
(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 政府や行政、経済団体などへの要望
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

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

3 北海道

災害の度に思うのが、政府の初動体制の鈍さ。今回の豪雨でも同様で、政
権の弱さが露呈されたものととらえております。 製造

飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

4 北海道

7年以上前の東日本大震災でさえ復興していない中で次々と災害に見舞わ
れているが、一向に復興し終わっている地域がないことには辟易している。
自社の地域も2年以上前に水害に見舞われたが未だ復興半ばである。オリ
ンピックのような一時的なものにお金を投入するのはいい加減やめてもっと
未来を見据えた取り組みをしてもいいと思う。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

5 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

6 北海道
行政に関して、縦割りではなく横の連携を生かして、迅速に対応してもらい
たい。

製造 その他製造業 中小企業

7 北海道

被災した後のボランティアで、もっと効率よく人を動かすことが大事。そのた
めには専門の省庁が必要になるし今後のことを考えると早く整備したほうが
良い。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

8 北海道

今回の災害で与党から「この様になるとは思わなかった。」と言う発言があり
ましたが油断極まりないと考えます。油断禁物です。与野党関係なく最大限
の支援をお願いします。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

9 北海道

近年は全国的に災害の規模が拡大してる様な気がしてならない。環境や気
候の変化など。経済はもちろん、国民の生活自体を脅かすことになります。
今後、早急に根本的な改善策を模索し、国として取り組んで頂きたい。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
中小企業

10 北海道

最後の決壊を許さないしっかりとした治水工事、山崩れ等の再発防止を目
的とした林業強化及び補強工事を実施すべき。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

11 北海道
流通システムの強化が必要ではないか。

小売 家具類小売業 小規模企業

12 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

13 北海道

災害復旧が急がれるのはわかるが、予算が大きく変動されると経営が大変
になる。 運輸 運輸・倉庫 小規模企業

14 北海道

現在の国内の建設現場で稼働する建機のうち75％は当社を含む建機レン
タル業界の保有車両である。つまり、日本の建設業を支え、インフラとなっ
ているのが建機レンタル業界である。よって、災害が発生すると必ず需要も
高まるのだが、激甚災害指定を得られる得られないの瀬戸際で、災害が拡
大する前に自治体は行動するべきであり、行政はもっと民を大切にすべき。

サービス リース・賃貸業 大企業

15 北海道
緊急避難の速報の出し方、伝達方法をしっかり自治体主体で作り上げてほ
しい。 サービス

メンテナンス・警備・
検査業

中小企業

16 北海道

未曽有の災害が確実に増加傾向にある現実を直視し、国と地方自治体は
これまで以上に優先的対策を打つべき。 サービス 広告関連業 中小企業

17 青森
集めた税金は、必ず被災地へ。

建設 建設 小規模企業

18 青森

今後のために避難場所となる体育館、公共施設は冷暖房常設、トイレの自
家発電等、対策が必要と思う。 サービス リース・賃貸業 中小企業

19 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
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20 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

21 岩手

日本国内至る所で発生している災害に対し、先進諸外国と比較した場合の
粗末な点が指摘されている。政府は災害の対処を抜本的に見直すべきで
あり、自治体に対し的確かつ迅速な対応を平時から指導し緊急対応に即す
べきである。

サービス
メンテナンス・警備・

検査業
中小企業

22 宮城

被災地の早い復旧を望み、支援など混乱が無いように行政がしっかり主導
権を握り、被災地企業による復興を進めていただくよう祈ります。 建設 建設 小規模企業

23 宮城

東日本大震災を経験した地区の者として、他人ごとではないと思っておりま
す。自衛隊をはじめ、行政の皆さんも必死でご対応中と思われます。弊社も
募金(従業員含む)を送金いたします。行政への要望として、義捐金詐欺や
義捐金のピンハネ組織を徹底的に洗い出し、再発させない仕組みづくりを
構築していただきたいと思います。今後も災害リスクは全国レベルで高まっ
ていくことが予想され、正当な資金が正しく運用されることを望みます。復興
資金詐欺も発生すると思われるので、スピードと精度を両立させていただき
たくお願いします。

製造 電気機械製造業 中小企業

24 宮城
ライフラインと住居復旧を優先に取り組んで欲しい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

25 宮城

予期せぬこととは言え、政府の対応の悪さが目立った。どのような災害にせ
よ、予見は難しいが、多様な考えに基づく危機管理能力が必要であると感じ
ている。事が起きてからの対応では、どこまでいっても後手後手だろうという
感じが強い。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

