて義捐金、寄付金をする形
で応援していきます。 不動産 不動産 小規模企業

151 東京
ボランティア活動を社内で推進している。

不動産 不動産 小規模企業

152 東京
少しでも早い復興をお祈りいたします。

不動産 不動産 小規模企業

153 東京
自治体への寄付のみ。

不動産 不動産 小規模企業

154 東京

可能であれば参加したいが、会社の規模から考えると無償サービス（無料
配信など）の提供が難しい。 製造 出版・印刷 中小企業

155 東京

この度の災害に見舞われた方々には心からお見舞い申しあげると共に救
援、復興に尽力されている皆様には安全に留意され、ご活躍されることをお
祈りいたします。

製造 出版・印刷 小規模企業

156 東京
平成30年7月豪雨により被災された皆さまに、謹んでお見舞い申し上げま
す。

製造 化学品製造業 大企業

157 東京
早期に復旧・復興されますよう、お祈りしています。

製造 化学品製造業 中小企業

158 東京

被災者の皆様にお悔みとお見舞いを申し上げます。弊社の地元でも過去豪
雨による土砂災害により犠牲者がでました。自然の力は凄まじいものであ
り、個人・企業・団体・行政が何よりも早めの避難活動を推進する取り組み
が必要だと思います。

製造 化学品製造業 小規模企業

159 東京

今回の豪雨被害にあわれた被害者も皆様には、心よりお悔やみ申し上げま
す。会社として、また個人として出来ることは寄付ぐらいしかできませんが、
一日も早く復興されることをお祈りしています。被災地の皆様、どうか頑張っ
て下さい！！。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

160 東京

被災地で被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げると共に、早期復
旧に向けて、被災地のお客様への柔軟な対応や、製品出荷を優先的に実
施する様に社内には指示済みです。

製造 機械製造業 中小企業

161 東京

被災地も連日暑い日が続いているようですので、体調に十分気をつけてい
ただき、1日も早い復興をお祈りいたします。 製造 機械製造業 中小企業

162 東京

猛暑の中、当社にも空調機器供給において支援要請が来たので、積極的
に対応をしていきたいと考えています。被災された方々はご心労が多大で
あるかと思いますが、社会全体で応援をされていますので腐らずに頑張っ
ていただきたいと思います。

製造 機械製造業 中小企業

8/28 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2018



(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 被災地域に向けた企業の声・復興等への取り組み
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

163 東京

被災地域に取引会社がありますが、直接の被害は出ていない模様。しかし
従業員の家庭、通勤への影響が出ているとのこと。要求があれば支援した
いと申し入れたが、現在の所、その必要はないということだった。被災地の
方々には資金面で政府が十分な支援を早期にすることが必要です。

製造 機械製造業 小規模企業

164 東京
義援金を送っています。

製造 機械製造業 小規模企業

165 東京

資材の調達に若干遅れが出る見通し。１日でも早い復旧を願っています。
また、河川など公共工事の整備を期待します。 製造 電気機械製造業 大企業

166 東京
一刻も早い復旧を祈願しております。

製造 電気機械製造業 大企業

167 東京

顧客の工場（生産設備）が甚大な被害にあった。ニッチな製品（果実の包装
材料や緩衝材）を製造しており、今後サプライチェーンへの影響も想定され
る。代替生産拠点の提供等々、各企業、産業の特性に応じたきめ細かな支
援が必要を思われる。

製造 電気機械製造業 中小企業

168 東京

当社の取引先が広島にありますが、高速道路施設の復旧が最優先となり、
完全に復旧するまでは、新規の技術開発などが止まるのでは無いかと予想
しています。また、予算も復旧に割り振られ、新規の案件が減るのでは無い
かと考えています。しかしながら、重要なインフラの整備を担う会社さんであ
り、とにかく頑張っていただきたいと思っています。

製造 電気機械製造業 中小企業

169 東京
暑い中の様々な対応、本当にお疲れ様です。

製造 電気機械製造業 中小企業

170 東京

心よりお見舞いを申し上げたいと思います。同時に明日は吾が身という言
葉を思い出し、万が一に備えるよう気持ちを新たにしたいと思います。 製造 電気機械製造業 中小企業

171 東京

当社は危機管理規程のもと、ＢＣＰ規程も策定しており来るべき事象に対応
する準備は整備されていると思います。不十分な点もあるとは思いますが、
各ハザードマップに則り各地方自治体や県土木事務所への訪問は今後も
欠かさず実施していきたい所存です。特に被災地の皆様においては本当に
お悔やみ申し上げます。なかなか当社においても具体的な取り組みはでき
ない点申し訳なく感じております。一日でも早い復旧や復興を祈念しており
ます。

製造 電気機械製造業 中小企業

172 東京
復旧にかかわる方々に感謝しています。

製造 電気機械製造業 小規模企業

173 東京
被災した同業様の一時的なサポート（生産の代行など）ができれば、と考え
る。

製造 電気機械製造業 小規模企業

174 東京
速い復興対応を望みます。被災者の皆さんには、頑張って頂きたい。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

175 東京

今後このような対策は常に取り組むべきと思います。暑さが尋常ではない
ためお体に気を付けてほしいです。 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

176 東京

個人的には、日赤を通じた寄付を実施。被災地にある弊社の取引先には電
話にて被害状況を確認。幸い被災は無かった。ニュースで現場の様子は伝
えられ、自衛隊・警察・消防の様子には感謝の気持ちを持ち、被災者の無
念さに胸を痛める。しかし、政府や行政の政策や対応のニュースがほとん
ど無いのはなぜでしょうか。あっても明らかにパフォーマンス。下り局面に
入っている日本のあらゆる面の後退を加速させるような気がする。応援メッ
セージでは力にならぬ気がする。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

177 東京

現在は、主に通信販売が中心のため売り上げの変化は、少なく済んでいま
す。弊社商品は災害時の必需品ではないので、寄付金などによる応援にと
どまっております。被害にあわれた方々は大変な状態だと想像しますが、気
持ちを強くもってがんばってほしいと思います。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

178 東京

どのタイミングで避難するのか、どこに避難するのか、日頃からの備えを徹
底したい。 卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

179 東京
それぞれできることできないことあるが、とにかくできるだけ応援すること。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
大企業

180 東京

被災された地域の皆さまに心からお見舞い申し上げます。生活ラインのイン
フラ整備が最優先されるべき、次いで台風シーズンを控え被災地での新た
な被害が発生しないことと、別の地域での被害が発生しないことを祈るばか
り。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
中小企業

181 東京
当社としても復旧・復興に貢献できることがあれば行いたい。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

大企業
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182 東京
今年の社内旅行を被災地ボランティアにしようと検討中。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

大企業

183 東京
災害復旧用の資材を扱う商社として、少しでもお役に立てればと考えており
ます。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

184 東京

取引先に愛媛県の企業があるが、大した被害が無く安堵した。が、大変な
思いをしている人がいっぱいいるので、国がなんとかしてあげて欲しい。あ
まり頑張りすぎると、壊れてしまうのでほどほどに頑張ってください。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

185 東京

今、必死になって頑張っている人達、これから更に大変ななかで頑張らなけ
ればならない人達に、頑張って下さいとは言えません。ただ一言、猛暑酷暑
の中です。ご自分の身体のことを考えながら復興を進めて下さい。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

186 東京
めげずに頑張ってほしいです。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

187 東京

弊社の親会社から愛媛の災害地にﾄｲﾚｯﾄや体を拭けるｳｪｯﾄな大量に贈っ
ている。当社への影響は物流が遮断され納入が遅れがちである。 卸売

紙類・文具・書籍卸
売業

大企業

188 東京
被災地の方には、お悔やみ申し上げます。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
中小企業

189 東京

被災地の親族に対する安否確認や救護のための災害休暇（有給）の仕組
みが出来た。 卸売 化学品卸売業 中小企業

190 東京

被災地や被災企業の一刻も早い復旧と政府や行政の迅速な取り組みを期
待したい。 卸売 化学品卸売業 中小企業

191 東京

当社が扱っている商品（例えば簡易トイレ等）が、被災地の人たちに役立つ
ように取り組んで行きたいと考えております。 卸売 化学品卸売業 中小企業

192 東京

直接的に業務上の影響はないとみていますが、一刻も早い復旧を願いって
います。 卸売 化学品卸売業 小規模企業

193 東京

当社は、この度の西日本を中心とした豪雨により発生した被害に対し、被災
地支援として200万円を拠出することを決定いたしました。被災者の皆様に
謹んでお見舞い申し上げますと共に、1日も早い復旧を心よりお祈り申し上
げます。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
大企業

194 東京
困難は続くが負けずに頑張りましょう！。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
大企業

195 東京
社員及び会社として寄付を行うことで少しでもお役に立ちたい。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

196 東京

日本赤十字に会社として寄付金送ったので、本当に困っている方々（支援
物資が届きにくい場所等）に有効活用してほしい。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

中小企業

197 東京

広島地区には会社支店もあり、インフラ事業も実施していることから、復旧
支援については継続実施していく姿勢である。 卸売 機械・器具卸売業 大企業

198 東京

被災地の方々、必ず復興するとの信念のもと、希望を捨てずに前を向いて
進んで行ってください。当社製品（ドライヤー等小型家電）で何かお役に立
つ事があればお力になりたいと思います。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

199 東京
被災された方々の地域が一日も早く復興することを祈念しております。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

200 東京

犠牲者の方々に深くお悔やみ申し上げるとともに、被災された方への国を
挙げての支援による生活の安定が最重要課題、次いで、被災地域の産業
の復興を企画し、被災者の働く場を作り将来への希望が持てる環境造りを
お願いしたい。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

201 東京
募金等で協力したい。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

202 東京

微力ながら日本赤十字社を通して五百万円寄付をした。一日も早く日常を
取り戻せることを祈ってます。 卸売 機械・器具卸売業 大企業

203 東京

大きな災害に対して赤十字に関係なく毎回小額な寄付をその地の関係機
関、県庁、市町村に会社から送付しています。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

204 東京

お亡くなりになられた方も多数いらっしゃり、さぞ無念だったと思います。残
されたご家族、被災された皆様に政府･行政が早急に支援を進めて欲しい。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業
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205 東京

今回の被災エリアは非常に広範囲ですので、商売への影響も大だと思いま
すが、被災者の状況は惨憺たる状況との事で同地域にふるさと納税をする
等の応援をしたいと思います。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

206 東京

従業員からの希望により、従業員の募金、会社からの義捐金、社長個人の
義捐金をまとめて、日赤を通じて被災地に寄付いたしました。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

207 東京

社内で募金を集めて送る予定です。被災地のインフラ復旧に全力で取り組
んで頂きたい。近年大雨により災害列島と化しています。都市部や山間部
の堤防の整備、洪水対策の新たな水処理施設、山崩れのハザードマップの
拡充など、防災の抜本的見直しをお願いしたい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

208 東京

予想も出来ない災害。明日は我が身と思っています。被災した方たちには
何もお手伝いが出来なく申し訳なく思います。早い復興をお祈り申し上げま
す。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

209 東京

おかげさまで仕入れ先が存在しましたが被害はなかった。物流関係で多少
影響あり。暑い時期大変だと思いますが立ち直っていただきたいと祈りま
す。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

210 東京
個人個人でふるさと納税を活用して支援したい。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

211 東京

自分は、起業してから東北の震災、九州の震災、そして今回の災害をみ
て、未だ東北の震災に合われた方への配慮を継続しています。同じように
はとてもできないので、東北で影響を受けた方々からのアドバイスが一番適
切ではないかと考えております。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

212 東京
支援物資を無償で提供および手配を行った。

卸売 その他の卸売業 中小企業

213 東京
取引先から具体的の相談があれば積極的に協力していきたい。

卸売 その他の卸売業 中小企業

214 東京

今年から弊社で取扱いを始めた部品の製造拠点が岡山の被災地に近いの
で安否の確認を実施しました。弊社に今出来る事は岡山生産の新規製品を
拡販し、供給先の利益に繋がる仕事をすることだと思います。

卸売 その他の卸売業 中小企業

215 東京
配送ルートの確保、必要物資の優先配送。

卸売 その他の卸売業 中小企業

216 東京

天災は避けられないことなのですが、被災した地域の方々はこの暑さと心
労が重なって憔悴されていることと思います。政府や行政の支援の元で、
一日も早い復興を祈っております。

卸売 その他の卸売業 小規模企業

217 東京
被災地の同業者から協力要請があれば、出来る範囲で行います。

卸売 その他の卸売業 小規模企業

218 東京
被災者の方々には心よりお見舞い申し上げたい。

小売 飲食料品小売業 大企業

219 東京

お届けするために宅配会社では不可能でも、郵便局でお届けするなど可能
な方法で必要なものをお届けしています。 小売 飲食料品小売業 中小企業

220 東京
一日も早い復旧を。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

221 東京

人的被害は発生していないが、一人実家（松山）が、床上浸水の被害を受
けている。東日本大震災の際もそうだが社として見舞金を送る予定。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

222 東京

若干の店舗を有している取引先はあるが、弊社が直接行っている業務では
ないので、弊社としては影響は軽微であると考えています。弊社としての取
り組みは、募金活動への参加や該当活動への参加をしております。また、
上記の被災地店舗への緊急輸送を協賛運賃（通常の5分の1程度）の運賃
で対応しました。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

223 東京

被災された方、企業様には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧
を心よりお祈り申し上げます。 運輸 運輸・倉庫 小規模企業

224 東京

直接的な支援が難しいなか、個人的な寄付等を続けると同時に、国として
の活力を衰退させないためにも、平常時の業務の品質を高めるべきと考え
ます。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

225 東京
BCPの見直しが必要であると考えます。

サービス 飲食店 中小企業

226 東京

特に影響はないと考えますが、被災地の方々のことを思うと、これまで以上
真摯に業務に取り組み、地域の活性化につなげていきたい。 サービス 飲食店 中小企業

227 東京

連日の悲惨な報道に心を痛めています。被災地の方には言葉もないです
が、「諦めなければ夢は叶う」のメッセージを贈りたいと思います。 サービス 電気通信業 中小企業
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228 東京

個人的には出来る限りできることをお手伝いしたいが、会社としては、難し
いので社員一人ずつで考えてほしいとミーティングで話した。政府として、役
所としてできる限りサポートをすべきだと考えます。

サービス 電気通信業 中小企業

229 東京

被災地の物産品の購入による支援。一日も早い復旧・復興をお祈りしてい
るとともに、できる限りのお手伝いをいたします。 サービス 旅館・ホテル 大企業

230 東京

会社に直接的な被害はないものの、働いている職員の実家等に多少なりと
も被害がありましたので一日も早い復旧を望んでおります。 サービス 娯楽サービス 中小企業

231 東京

世界どこも平和に過ごせる場所はないと思います。強い心を持ち、前に向
き、早い復興をお祈りいたします。 サービス

メンテナンス・警備・
検査業

中小企業

232 東京

被害に遭われた方の日常が1日でも早く戻ること、また、お亡くなりになられ
た方のご冥福をお祈りしております。そして不謹慎ではありますが、今回の
被害を教訓にして地震だけでなく豪雨による災害対策が進むことを願ってい
ます。

サービス 広告関連業 大企業

233 東京
一日も早い復旧・復興をお祈りいたしております。

サービス 広告関連業 大企業

234 東京

多くの被災された方々には、大変な苦労かと思いますがいち早い安全の確
保、安定した生活の回復を心よりお祈り申し上げます。自社としては、災害
発生時に従業員の安全も守れるようにしたいと考えています。設備であり備
蓄であり、備品であり、仕組みも含めて。ボランティアの活動等への物的、
経済的支援を大手企業へお願いしたい。政府・行政へも、IR法案よりも積極
的な対応をお願いしたい。

サービス 広告関連業 小規模企業

235 東京

豪雨の際に宴会をしていた自民党議員には十分反省をして頂き、被災地の
一日でも早い復興に全力で取り組んでもらいたい。ただし、東日本大震災で
の被災地をみると、なかなか進んでいない状況ではあるので、政府は非常
に行動が遅いと感じる。カジノ法案等を無理矢理押し通すのであれば、真剣
に被災地の復興に目を向けて欲しい。被災地の方々が一日でも早く、安心
した生活が取り戻せるよう応援しております。

サービス 情報サービス業 大企業

236 東京

被災された方々、企業様には、心よりお見舞い申し上げます。一刻も早く通
常の生活、企業運営がおくられることを、切に願います。 サービス 情報サービス業 大企業

237 東京

色々な課題が様々な立場の方々にあると思いますが、少しずつでも対策・
改善が進み、また被害を受けた方々の心の傷が少しでも軽くなればと思い
ます。

サービス 情報サービス業 大企業

238 東京
心ばかりだが、寄付をしたい。

サービス 情報サービス業 中小企業

239 東京

会社は、大災害に対して売上の0.1%を寄付する事とし、東北・熊本と実行し
て来たが、今回の災害についても、過去の災害と同様に、早急に検討予定
でいる。

サービス 情報サービス業 中小企業

240 東京

社員の中には、被災地から近いところに親せきがいるなど、状況が気にな
るようだ。被災された自治体へふるさと納税などの形で支援を行うことを考
えていきたい。

サービス 情報サービス業 中小企業

241 東京
時間が取れるならボランティアに参加したい。

サービス 情報サービス業 中小企業

242 東京
グループ全体で寄付金等の募金活動を実施。

サービス 情報サービス業 中小企業

243 東京
被災地、被災企業に対しては、一日も早い復興を願っている。

サービス 情報サービス業 中小企業

244 東京

被災された方々には心からお見舞い申しあげます。皆様の安全と被災地の
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 サービス 情報サービス業 中小企業

245 東京

被災された企業に関しましては、一刻も早い回復を祈念しております。弊社
としては、義援金を送らせていただきました。 サービス 情報サービス業 中小企業

246 東京
一日も早い、企業の再稼働をお祈り申し上げます。　。

サービス 情報サービス業 中小企業
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247 東京

今回の豪雨により被災された方にお見舞いを申し上げます。気象庁の二酸
化炭素濃度の観測結果によると、観測点の三陸町綾里では1987年1月は
353.2PPMで、2018年4月は417.4PPMと、わずか31年で1.18倍になってい
る。地球温暖化は深刻な状況にある。今回の豪雨と同じことが今後毎年繰
り返されるだろう。政府も国民もCO2削減の長期的な政策を立案する必要
がある。

サービス 情報サービス業 中小企業

248 東京
被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げたい。

サービス 情報サービス業 中小企業

249 東京

従業員の関係者含めて弊社には直接的な影響はありませんが、惨状を目
の当たりにしてとても辛い気持ちになります。今後、このような災害が発生し
たときに社としてボランティア支援ができる制度を整備する考えでおります。