26 宮城
国として被災地支援を優先して行ってほしい。

サービス 情報サービス業 大企業

27 秋田

交通網の複合化を進め、一本の道が不通でもなんとか現場に行ける体制
づくりを望みます。 製造 機械製造業 中小企業

28 山形

広範囲な地域で豪雨災害にあっているので、政府、行政や経済団体は各地
域のニーズに応じたきめ細かな支援の取り組みを行ってほしい。 建設 建設 大企業

29 山形

災害列島なので防災に資するインフラ整備をまだまだやっていただきたい。
人口減少に伴って危険地区に住んでおられる方々については安全な地域
への移住を促すような政策を行ってほしい。

建設 建設 中小企業

30 山形
物流ルートや商流の回復を要望する。

卸売 飲食料品卸売業 大企業

31 山形
避難施設の整備、LPGでの自家発電装置の整備が望まれる。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

32 山形
予算投入を含めた政府による集中的な被災地支援が必要。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

33 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

34 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

35 福島

東日本大震災の後福島県では、被害にあった方の間でも原発補償を受け
られた方とそうでない方の差が大きく生じた。国として補償のあり方を再考し
てほしい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

36 福島

災害はいつ起こるかわからないだけに防災にはこれで万全ということはな
い、中小企業などは尚更のこと防災に予算と人員を割けない。地域の行政
と連携していけるかがカギとなるように感じる。

小売 専門商品小売業 中小企業

37 茨城

大変気の毒に思っています。1日も早い復旧を願うばかりです。災害がある
たびに上下水道の一日も早い、復旧をお願いしたいです。 建設 建設 小規模企業
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38 茨城

当社は３年前の東北関東豪雨の被災企業です。この災害では農業に対し
ての政府の保証は有りましたが、商工業者への保証は有りませんでした。
その為廃業するところが多くでました。当社でもそのときの被害額はそのま
ま引きずって操業しています。全体の災害規模の大きさは違っても、１店１
企業のダメージは大変な負担です。その点を政府は考えて復興支援をお願
いしたい。

製造 出版・印刷 中小企業

39 茨城

政府、行政の積極的な関与により人的支援及び早期の復興が急務であり、
今回の災害を受け今後の全国的防災体制の構築をお願いします。 製造 電気機械製造業 中小企業

40 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

41 茨城

現在の災害は場所や時期を問わず、自分達に振りかかる可能性もある。リ
スク管理の一環として災害対策を検討したい。又、災害時には自衛隊の存
在が非常に重要である。防衛が第1ではあるが、災害に備えた人員や予算
の増加で増強を図るべき。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

42 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

43 栃木

当地区では災害が少なく、当事者になってみないと災害の恐ろしさが実感と
して湧いてこないのが本心であるが、ニュース等で悲惨な状況をみると何か
できることはないかと考えさせられる。ボランティア等直接的な助けには行
けないが、より早く復興できるよう政府、行政の迅速な対応を期待したい。

製造
飲食料品・飼料製造

業
大企業

44 栃木
宅急便の取り扱い拠点の整備を願う。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

45 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

46 栃木
仕事についてのみの考えですと、物流停滞からの復旧を希望します。

製造 機械製造業 中小企業

47 栃木
被災地への必要な物資や人的支援をスムーズに行なって下さい｡。

小売
自動車・同部品小売

業
大企業

48 栃木

おそらく歴史的豪雨ではなく、これが通常になるので天候のコントロール（人
工的に雨の調整）をして欲しい。それから改めて大きい災害時のボランティ
アの仕方・準備・心構えが知りたい。

サービス 広告関連業 中小企業

49 群馬

東日本大震災の経験を踏まえて政府主導で一刻も早く復旧・復興を目指し
てほしい。 製造

飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

50 群馬

どのような支援をどこにすればよいか、明確にすることで効率よく復旧が進
むと思う。各組織がどのような役割を担うか、事前に決めておく必要があ
る。

製造 化学品製造業 中小企業

51 群馬

豪雨災害に対するインフラの脆弱さが露呈されている。 老朽化インフラの
更新を進めて欲しい。 危険とされる地域の特定とその対策を早急に進めて
欲しい。

製造 機械製造業 中小企業

52 群馬

一時的にでも被災者を生活圏内から移動させて普通の生活が出来るように
して、復旧作業を進められないか。こういう災害の可能性が有る場合、どこ
かに住民を早く移動させる仕組みを考えられないのかと思う。

製造
輸送用機械・器具製

造業
小規模企業

53 群馬

減少の一途をたどる農業への予算配分や年々悪影響が増えている気象状
況への対応、高齢化による離農、休耕地の増加への対応や昔からの方法
では農産物が思うようにできなくなっている（愛媛ではみかんからオレンジに
生産物を変えたり、南から北への産地連動がうまく行かなくなったりする）。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業
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54 群馬

人として昔も今も支えあう気持ちは変わらないと思います。政府・行政はス
ピーディーな対応をお願いしたい。 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