サービス 情報サービス業 小規模企業

250 東京

当社グループ全体で被災にあわれた方々への手助けになるべく活動を行っ
ていきます。また、店頭等の募金を日本赤十字社を通じて支援を行ってまい
ります。

サービス 人材派遣・紹介業 大企業

251 東京
被害に遭われた方々の一日でも早い復旧をお祈りいたします。

サービス 人材派遣・紹介業 中小企業

252 東京

サービス提供中の顧客店舗などに影響が出ており、当社としてできるバック
アップがあればいつでも対応する旨は申し出ている。 サービス 専門サービス業 大企業

253 東京

建設コンサルタンツ協会等を通じて、被災地への復興支援を行うことを決定
済。被災地のほとんどが当社の営業エリア外なので直接的な支援はなかな
かしにくい。

サービス 専門サービス業 大企業

254 東京

特に生産設備を必要とする製造業については、従来の稼働状況を取りもど
すべく、行政・経済団体は迅速に対応戴きたいと存じます。被災企業の復興
が遅れると従業員離れが起きてしまうので、被災企業の方々は、取引先、
行政・経済団体と状況を情報共有して前進して戴きたい。

サービス 専門サービス業 大企業

255 東京
社員から募金を募り、被災地に寄付を行いました。

サービス 専門サービス業 大企業

256 東京

今回の災害で被害に遭われた方々には心よりお悔やみ申し上げたいと思
います。今回の災害を通じて、改めて日本における自然災害の多さを痛感
させられました。日本は過去から地震や豪雨による被害が多いにも関わら
ず、政府が本腰を入れて国土強靭化の投資をしてきていないことが致命的
な政策の落ち度だと思っています。今後は、早急に政府が積極的な国土強
靭化の予算増加を決定すべきだと思います。

サービス 専門サービス業 中小企業

257 東京
少しでも役立てれば、とすでに義援金を送っております。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
小規模企業

258 東京
会社・組合・従業員で、義援金を募る活動実施中。

サービス その他サービス業 大企業

259 東京

被災された皆様へのお見舞いを申し上げますとともに、皆様の安全と一刻
も早い復旧をお祈り申し上げます。 サービス その他サービス業 大企業

260 東京
自治体への寄付金。

サービス その他サービス業 中小企業

261 東京

問題を身近に感じているので、法人としての寄付の窓口があればと思いま
す。他にも会社として出来ることは行っていきたいと思います。 サービス その他サービス業 中小企業

262 東京

内閣支持率の自主調査の回答者1件につき100円の寄付を8月中に実施し
ます。2000サンプル予定。 サービス その他サービス業 小規模企業

263 東京
ボランティアに参加したいとは考えるが、実際は体力面も含め難しい。

サービス その他サービス業 小規模企業

264 東京

日本のリーダーが率先垂範して被災地と被災企業、被災者への支援を具
体的行動をもって示していただきたい。当社も支援活動を検討しています。 その他 その他 小規模企業

265 神奈川
被災地への寄付の実施。

金融 金融 小規模企業

266 神奈川

被災された地域には心よりお見舞い申し上げます。政府や行政は一団と
なって、資金供与と、手薄な地方の行政機関には手助けとなる（働ける）人
材を期間出向させ、今後の災害復興に関する人材育成を積極的取り組め
る人材を育成してもらいたい。

建設 建設 小規模企業
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267 神奈川

被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。新聞やテレビの報道で被
災されている光景を見る度に心が痛み言葉が出ません。一日も早い復旧・
復興を心よりお祈り申し上げます。

建設 建設 小規模企業

268 神奈川

横浜市の災害時出動メンバーに入っていますが、地元で災害が発生した場
合は復旧活動に参加したいと思っています。 建設 建設 小規模企業

269 神奈川
被災者の厳しい現状を理解して、この度、当社としても経済的な支援を行っ
た。

建設 建設 小規模企業

270 神奈川

この度の西日本豪雨により、弊社のお取引先さまにも多大な被害が生じて
おり、被災された方に心からお見舞いを申し上げます。被災の度合いが大
きかったお取引先さまには一部営業員をお手伝いに向かわせましたが、遠
隔地ゆえ、これと言って何もできず、一日も早い復興をお祈りするばかりで
す。今後、義援金等の募集に際しては積極的に賛同させていただきたいと
考えております。復興支援関係機関におかれましては、杓子定規にならず、
是非とも被災者に寄り添った柔軟な協力・支援をお願いしたいと思います。

製造 化学品製造業 中小企業

271 神奈川

同業者などに被害を確認し、必要な物資を送る手はずを常に取っている。
業界内でもＢＣＰで他県とも助け合いの協定を結んでいる。物資だけでなく
仕事の面でも組合が窓口になって行うようにしている。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

272 神奈川
日本赤十字社を経由して広島県、兵庫県に対して義援金を出した。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

273 神奈川

自然の猛威に対し、如何に無力かを痛感させられた災害でした。対岸の火
事とせず、事業継承策の再点検を実施した。 製造 機械製造業 中小企業

274 神奈川

被災していない我々が、日常の生活、仕事をしっかり継続していくことで、復
興の一助を担っていると常に考えている。もし我々が被災したら自分たちで
復興することが基本であるし、援助をいただくにしても、援助の元になる経
済活動がしっかりしてないとなりたたない。だから被災しなかった人たちは
日常生活を全うすることで日本の経済活動を支えることが一番の復興の助
けとなると信じている。

製造 機械製造業 小規模企業

275 神奈川

被災地の皆様には、一日でも早く復興しますようお祈りいたします。被災地
への救援物資の支援について、過去の経験をもっと生かし、迅速に必要な
人に必要な物資が届くようノウハウを生かして頂きたいと考えております。

製造 電気機械製造業 小規模企業

276 神奈川

弊社もわずかながら義援金を贈らせていただきました。自然環境に左右さ
れる業種でもあり、今後被災地域の方々が一日も早く平穏な生活に戻られ
ることをお祈りします。

製造 その他製造業 中小企業

277 神奈川

人手不足のなか復興は並大抵ではないと思います。当社と取引のある会社
様にはお見舞いという形で義援金を送りましたがお金だけではなかなか復
旧復興は難しいのではないでしょうか。しばらくは納期にゆとりをもって発注
し、欠品しても大目にみて代替え商品でまかなったとしても復旧したのちは
又もとに戻す約束をする等、今後も購買し続ける事をアピールすることが力
になるのではないかと考えます。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

278 神奈川
一日も早い復興を願っています。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

279 神奈川
この度の災害に関しまして、心より深くお見舞い申し上げます。

卸売 化学品卸売業 中小企業

280 神奈川
中小企業への設備や工場復旧の為の臨時予算、支援を実施している。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

281 神奈川

このたび、西日本豪雨により被害に遭われた方々へ心よりお見舞いを申し
あげます。一日も早い復興、復旧を心よりお祈り申し上げます。戦後の復興
から昭和にかけて登り続けた日本でも、過去にない災害が日常化していお
り、非被災地も他人事ではないと思う。この現状をどう乗り越えたかを個人、
自治体レベルから国が吸いあげ、今後の減災に役立ててほしい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

282 神奈川
生活物資などの輸送を担う業態として、やれる事、やるべき事を行っていま
す。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

283 神奈川
義捐金を関連会社に寄付した。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

284 神奈川

被災の度に、普段、目に見えないところで日本中と繋がっているのだと再認
識させられます。企業版ふるさと納税という制度が浸透すれば、より援助が
身近なものになり、日本中の企業が1つとなり助け合えるのではと思いま
す。被災地の皆様や被災企業各社が少しでも早く日常へ戻れるよう、心より
お祈り申し上げます。

サービス リース・賃貸業 中小企業

14/28 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2018



(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 被災地域に向けた企業の声・復興等への取り組み
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

285 神奈川
災害の可能性情報の通知徹底と意識改革の訓練が必要。

サービス
メンテナンス・警備・

検査業
中小企業

286 神奈川

被災した地域の皆さまが一日でも早く通常の生活を取り戻せることを願って
おります。 サービス 人材派遣・紹介業 中小企業

287 神奈川

交通・運送インフラの復興をすばやくお願いしたい。1日も早く、もとの生活に
戻れるよう願っています。 サービス 専門サービス業 中小企業

288 新潟

中越地震では全国の皆様から助けて頂きました。ニーズにあった必要なこ
とがあれば支援していきたいと思います。 建設 建設 大企業

289 新潟
東北の時と同様に復興事業に一役を担いたい。

建設 建設 大企業

290 新潟
1日も早い復興を祈っており、当社でできることは義援金を贈ることぐらいで
す。

建設 建設 中小企業

291 新潟
企業、もしくは個人で被災地へ募金をしたい。

建設 建設 小規模企業

292 新潟

遠隔地であり現場で復旧活動の手伝いができないため、せめて義援金等で
お役に立てればと思っています。 不動産 不動産 小規模企業

293 新潟

平成30年7月豪雨災害に見舞われた皆様方には、お見舞い申し上げます。
復興の一助としまして日本赤十字社を通して多少ではありますが、見舞金
を送らせていただきました。一日も早い復興を願っております。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

294 新潟

気候変動に伴う災害の発生は今後も多くなると思われます。こうした事態を
踏まえ、BCPに基づく防災に対する対策を講じたいと考えます。又、政府に
対してはより一層防災予防処置の取り組みをお願いしたいと思います。

製造 出版・印刷 中小企業

295 新潟

異常気象、地震、火山の噴火等の自然災害はいつどこにでも起こりうるの
で、心がけておきたい。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

296 新潟

震災の被災地として復興を手助けしてもらったことは忘れない。極短期・短
期・中期・長期に分け、その都度手を差し伸べていきたい。差しあたっては
設備など必要なものを声を挙げて呼び掛けてほしい。

製造
精密機械、医療機
械・器具製造業

小規模企業

297 新潟

被災地の一日も早い復旧・復興を願ってます。また、政府や行政の手厚い
支援をお願いしたい。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

298 新潟
ボランティア休暇を社則に入れようと検討中。

サービス リース・賃貸業 中小企業

299 富山

政府や行政主導により1日も早い復興を期待します。被災された方々や企
業の皆様には、酷暑の中体調に留意し頑張っていただきたい。応援してい
ます。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

300 富山
一日も早い復旧を願っています。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

301 富山

倉敷町には被害を受けた弊社のお得意先があり、先日関西支店の弊社社
員が２名が応援に出かけ、整理のお手伝いをしてきた。ＡＬ、ＳＴ、ＳＳの板
材の建築用部材加工、ALサッシ加工を行う工場機械設備の再稼働可能は
困難なものが多いようです。日本全体の問題として復興に尽くすべきと思っ
ています。頑張ってください。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

大企業

302 富山
BCPの見直し。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
中小企業

303 石川
義援金を社内で集めており、今後被災地域へ寄付をする予定である。

建設 建設 大企業

304 石川

被災された地域の方々は、仕事はもちろんのこと、生活するのでさえ大変な
思いをされております。政府はこんな時こそ強いリーダーシップを発揮し、国
民のための政治を行って欲しいものです。また、幸いにも被災されなかった
地域においても、今一度防災体制の点検や見直しをしなければならないと
思います。

不動産 不動産 小規模企業

305 石川
一刻も早い復興をお祈りいたします。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

306 石川
被災企業へ早期復興を祈願します。

製造 機械製造業 中小企業

307 石川
何もできませんが寄付や募金を出来る範囲で行います。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業
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308 石川

遠方のためボランティアで現地に出向くこともできず、できることといえば多
少の義捐金をお送りしたいと考えています。また、当社で防災グッズを取り
扱っていることもあり、仕事の性質上お役様へＢＣＰの対応等をお尋ねし
て、少しでもご援助できることがないかと考えていきます。

サービス その他サービス業 中小企業

309 福井

政府、行政、その他団体からの救済を望みます。広島、岡山ともに衣料品
では産地があるし、本社が無事でも、工場や倉庫が心配です。被災された
方々に、頑張ってください、とお伝えしたいです。15年前に福井も堤防が決
壊し大水害がありました。復興に時間はかかりますが、本当に頑張ってほし
いです。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
中小企業

310 福井
被災地への物資（老眼鏡）を支援済。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

311 福井
未曽有の状況ですが頑張っていただきたいです。

小売
自動車・同部品小売

業
中小企業

312 山梨
今後は想定外が発生する前提のBCPを策定するべきである。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

313 山梨
社内募金活動。

製造 電気機械製造業 大企業

314 山梨
まだ秋島被害の全貌が明らかになっていないので、一日も早く復興を望む。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

315 山梨

被災地の皆さんは苦しいと思うが、避難者の方々は特に大変だと思う。一
刻も早く元の生活に戻れるように祈念します。今回の災害を他人事とは思
わず、明日は我が身の精神で備えを進めたいと思います。

卸売 その他の卸売業 中小企業

316 山梨

災害列島、日本に住んでいる限り明日は我が身です。今は寄付などで支援
することしかできない。 サービス 専門サービス業 中小企業

317 長野

オリンピック特需など首都圏に労働力も資材も集中しているが、住宅関連の
職人とはある意味で分業されているので、要請があれば復興住宅などで協
力したい。

建設 建設 小規模企業

318 長野

ここ近年は、地震、台風、噴火、豪雪、ゲリラ豪雨、などなどが毎年繰り返し
襲って来ています。欧州を含む先進国は、襲って来る災害に対する取り組
み（例えば、堤防の嵩上、他）をしていると聞きます。我が日本は災害が発
生するたびに、想像を超えた。で終わってしまう。気候変動が続く中、国、地
方自治体、学識経験者は、災害に備える投資を進めるべきと考える。がん
ばれ被災地・がんばれ日本」。

建設 建設 小規模企業

319 長野

被災地の方々やその地域の一日も早い復興を願っております。弊社への影
響としては、輸送経路が寸断されているため九州産の原材料入荷に大きく
影響が出ている。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

320 長野

ギリギリの人数で仕事を回しているので、現地に赴いてのお手伝いは無理
ですが、物資などでの応援をしています。 製造 出版・印刷 中小企業

321 長野

この度の集中豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日
も早い復興を祈念申し上げます。関西圏への中央の対応、マスメディアの
対応に苛立ちました。危機感がなさすぎです。詳しい情報を収集すれば今
回の大惨事は、もう少し予測できたはずです。各自治体もいつかは我が身
です。危機感を持ち人ごとで風化させず、今後の街づくりやハザードマップ
に活かして欲しいと思う次第です。

製造 出版・印刷 小規模企業

322 長野

被災された方には心よりお悔み申し上げます。お手伝いできる事がありまし
たら全力でお手伝いさせて頂きます。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

323 長野

工作機械業界に携わっている弊社としては、被災地域で元請け様の顧客が
被災されていることに絡んだ業務も発生している。元請け様としてもお客様
の早期復旧の応援をされているが、弊社でも修理用部品の製造量が一時
的に増える場面があった。業界的には生産が活況となっている昨今、繁忙
度合が輪を掛けて増したような格好となったが、わずかでも力になれればと
思う。

製造 機械製造業 中小企業

324 長野

報道を見ていると他人事とは思えない悲惨な状況に何とも言葉がない。衷
心よりお見舞い申し上げたい。何時どこで発生しても不思議でない自然環
境の中、社員、家族の命を守れる会社の立地も含め全てにおいて備えなく
てはと思う。今回の集中豪雨で北九州への納入がストップになり緊急で羽
田からエアーで納入した経緯もあり、災害に備えた道路交通網の整備拡充
も大きな課題でないかと思います。

製造 電気機械製造業 中小企業

325 長野
当社グループで義援金を贈呈することを検討している。

製造
輸送用機械・器具製

造業
大企業
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326 長野

弊社も過去に水害の経験があります。在庫の処分、ＰＣなどのデータ復旧、
金融機関からの緊急支援などスピード感をもった対応を各機関に臨みま
す。特に中小零細企業にとっては死活問題である場合が多いので、がん
ばってほしい。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
中小企業

327 長野
一日も早い復興を願っています、復興募金も多少させていただきました。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

328 長野

地理的に遠方なので、ボランティアのような直接的な援助は不可能なので、
あちこちの募金活動に積極的に参加していきたい。 卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

329 長野
防災への備えの啓蒙活動に協力していきたい。

小売
繊維・繊維製品・服

飾品小売業
小規模企業

330 長野

物流面においてできる限りの支援をしていきたい。そのためにも、一日も早
い道路や鉄道の復旧を強くお願いしたい。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

331 長野

地域が離れているため、気持ちとして復興を願うことしかできません。地元
でそのような状況になった場合は、当社の特徴を活かした支援をする心づ
もりでいる。政府や行政には、真に国民の為に働いていただき、常時から無
駄を省いて税金を有効に活用していただきたい。

サービス 娯楽サービス 中小企業

332 長野

今回はまさかという地域場所での災害の発生、大変だと思いますが頑張っ
て下さい。自然環境の変化で、どこで起きるかわからない災害が多くなって
きておりますが、そんな中の今回の災害。被災地の皆様には心から応援さ
せていただくとともに、本当に負けないで頑張って下さい。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
中小企業

333 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

334 岐阜

災害が起きてからの地域間、日本全体の協力が必要であるが、現在はど
の地域でも明日は我が身ということを念頭に被災地にできる限りの支援を
し、逆の立場の時も胸を張って支援を受けれるようになると良い。

製造 その他製造業 小規模企業

335 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

336 岐阜
危機管理を徹底したい。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

337 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

338 岐阜

この度の豪雨にて被災されました地域の皆さまには心からお見舞い申し上
げます。また尊い命を失われた方やご家族には誠に残念でお悔やみ申しま
す。いつも災害が発生するたびにとても他人事とは思えません。時期、場
所、時間を問わず発生する自然災害（台風、地震、風水害等々）にはいつも
なす術なく、過ぎ行くのを待つだけでしかありません。どうしようもなく無力感
を感じます。これまでにない暑い日が続いておりますが被災地域の皆さまに
は無理をせず、一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。

卸売 その他の卸売業 大企業

339 岐阜

被災された地域特性は、日本中どこにでもあるものです。被災された人や
企業の方が、困ってらっしゃることへ応えるために、今何が求められている
のかを知るためのスキームを行政がコーディネイトされてはどうかと考えま
す。被災された皆さん、声をあげてください。どうか、現状に負けないでくださ
い！。

サービス 情報サービス業 大企業

340 静岡

被災地にも取引先が多数いらっしゃるので、それらの業者と協力して取引を
続けていく事で被災地復興に協力したい。 建設 建設 大企業

341 静岡

日本のあちらこちらで毎年のように、大きな災害が起きています。常に災害
への備えが必要であることを改めて感じでおります。 建設 建設 大企業

342 静岡

廃棄物となってしまった冷蔵庫やエアコンについて全国的な見地から、必要
であれば静岡県もフロン回収事業協会を通じてフロン回収の応援をしたい。 建設 建設 大企業

343 静岡
一日も早い復興を祈念いたします。

建設 建設 中小企業
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344 静岡

2000年以降災害が続いている。地震、津波、火山、風雨何がどこで起きても
不思議ではない。危機管理の部分で企業も対応していかないと行けないと
思う。

建設 建設 小規模企業

345 静岡

災害はいつ起こるともわからず、以前弊社も水害に見舞われたこともあり、
他人事とも思えず、被災者の方にはお見舞い申し上げます。 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