55 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

56 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

57 埼玉

国民が助け合い精神を持つために復興税を導入して、個人にもいきわたる
様にしていただきたい。 建設 建設 大企業

58 埼玉

確かに想定以上の降雨で災害の発生予測は難しかったかもしれませんが、
堤防が決壊すると３メートルからの浸水が起こる場所に住宅地を建設した
ディベロッパーや行政当局に問題はなかったのでしょうか。広島の丘陵地の
宅地開発もマサ地盤が問題となり、過去に大きな土砂崩れが起きていま
す。今回はその教訓が生かされていたのでしょうか。私も地形等を精査した
わけではないので憶測でお話ししていますが、もう過去の常識にとらわれな
い『想定』をして安全を確保する必要があるとつくづく思いました。

建設 建設 小規模企業

59 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

60 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

61 埼玉

「被災地域への予算確保は、何はさておき、真っ先にするのが当然」と思う
のは誰しも同じであると考えます。そして、このような状況下において、被災
企業は勿論、支援企業など各業種が法規制などの縛りにより、前進を図れ
ない場合が多々ありますので、行政の方々には、地域連絡協議会他多数、
各種要望や意見を事細かに汲み取っていただき、復旧・復興が一日も早く
進むよう、切にお願いを申し上げたい。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

62 埼玉

物資の無償供給、ボランティアの派遣等の対応が迅速にできるような企業
体制。災害が起きた時、タイムリー支援が出来るようなネットワーク作り。 製造

輸送用機械・器具製
造業

大企業

63 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

64 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

65 埼玉

都道府県別や市区町村別の災害における援助の格差は増々広がることと
考えます。限界集落や高齢化が加速するエリアについては、抜本的な検討
が必要だと考えます。せめて都道府県単位では、災害時への対応強化準
備を強く推進できる準備がもっと予算的にも必要と考えます。

小売 飲食料品小売業 中小企業

66 埼玉

来年の消費税増税に関して、現時点で首都圏は影響無いと思われるが、被
災地とその周辺地域に対し何らかの手当てが必要と考える。 小売 専門商品小売業 大企業

67 埼玉

カジノ法や固執しないで、復興を進めてほしい。予算配分を高額な兵器など
ではなく、防災などにあててほしい。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

68 埼玉
廃棄物処理やインフラの早急な復旧。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

69 埼玉
やはり一極集中は止めた方がいい。地産地消を推進していくべき。

サービス 情報サービス業 中小企業

70 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

71 千葉

国土防衛・自衛を強力に推進すべきである。次に国土強靭化方針の強力も
必要である。 建設 建設 小規模企業
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72 千葉

TVなどで報道が少なくなっても、現地の復旧活動の大変さは不変なもの。
政府や行政のかたには、地元の方々の復旧したいと願う気持ちを支えるよ
うな行政支援をしていただきたい。

建設 建設 小規模企業

73 千葉

公共工事が悪いように言われ続けていて、予算は年々減少して堤防決壊
等、必要な対策ができていないように思います。何か起きた時だけ政府もマ
スコミも騒ぎますが、IR法とか、議員定数増加法案等一般国民の感覚と離
れた事をしていないで、国民の生命財産を守る議論をしていただきたい。

建設 建設 小規模企業

74 千葉
復興に向け、特に政府や行政は早急に対応して欲しい。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

75 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

76 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

77 千葉

現政権の環境変化への対応（温暖化対策、原発対策等）の抜本的見直しが
必要。西日本豪雨災害への対応は、環境変化への認識、危機感が如何に
不足しているかを示している。公共工事予算膨張の理由とするのではなく、
ソフト面・予防面での対策の強化がまず必要である。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

78 千葉

建築基準法が度重なる重大な地震によって戦後何回も改定されたが、大気
の異常による降雨量や風速の劇的変化に対し、大幅な予測の改定を検討
すべき。60年前に台風が来る度に出水した東京の下町や河川沿いの街、
改修されて出水しなくなった神田川や妙正寺川、目黒川沿いの街も改めて
大気の異常に合わせた認識の改定が必要ではないか。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

79 千葉

政府には引き続き被災地支援やインフラの見直し、再整備など災害対策を
講じていただきたい。常に財源の問題が取りざたされるが、低金利、品不足
である現状を考えると国債を発行し、必要な財源を確保するれば良いと思う
し、積極財政を行うことで景気の下支えにもなると思う。

サービス 専門サービス業 中小企業

80 千葉

生活基盤の再建に国や地方は全力支援をすべき。治山治水を見直して、計
画的な整備をするべきだと思います。 サービス 専門サービス業 小規模企業

81 東京
行政に対し、経営再建の無利子の援助をお願いする。

農・林・水産 農・林・水産 中小企業

82 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

83 東京

今後頻繁に起きると考えて、早めの警報と避難が必要となる。危険地域を
各地域で明確にして置くことが大切になる。今回の災害は地震と違って、対
応によっては防ぐことが出来たと思う。