346 静岡
被災された皆様の一日も早い復旧、復興を願います。

製造 化学品製造業 中小企業

347 静岡
税金を投入し、一日も早い復興を願います。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 大企業

348 静岡
ＢＣＰ策定認定は受けているが実際に被災した場合の対応能力は不安。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

349 静岡

今回被災された広島県、岡山県、愛媛県では殆ど経済活動をしていないた
め、弊社としての直接的な影響はない。今回は甚大な被害となったが、災
害に対する強い街づくりという点では、やはり人口が過疎化している山間部
は置き去りにされているような気がする。さらに雨量も多かったのも事実だ
が、山の崩れ方、山崩れの数、その接近している距離感等は異常なものを
感じる。中国山地はまさ土が多いとも聞いているので、大地震等の予測の
ようなハザードマップに地質の要素も加える必要があるかもしれない。いず
れにしろ、被害に遭われた方への心からのお見舞いと亡くなられた方への
ご冥福を心からお祈りいたします。

製造 機械製造業 大企業

350 静岡

想定外の気象状況により、災害が発生していることを考え、環境周辺の地
形等を観察し対応できることは実施する。 製造 電気機械製造業 小規模企業

351 静岡
社内での募金活動を実施している。

製造
輸送用機械・器具製

造業
中小企業

352 静岡
被災された企業、住民の皆様には一日も早い復興を願っております。

製造
輸送用機械・器具製

造業
中小企業

353 静岡

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一刻も早く復旧される事を
祈念しております。 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

354 静岡
一企業市民として、被災地域の支援を考えたい。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
大企業

355 静岡
頑張って下さい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

356 静岡
微力ではありますが募金等しております。一刻も早い復興を願っておりま
す。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

357 静岡
水の確保、水の拠点の創設。

小売 飲食料品小売業 中小企業

358 静岡

災害に遭われた方々には心が痛みます。いつ自分の身に降りかかってくる
かわからない状況で他人事とは思えません。ボランティアの皆さんの働きを
テレビで見るたびに有難いと思いますが、水道、電気、ガス等の生活インフ
ラが壊滅した場合、国がいくら頑張ると言っても相当の時間が掛かり現実に
は大変過酷な生活が待っています。少しでも普段の生活に戻れる様、あり
とあらゆることを社会全体で考え実行していきたいと思います。

小売 専門商品小売業 中小企業

359 静岡

インフラがなかなか追いつかない中、又酷暑の中災害に遭われた方、支援
されている方々には本当にご苦労様です。少ない中ですが、せめて募金で
協力させていただきます。

運輸 運輸・倉庫 大企業

360 静岡

運送事業者として行政（浜松市）からの要請を受け、支援物資を輸送した。
今後も行政等と連携し、必要な物資を必要な地域や人に必要なタイミング
で輸送することで運送事業者としての責務を果たしたい。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

361 静岡

運送会社ですので、被災地の道路事情により、運行スケジュールの管理に
多少影響が出ました。被災地の復興の一助となる案件には積極的に関
わっていく所存でおります。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

362 静岡

冷凍鮮魚の輸送を手がけています。救援物資で運べるものがありましたら、
対応させていただきます。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

363 静岡
こういう災害があった場合は、募金活動は行っている。

サービス 人材派遣・紹介業 中小企業

364 静岡
同業他社で困っているところがあれば、復旧・復興に向けて協業をしてみた
い。 サービス その他サービス業 中小企業

365 静岡
県・市町等の指導の元、協力していく。

その他 その他 小規模企業
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366 愛知
災害防止、ＢＣＰの作成など備えをしっかりする。

建設 建設 大企業

367 愛知

豪雨の後に連日猛暑が続き、その後に台風が上陸して大変な状態だと思
います。避難所生活を余儀なくされておられる被災者の皆さまのことを考え
ますと心が痛みます。1日も早い復興を望み、少しでもお力になれることが
ないかを企業として改めて考えようと思います。

建設 建設 大企業

368 愛知

昇降機工事に携わる企業として、昇降機メーカーと協力しいつでも被災昇
降機の復旧に行く用意はできています。 建設 建設 中小企業

369 愛知

復旧に全力を尽くして欲しい。ボランティアに行くことが出来ない人もたくさ
んいると思いますが、すべての人が心配をしているはずです。がんばって欲
しいです。

建設 建設 小規模企業

370 愛知

不動産・建設業を営んでいるため、材料の供給不足や作業員など労働力の
不足が今後考えられる。不足しているものなどがあれば積極的に支援した
いと考えているが、一方的でなく求められている支援をしたいので、そういっ
た情報があれば活用したい。

不動産 不動産 小規模企業

371 愛知

被災地に日本赤十字社を通じて義援金をお届けしました。政府の対応は迅
速で良かったと思う。被災された方々には一日も早く普段の生活を取り戻せ
るよう願っております。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
小規模企業

372 愛知

国は、復興予算をしっかり捻出して、素早く対応をして欲しい。私の友人も
大阪でマンションの屋根の一部が壊れ、壁にヒビが入っており困っていま
す。大家さんには、現在でも修繕の見通しが立たないと一方的に言われて
いるようです。私自身も仕事があり、なかなかボランティアといってもすぐに
は行けないので、義援金をお送りします。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
中小企業

373 愛知
がんばれ日本。

製造 出版・印刷 中小企業

374 愛知

交通網（JR)の混乱により納入体制に支障が出ている。被災地の一日も早
い復興に企業・個人として何ができるか、すべきかを真摯に考えていこうと
思います。

製造 化学品製造業 大企業

375 愛知
義援金などの活動。

製造 化学品製造業 中小企業

376 愛知

直接的な支援は考えていないが、義援金の支出などにより、間接的にバッ
クアップしていきたい。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

377 愛知

高速道路を含む交通機関の復旧を願っている。被災地では猛暑の中で復
旧は大変だと思うので頑張ってください。 製造 電気機械製造業 大企業

378 愛知

弊社も岡山市内に営業所があり被災しましたが、周辺住民の方はじめ被災
された各地域の皆様が一日も早くもとの生活ができることを祈ると共に支援
してまいりたいと考えております。企業はじめ個人としても義援金へ協力を
してまいります。政府や行政には酷暑対策や救援活動をより迅速な対応を
していただくようお願いしたいと思います。また亡くなられた方に対し心より
ご冥福をお祈り申し上げます。

卸売 飲食料品卸売業 大企業

379 愛知

同じ日本国民の１人として、とても大きく心を痛めています。日本全体が助
け合いの精神を旺盛に発揮し、１日も早い復旧を切に願います。猛暑の中
の復旧活動に参加されている自衛隊の皆さんにも、手厚いご支援を望みま
す。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

380 愛知

事業の特徴を活かした必要な支援をしたい。マッチングできる仕組みがある
とありがたい。 卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

381 愛知

婦人服販売をしているため、衣料品で被災地に協力できることがあれば、
寄付等を考えています。弊社では、社員一同と会社で募金を集めていま
す。とても暑いですが、頑張ってください。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
中小企業

382 愛知

多くの財産、家屋が被災され、心よりお見舞い申し上げます。猛暑の中、大
変なご苦労をされていますが、1日も早い復興をお祈りしています。 卸売

紙類・文具・書籍卸
売業

中小企業

383 愛知
商工会議所等での企業に対しての募金活動。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
小規模企業

384 愛知

ニュースを見ていて、本当に大変だと心が痛みます。我々は募金することぐ
らいしかできませんが、それぞれの人が自分にできることをして、一日も早
い復興を願います。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業
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385 愛知

東北震災、熊本震災、大阪震災により、被災された方々へ心よりお見舞い
申し上げますと共に、赤十字等を通じた義援金の協力、休暇を活用しての
復興ボランティアを個人単位でできる様、考えています。そうした互助の姿
勢が、いざ自らが被災したときの復興行動に最良のヒントになると思いま
す。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

386 愛知

被災地でのボランティア活動ができないので、会社として日本赤十字を通じ
て支援金を贈りました。個人的にも僅かですが、支援金を贈りました。 卸売 その他の卸売業 中小企業

387 愛知

募金を実施した。物流が滞っていては復興が遅れる。インフラ整備に尽力
頂きたい。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

388 愛知

つきなみですが、社内にて義援金活動を実施しています。政府においては、
復興に関わる資材や人材等を自治体の枠を超えて提供する事を命じると共
に、可能な限りの復興支援交付金の支給を早急に行うべきです。

サービス 情報サービス業 大企業

389 愛知
たいへんなときこそ日本の底力を。

サービス 情報サービス業 大企業

390 愛知

平成30年7月豪雨で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。酷暑
となり、復旧・復興の妨げになっていますが、お互いの深い絆で乗り越えて
下さい。

サービス 専門サービス業 大企業

391 愛知
過去も含めて、ボランティアに車両・燃料・ETCを貸与して協力している。

サービス 専門サービス業 中小企業

392 愛知
すでに同業者組合では対応中。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
中小企業

393 愛知

被害により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被
災された方々に心よりお見舞い申し上げます。社員一同、一刻も早い復興
を心よりお祈り申し上げます。

サービス その他サービス業 中小企業

394 三重

被災地、被災企業の皆様に心よりお見舞い申し上げます。もし、弊社が災
害に遭遇したら、復旧、復興に向かっていけるか疑問であると思います。 建設 建設 小規模企業

395 三重
建設資材等の輸送。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

396 三重

弊社は道路・下水管渠の維持管理を主な業務としています。国土交通省の
三重河川国道工事事務所などと直接取引をしているため、被災地復興の応
援も要請が有れば、自社保有の機械を携えて実施します。

サービス
メンテナンス・警備・

検査業
中小企業

397 滋賀
個人的に寄付しております。

建設 建設 小規模企業

398 京都
支援金の支出を予定。

建設 建設 大企業

399 京都
緊急時の実践的危機管理マニュアルの整備と確認の徹底に着手した。

建設 建設 大企業

400 京都

6月の大阪北部地震や7月上旬の西日本集中豪雨災害で多数の死傷者・非
難住民が出たことは、大変悲しくお見舞い申しあげる次第です。最近の気
候変動は地球温暖化のせいか、過去に例をみない大規模な災害が発生し
ております。政府・地方自治体には事前に早急な情報の提供や国民の災害
に対する意識の向上を常に図る必要があると思います。

建設 建設 小規模企業

401 京都

猛暑の中、復旧作業大変だと思いますが、頑張って下さい。弊社は、合成
樹脂製品製造会社で、その中でもＥＰＳカップという飲み物のカップも製造し
ており、少しでもお役に立てればと思いカップ容器を支援させていただきま
した。

製造 化学品製造業 中小企業

402 京都

弊社としては復旧復興への支援が何も出来ていない現状ですが、今後は
わずかながらでも復旧復興に役立つことを行わなければならないと思いま
す。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 大企業

403 京都

弊社も地元従業員の生活等にも軽微ではあったが影響が出た。7/6、当日
は道路通行止めにより従業員の50％が出勤できず、物流も納品、出荷が止
まり午前を以て稼働停止とし従業員を退社させた。大阪北部地震も同様、
従業員の出勤及び退社に影響が出た。公共交通機関の災害時のあり方が
問われる機会となればよいと考える。

製造 電気機械製造業 中小企業

404 京都
一日も早い復興をお祈り申し上げます。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
小規模企業

405 京都
お見舞い申し上げます。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
小規模企業
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406 京都
寄付金。

卸売 化学品卸売業 小規模企業

407 京都
事前に備えるべき事項を検討し、実施してまいります。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
大企業

408 京都

被災地への物資提供等々、情報が少なく協力を望んでもなかなか実現しな
い。被災者の皆様のご健康と一日も早い復旧を望んでおります。 サービス その他サービス業 小規模企業

409 大阪
被災地に当社製品の手洗い石鹸、消毒用アルコール等を配布。

建設 建設 大企業

410 大阪

被災された方々には心からお見舞い申しあげます。また酷暑の中で復興に
携わっておられる地元の方々、支援されてる方々には頭の下がる思いで
す。一日も早い復興を祈っております。阪神大震災で被災しましたが、当時
から比べると被災時の政府の対応、人命救助・支援体制など、かなり迅速
で内容も充実してきており、災害発生の都度、見直し改善されていると感じ
ます。ただ温暖化の影響なのか、年々異常気象と言われるケースが増えて
おり、「今まで大丈夫だった」など個人の経験値では判断できなくなってお
り、異常が平常になってきていることに認識を改めた方がよいかもしれませ
ん。

建設 建設 中小企業

411 大阪

社員、協力会社、得意先への連絡網をしっかりと作り上げたい。被害地域
への速やかな復興を願っています。 建設 建設 中小企業

412 大阪

まだまだ暑い日が続きそうですが水分を取って熱中症には気をつけてくださ
い。　1日も早く復興宜しくお願いします。 建設 建設 小規模企業

413 大阪
被災した施設の復旧に人が取られ、更なる人員不足が懸念されます。

建設 建設 小規模企業

414 大阪

報道では流れていない地域でも被害があり、当社の客先でも操業が止ま
り、現在、フル生産。メンテ、改造のスケジュールが延びたが、当社としては
全面的に協力していきたいので、頑張って欲しい。被害がない地域でも観
光に影響が出ている、被害地域だけでなく、被害のなかった地域への応援
もしていきたい。マスコミはそのあたりも報道してほしい。

建設 建設 小規模企業

415 大阪
在庫の無償提供を知人等を通じて自治体などに申し出ています。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

416 大阪

１日でも早い復旧・復興を切に願います。ボランティア等の援助は限りがあ
り、災害に対する人の意識も薄れていくので、政府・行政には長期を見据え
て対応にあたって欲しいし、今回の災害を今後の教訓として是非活かして
欲しい。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

417 大阪
積極的に取り組み、減災・防災の観点からのビジネスを進めていきたい。

製造
建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

418 大阪

当社でできることで段ボールベットや女性授乳室等の提供を呼び掛けてい
ます。被災地の１日も早い復興をお祈りします。 製造

パルプ・紙・紙加工
品製造業

中小企業

419 大阪

暑い中、被災された方が気の毒でなりません。同じ西日本で起こったことで
すので、会社のBCP整備を行い、万が一の備えを行うようにしたい思いま
す。日々の業務を粛々と行い日常生活や経済活動を行うことで、政府や行
政が被災地救済に集中できるようにしたいと思います。

製造 出版・印刷 中小企業

420 大阪
被災者カンパ。物資(容器等)の無償提供。

製造 化学品製造業 大企業

421 大阪

九州・西日本地区の豪雨被害にてお亡くなりになられた方々のご冥福をお
祈りするとともに、深い悲しみにある皆さまに心よりお悔やみを申し上げま
す。また、被災された方々にお見舞い申し上げ、一日も早い復興を祈念い
たします。

製造 化学品製造業 中小企業

422 大阪

地震以外の自然災害は、永年に亘っての人為的な自然環境破壊行為に、
少なからず起因すると考えます。被災地や被災各企業様及び被災者の皆
様には早急な支援や応援が必要で有りますが、その自然災害原因と成って
居る自然環境破壊行為の撲滅と環境保護対策に地球規模での対策と協力
が必務と考えます。なお、緊急支援協力として弊社も全従業員参加で細や
かでは御座いますが支援募金に参加させて頂きました。その事が自然環境
破壊行為の削減意識にも繋がればと願う次第です。

製造 化学品製造業 小規模企業

423 大阪

今回は　得意先より岡山県内の塗装業者様が操業できなくなり、塗装の応
援というカタチで仕事が少し増えました。また、社内のBCP対策を作成中で
したが、ピッチを上げるよう指示をしました。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 大企業

21/28 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2018



(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 被災地域に向けた企業の声・復興等への取り組み
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

424 大阪

我々のできることは限られていますが復興、復旧関連の物件は誠意をもっ
て優先的に取り組んでいきたいです。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

425 大阪

社内で寄付活動を行い、赤十字へ送金した。ユーザーに対しては機械調整
作業の連絡を入れ、早期復旧に対応している。一定人数以上の会社はある
程度ボランティア活動を義務付けることも検討していいのでは。

製造 機械製造業 大企業

426 大阪

被災された方々へ心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧・復
興をお祈り申し上げます。 製造 機械製造業 中小企業

427 大阪

亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると同時に、被災された地域、企業の
一日も早い復興・回復をお祈り致します。 製造 機械製造業 中小企業

428 大阪

このたびの「平成30年7月豪雨」でお亡くなりになられた方々へお悔みを申し
上げますとともに、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。被災
地が一日も早く復旧し、被災された方々の生活に平静が戻りますことをお祈
り申し上げます。

製造 機械製造業 中小企業

429 大阪
被害を受けた納入企業への協力。

製造 機械製造業 小規模企業

430 大阪
非常に気の毒で、言葉で表現が出来ない。

製造 機械製造業 小規模企業

431 大阪

幸いにも、今回の豪雨による影響は受けていません。被災地、被災企業の
方々には、一日でも早い復旧を祈念いたします。 製造 電気機械製造業 中小企業

432 大阪

明日は我が身であることを自覚しなければいけない。被災地の方たちには
復興に向けて心を折らず頑張ってほしいです。 製造

輸送用機械・器具製
造業

中小企業

433 大阪

小さな事かもしれませんが、被災地に当社商品をお届けしました。衣料品で
すが、全てを流された方、そして復興作業で着替えを必要とされている方な
どからお礼の言葉を頂きました。今後も我々のできる範囲でご支援できれ
ばと思っています。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
大企業

434 大阪

西日本豪雨災害に対する支援として会社からの義捐金を寄贈するととも
に、「社内募金システム」を活用し、社員からも義捐金を募っています。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

大企業

435 大阪

法人からの募金を強化するなど国として対策するのがよいかと思います。
一日でも早く復旧を願うのと同時に法人ボランティア隊など増加されると
願っています。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

436 大阪

被災地に対し寄付金等での援助を行っていきます。復旧まで長期間になる
と思われますが一日も早くと祈願しております。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

437 大阪

被災された地域の工場も生産出荷の遅れで商品供給が不定期となってお
ります。今回被災されました各県・市町村の皆様に置かれましては、心労過
労が続く中、連日の猛暑で心身共に非常にお疲れだと思われます。文章で
は簡単に言えるのですが、一日も早い復興をお祈り申し上げますと共に御
身体を大事に、ご無理なさらないでください。

卸売 化学品卸売業 中小企業

438 大阪
1日でも早く、復旧して元の生活に戻してほしい。

卸売 化学品卸売業 中小企業

439 大阪

土砂崩れなど交通面にも甚大な被害を受け物流関係が遮断され、大きな影
響が出た。被災された方々は猛暑の中復興に向け頑張っておられます。今
後も秋口に向け台風、豪雨など再災害が起こらないよう祈っております。

卸売 化学品卸売業 中小企業

440 大阪

一日も早い復興を祈っており、当社の取り扱っている商品等でお役に立て
ればと思っております。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

大企業

441 大阪

所属業界団体等を通じて、義援金をお送りしました。一日も早い復旧・復興
を願います。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

中小企業

442 大阪

いつどこで何がおこるか分からない状況。広島・岡山の水害もよく発生して
いる地域は、集中している。被害にあわれた方々にはお見舞いを申し上げ
るが、開発の規制や予算等もあるが河川の整備等、行政も頑張っていただ
きたい。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

443 大阪

個別支援を充実してあげてほしい。どこで災害が発生するかが分からない
ため被災時、被災後の継続可能なロードマップを作成してほしい。多くの方
が突然の訃報に直面していると思いますが、自分は一人ではないとあきら
めないでほしい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

444 大阪
被災地の皆さん、頑張ってください。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業
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445 大阪

昨今の異常気象による自然災害はこれまでの常識外にあり、予想はされて
いるようであるが被害があってからの事後処理に振り回されているようであ
る。今後のより良い対応を関係各所にお願いすると共に、今回被災にあわ
れた地域や住民の方々にはより迅速に回復が進む様にお祈り申し上げま
す。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

446 大阪
天災であるものの公的支援を要望し、被災地の早急の復旧・復興を祈念し
ます。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

447 大阪
支援している国際NGOを通して、さまざまな復興支援を行っている。

卸売 その他の卸売業 大企業

448 大阪
企業BCPより地域支援を第一に考えることも大事である。

小売 各種商品小売業 大企業

449 大阪

運輸会社として、ライフライン・復興に協力しています。又、同業の協力会社
支援も行っています。要は、持ちつ持たれつです。ただし、行政や国の統
制・指示管理は弱すぎます。民間の意思・行動力に他力本願が根強い感あ
り。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

450 大阪

当社は住宅用品や電器製品の修理用品を扱う仕事です｡補充怠りなく､早
急に準備･発送出来るように頑張ってます｡被災地の皆様も頑張って下さ
い｡。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

451 大阪

弊社としては義捐金程度の手助けくらいしかできませんが、業界に働きか
け、少しでも多くのお金が集められたらと考えています。また、ＩＴ業界とし
て、災害に対応したソフトウェアや、ハザードマッピングシステムや複数同時
情報交換システムなどでの貢献も考えております。

サービス 情報サービス業 中小企業

452 大阪

被災地の商品の購入などを通じて経済的な支援を行いたい。単なる義援金
では無く、経済的な活動を支援したい。 サービス 情報サービス業 小規模企業

453 大阪

弊社はコンサルティング企業であり、企業に寄り添い、企業繁栄に貢献する
ことを理念としております。被災地や日本経済の一日も早い復興に向けて、
尽力してまいります。

サービス 専門サービス業 大企業

454 大阪
被災企業への再建支援及び銀行への借入金返済猶予の働きかけ。

サービス 専門サービス業 中小企業

455 大阪
義援金の寄付など。

サービス 専門サービス業 小規模企業

456 大阪

弊社は冷蔵冷凍食品の配送業務を主としていますので、輸送関連で復興
への協力は惜しまない考えです。 サービス その他サービス業 小規模企業

457 兵庫

当社は幸いにして影響がなかったが、先の地震で茨木市のお寺より復旧工
事の依頼があった。社寺を工事できる業者自体が少なくなっていると改めて
感じた。被災地並びに被災企業については早期の復旧を心から祈念いたし
ます。そのためにボランティアでの現地支援も大切だが、その人たちを適切
に配置したり、作業指示したりするコントロールできる組織が必要だと思う。
また、経済的な支援は基本的には各企業が判断すべきであるが、もっと促
すための工夫はあってよいと思う。

建設 建設 大企業

458 兵庫

まだ見えていないところがいっぱいあるとおもいますが、あきらめないでほし
いです。体力的には自信がないので、今後、義援金みたいな形で応援した
いと思います。

建設 建設 小規模企業

459 兵庫

ボランティアなど出かける気持ちはやまやまですが年がついていけず、募
金をさせて頂いた。被災者の皆様、どうぞ体に気を付けてください。 建設 建設 小規模企業

460 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

461 兵庫

岡山・広島方面の鉄道復旧に係る臨時警備を請け負い、被災された皆様へ
の一助となれることを嬉しく思う。 不動産 不動産 大企業

462 兵庫

世界・地球全体の気象環境が大きく変わっている中で、認識を新たにせざ
るを得ない。政府・行政へは積極的な取り組みを期待する。被災された方々
へは心よりお見舞い申し上げたい。

不動産 不動産 小規模企業

463 兵庫

自衛隊（防衛省）と取引のある販売子会社が、先方の要望を聞いた上で支
援物資を提供、受け入れていただきました。 製造 化学品製造業 大企業

464 兵庫

ただの水害ではなく、泥害と言ってもいいと思います。水が引いたら泥に埋
まっていたという被害企業を今救済しています。但し、部材の手当てがおぼ
つきません。もともと調達困難の部材は長納期に苦しんでいたため。

製造 機械製造業 大企業
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465 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

466 兵庫

被災された方々の一日も早い復旧･復興をお祈りすると共に、政府･行政に
対しては、現状を直視した防災対策への取組強化を要望する。 製造

精密機械、医療機
械・器具製造業

中小企業

467 兵庫

当社自体、現実的に何もできませんが、頑張って欲しい。何事も、諦めず目
標を設定してつき進んで欲しい。又、官公庁も支援をお願いしたいです。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

468 兵庫

天変地異に関しては、当社は早目に自宅待機等の指示を出して、災害に巻
き込まれない様に心がけている。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

469 兵庫

国会でカジノ法案より復興対策案を最優先事項に位置づけして、罹災者を
救うことを何故しないのかと不思議に思う。罹災者の皆様、私も阪神淡路大
震災では、罹災して、辛さは多少なりとも理解しておりますが、時期的に冬
でしたので寒さ対策だけで済みましたが、今回は酷暑の中で大変なご苦労
をされておられますが、希望を持ち続けて頑張ってください。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

470 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

471 兵庫

豪雨の影響は小さく幸運だった。法人内で義援金活動を開始した。今後、福
祉団体の調整により被災地福祉支援に職員を派遣する。 サービス

医療・福祉・保健衛
生業

大企業

472 兵庫

顧客支援として、保存食（水・保存食など）の提供を行った。物流網復興は、
被災地だけではなく国全体の経済活動の上で重要な要素であり、早急な支
援策を実施してほしい。

サービス その他サービス業 中小企業

473 奈良
支援団体への寄付、被災地関係会社への支援を実施。

製造 機械製造業 大企業

474 奈良

日本の良いところは「助け合い」だと思う。積極的に被災地、被災企業へ支
援をしていきたい。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

475 鳥取

思いもよらぬ災害で、被災者の方は大変なご苦労をされていること、また炎
天下での復旧作業にお見舞い申し上げます。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

中小企業

476 島根
災害があれば、いの一番に現場に行き作業している。

建設 建設 小規模企業

477 島根
復興事業の一助に貢献したいと考えている。

建設 建設 小規模企業

478 島根
何かしらの形で支援させていただきたいです。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
中小企業

479 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

480 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

481 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

482 山口

被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と一日も早い
復興を衷心よりお祈り申し上げます。 サービス

電気・ガス・水道・熱
供給業

大企業

483 徳島

当社周辺では実際に被災した方々は無く　応援要請があれば即対応したい
と考えています。 建設 建設 小規模企業
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484 徳島

今や世界のどこにいても安全な場所は無いのではないかと思えるほど、自
然災害が猛威を奮っています。決して他人事ではなく、弊社も災害に強い備
えに取り組んでいく所存であるとともにに、今回被災された地域の方々の一
日も早い復興を祈るばかりです。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

485 香川

何時どこで起きても不思議でないあらゆる災害に対し、まず自社業務エリア
の客先に災害時の対応が遅れることの無いよう、今から準備、整備すべき
と考えている。資材仕入れルートの多極化や地域分散、応援人材や機材の
ネットワーク作りが必要と考えている。

建設 建設 中小企業

486 香川
得意先の被災者へのお見舞金は実施。

製造 出版・印刷 小規模企業

487 香川

岡山、広島の市場とは荷物の集荷やネット販売にて連携を組んでいるた
め、当社として出来ることは協力していく。 卸売 その他の卸売業 中小企業

488 香川

今回の7月集中豪雨により被害を受けた地域の皆様に、まず心よりお見舞
い申し上げます。おりしも、毎日高温注意報が出ており、お体には特に注意
をし熱中症予防対策等お体ご自愛くださいませ。

運輸 運輸・倉庫 大企業

489 愛媛
被災地、被災者の方々に対し少しでも早い回復を心より祈念します。

農・林・水産 農・林・水産 中小企業

490 愛媛

先日、大洲に2ｔダンプと若手社員2名でボランティアに参加しました。これか
ら広島の営業と共に引き続き応援したいと思っております。 建設 建設 大企業

491 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

492 愛媛

弊社では直接の被害は出ていないが、交通機関の被害に伴う物流への影
響、仕入れ先や販売先が影響を受けたことによる弊社生産販売への影響
等が出ている。弊社では、特に物流網の影響を最小限にとどめるべく、調整
をしている。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
中小企業

493 愛媛
できる限りの支援物資の提供などを通じて、復興の手助けをしていきたい。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
中小企業

494 愛媛

被災された方は大変な思いをしている事でしょう。お得意先など、多数の方
が災害に合われています。心からお悔やみを申し上げます。頑張らなけれ
ばと思います。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

495 愛媛
企業として依頼があれば動きます。

運輸 運輸・倉庫 大企業

496 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

497 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

498 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

499 高知

平成30年7月豪雨により亡くなられた方々にお悔やみ申し上げるとともに、
被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。弊社では今後、高圧洗浄
機等を被災地へ無償で貸し出す予定です。

建設 建設 大企業

500 高知

今回の豪雨により、損害を受けられた企業の皆様には、心よりお見舞い申
し上げます。そして、正常な企業活動への１日も早い復旧を祈念しておりま
す。

製造 機械製造業 小規模企業

501 高知
被災地の販売先への復旧支援へ取組中。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
中小企業

502 高知
急がず、慌てず、着実な復興をお祈りしています。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

503 高知
微力ながらお付き合いの在る企業様にはご支援をさせていただいていま
す。 サービス 情報サービス業 中小企業
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504 高知
仕事柄、現実に災害対応している。

サービス 専門サービス業 大企業

505 福岡
手形割引を通して中小企業様・個人事業主様の資金円滑に努めたい。

金融 金融 小規模企業

506 福岡
災害対策として、エネルギーインフラの供給。

建設 建設 小規模企業

507 福岡
心よりお見舞い申し上げます。早期の復旧を祈念しております。

不動産 不動産 大企業

508 福岡
日本に限らず世界中でいつどんな災害が起こるかわかりません。頑張りま
しょう。

不動産 不動産 小規模企業

509 福岡

被災企業に対する応援を迅速に行い、一日も早く復興出来る様、国、地方
自治体が協力して戴きたい。困っている事があれば声をあげて戴きたい、
応援します。

製造 機械製造業 中小企業

510 福岡

東日本大震災では、長期滞貨となっていた化粧品を被災地に寄付して喜ば
れた。福岡市は大規模な災害経験がなく、正常性バイアスが掛かっている
ところもあるが、明日は我が身と考えて災害への備えと復興への応援が必
要であると思う。

卸売 化学品卸売業 中小企業

511 福岡

住設機器を販売している当社としては、故障などで困っているお客様に迅
速に対応し、一日も早く日常を取り戻していただくべく、頑張っています。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

512 福岡
募金箱の設置。

小売 専門商品小売業 中小企業

513 福岡
物流面から復興支援を行いたい。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

514 福岡

各専門職の先生方が研究をして対策をしているが、行政はできているかど
うか。今回の広島の安芸地区においては2回目の災害。復興まで時間はか
かりますが、我々が今何をできるかを考え、復興に取り組みたい。

サービス
メンテナンス・警備・

検査業
小規模企業

515 福岡
復興は容易なことではありませんが、あきらめず頑張ってください。

サービス 情報サービス業 大企業

516 福岡

ネット環境が整備された現代社会においてもやはり、今回のような豪雨被害
には太刀打ちできない状態が続く現状が悔やまれます。日ごろから防災意
識を高めてもらうため、今回の被害を教訓にして早めの行動を担う一助とす
るためには、ネットを使った情報網の整備が必要であると感じます。これか
ら本格的な夏を迎え、被災地でも暑い日々が続くと思われます。少しでも被
災地の方がもとの生活に戻れるためにはどうすればよいかを考えていきた
いと思います。システム開発の職務にいるものとして何かお手伝いできるこ
とがあればお伝えしていただければ幸いです。改めまして、被災地の方々
へお見舞い申し上げます。

サービス 情報サービス業 中小企業

517 福岡

弊社は、建設コンサルタント業と地質調査業を主としており、官公庁発注の
災害関係業務の対応を行っているため、今後も可能な限り復興に寄与して
いきたい。

サービス 専門サービス業 中小企業

518 福岡

弊社への直接の影響はなかったため、まず顧問先への影響がないか、早
急に社員全員で調査し、お見舞い、応援を行った。弊社ではまずは、手の
届く範囲から微力ではあるが、被災した方々に支援を行っていきたいという
極めて現実的な方針である。

サービス 専門サービス業 中小企業

519 福岡
親会社と一体となった活動を行う。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
中小企業

520 佐賀
弊社は器の卸販売をしてますので、器が不足していればご提供したい。

卸売 その他の卸売業 中小企業

521 長崎
社員のボランティア活動への参加。義捐金。

不動産 不動産 小規模企業

522 長崎
１日でも早い復興をお祈りいたします。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

523 長崎
一日も早い復興を祈念します。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

524 長崎

既に被災地に支援を水の支援を行った。迅速な支援を行える体制を官民で
準備しておきたい。 サービス

メンテナンス・警備・
検査業

中小企業

525 長崎

復興を目指す被災企業とのネットワークのようなものを構築し、一時的な支
援ではなく長く続く繋がりを持てるシステムができないものかと考えている。 サービス 広告関連業 中小企業

526 長崎
被災地域の同業者への援助等。

サービス 専門サービス業 中小企業
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527 熊本

現時点では豪雨被害を受けた取引先への見舞金をお渡しする予定ではあ
るが、それ以外の取り組みは会社として何ができるのかを話し合っている最
中。

金融 金融 小規模企業

528 熊本

土砂災害で被災した工場の復旧の為、生産機械の緊急オーバーホール依
頼がありましたが、最優先で対応しました。数が多いため多くの同業者に依
頼があったと思います。復旧の一助になれて良かったと思います。一日も早
く再稼働ができるよう祈っております。

製造 電気機械製造業 中小企業

529 熊本

各地で色々な天変地異がおこっており、被害を受けられた方は本当に大変
だと思います。業務や会社ももちろん大事だと思いますが、ご自身の健康と
家族を守る事が第一だと思います。あまり無理をされませんよう、ご自愛く
ださいませ。

卸売 化学品卸売業 中小企業

530 熊本

地震で被災して再建中の身として、今回被災された方々は他人事ではあり
ません。当社で出来るボランティアを行う予定です。 小売 専門商品小売業 中小企業

531 熊本

先行きの見えない様な状況での不安、絶望感もあろうかと思います。謹ん
でお見舞い申し上げます。弊社も熊本地震の被災地にありますが、この状
況で知恵を出し、実行に移せれば必ず後に繋がっていくと思います。無理
はせず頑張って下さい。

運輸 運輸・倉庫 大企業

532 大分

行政は応援が必要な現場の把握を行い、ボランティア活動が偏らないよう
に情報を発信すべきである。台風などの大雨で更に被害が拡大する恐れが
ある。被災地が一日も早く立ち直れるよう祈るばかりです。

建設 建設 小規模企業

533 大分

１日も早い復旧、復興を祈ります。中でも当社に関わりの深い、1次産業の
復興には政府、行政の大きな支援を期待します。 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

534 大分

被災地企業からの要望があれば積極的な製品納品を行い、復旧・復興へ
貢献したい。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

535 大分

今回の豪雨被害は瀬戸内経済圏にある弊社にも全く関係ないわけでは無
く、いつ同じような災害に見舞われるかわかりません。被害地域への船舶か
らの物資輸送の要請があれば、例え少々危険であっても物資輸送に貢献
できれば良いと思ってます。ただ、現状の輸送システム下では、船主といえ
ども運ぶ場所、荷物の選択権が無いので、船主の貸出先の会社（オペレー
ター）に物資輸送の依頼があれば、すぐにでも対応できると思慮します。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

536 大分
医師を含むDマット派遣と職員からの募金支援。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
大企業

537 宮崎

遠方であるため、寄付等でしか参加できないが、政府には再度防災意識の
向上をお願いしたい。 金融 金融 小規模企業

538 宮崎
義捐金の拠出。会社、社員、協力業社一同にて取り組みます。

建設 建設 大企業

539 宮崎

阪神淡路大地震・東日本大震災という未曽有の自然災害から、皆が手を携
えて復興を目指してきました。日本はあなた方を見放しません。 製造

飲食料品・飼料製造
業

大企業

540 宮崎

今回の豪雨災害に関し、心が痛く苦しい思いをしています。何かボランティ
アなどしたいと思っていながら中々現地に赴くこともままならず、この場で祈
ることしか出来ずに居ます。どうぞお気持ち強く今の状況に負けず頑張って
下さい。（すでに頑張っていらっしゃることとは存じますが･･･）。

製造 出版・印刷 中小企業

541 宮崎

県外への玄米販売時にコンテナ輸送ができず大変困っている。系統を通じ
て募金する。 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

542 宮崎
少額ではあるが、募金したいと考えております。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

543 鹿児島

罹災証明書の発行を早めるとか、少しでも中央政府が迅速な対応をしてほ
しいが、全壊家屋の保証も十分ではないと思う。地方の離れた場所では、
義援金でしかすぐの対応が困難なため、十分とは言えないが、グループ企
業あげて義援金活動に取り組んでいきたい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

544 鹿児島

全国から商品を仕入しており、工場が被災したり被害が出ています。商品
の供給もままならない状況ですが、早い復興を祈るばかりです。 卸売 その他の卸売業 中小企業

545 鹿児島

具体的な支援は難しいですが、被災地の早期復興と被災者の方々が早く
安心できるようと祈っています。 小売 専門商品小売業 大企業
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546 沖縄

災害に会われました被災地、被災企業の皆様に対し、心よりお見舞い申し
上げます。皆様の一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。 建設 建設 小規模企業

547 沖縄
可能な範囲において物資支援は協力したい。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
中小企業

548 沖縄
沖縄県共同募金会を通して、社内より義捐金を集めて、少しでも復興出来
るように協力する次第でございます。 サービス 旅館・ホテル 中小企業
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