建設 建設 大企業

84 東京
経験した事のない災害に対する政府や行政の防災対策が練られていない。

建設 建設 大企業

85 東京

被災地及び被災企業に対し政府及び行政は迅速に最大限の支援をしても
らいたい。 建設 建設 大企業

86 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

87 東京

国や自治体主導では本当に対応が遅すぎる。専門の組織を作り、迅速に対
処できるのが理想。 建設 建設 小規模企業

88 東京

災害後の被災者フォローが全くなっていない。現場に政府直轄の事務所を
災害後すぐにでも立ち上げるべきである。 建設 建設 小規模企業
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89 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

90 東京

東日本大震災の復興の遅さに見られるように、政府と県・自治体が一体と
なってすぐに動かないと被害がもっと大きくなるのみ。大至急で対応してほ
しいと願っている。少なくとも、今回を契機に少しでも復興対応ならびに今後
の災害時の対応の見直しを大至急進めるべきと思う。まだ台風など豪雨と
なる要因はたくさんある。

建設 建設 小規模企業

91 東京

避難場所として使用されるのは、だいたい学校の体育館が多いと思いま
す。全国の体育館にエアコン設備を付けるようはたらきかけてください。イー
ジスアショアを２基買うお金があるのなら、エアコン付けたほうがよい。

建設 建設 小規模企業

92 東京

政府は復旧のためにもっと国債を発行して公共事業を発注すべき。それか
ら自衛隊の待遇をもっと上げるべきだと思う。 建設 建設 小規模企業

93 東京

地方自治体と政府との連携がうまくいっていない感じがする。新聞では、省
を作る動きがあるが、窓口を広げる支障があるものと思われる。局、部程度
の組織が望ましいと思われる。

不動産 不動産 小規模企業

94 東京

災害時に一番頼りになるのはやはり自己完結型組織である自衛隊であると
思います。災害出動について、もっと弾力的に出動できるよう、運用につい
て見直す時期に来ているのではないかと思う。

不動産 不動産 小規模企業

95 東京
政府行政からのボランティアへの呼びかけが必要。

不動産 不動産 小規模企業

96 東京

ある過疎地の報道で、主要道が寸断され、獣道を歩くしかないという報道が
あった。開通まで２年を要すとの事。主要道路の復旧も当然必要ではある
が、生活出来る出来ないのふるいをかける必要があるのではないかと考え
た。

製造
飲食料品・飼料製造

業
大企業

97 東京

交通網の早急な回復が出来る体制を常に整えておいてもらいたい。今回の
災害で包装容器の入荷が遅れる事態が発生した。 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

98 東京
適正な復興予算を組み東日本大震災の教訓をいかし復興を急ぐことを望み
ます。 製造

飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

99 東京

政治家も意識を高く持ってほしい。他人事のようである。地元の自治体も、
自分の所は大丈夫と思わず、意識を高く持つべき。被災した自治体は機能
不全に陥るので、各市町村は、多方面の自治体と積極的に相互援助の仕
組みを作り、日本全体で携わることが大事。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

100 東京

物流機能がマヒし製品を顧客へ要求された日時に配送することができず顧
客の生産に結果的に支障を与えた。個別企業のＢＣＰではカバーできない
事象であり災害対策の充実を要望します。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
中小企業

101 東京

政府はとにかく一日も早い復興に全力を投じていただきたい。その為の税
金ならＵＰもやむ無しと思っています。 製造

建材・家具、窯業・
土石製品製造業

小規模企業

102 東京
カジノ法案や参議院定数増よりも、被災地復興対策を検討して欲しい。

製造 出版・印刷 中小企業

103 東京

政府、行政には、これまで想定も想像もされていない地域と災害の組み合
わせについて、もう一度防災計画を立て直してほしい。被災地、被災企業の
皆さんには、一日も早い復興をお祈りいたします。

製造 出版・印刷 小規模企業

104 東京

弊社への影響はないと思うが、被災地の企業には、政府は、補助金等で助
けてあげて欲しいと思う。 製造 出版・印刷 小規模企業

105 東京

床上浸水ならまだ復興が早いが、屋根下までの浸水は想定外。建て替える
しか方法がないと思うので、今後は、浸水対策を考えた建築を考えるべき。 製造 出版・印刷 小規模企業

106 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

107 東京

今回の豪雨災害は、多数府県で同時発生しているので、従来の対応では
後手になっている。大震災レベルの対応が必要と痛感してます。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業
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108 東京

災害想定に対してインフラ対策が追い付いていないと感じている。いつもな
がら起きてしまってから「土石流が起きる場所は科学的に想定されていた」
等の専門家の指摘があるが、行政や政府のインフラに対する施策は、予算
不足や予算執行の優先度から後回しになっていることに無力感を感じる。
今後も、もっと大きな災害が多発することは間違いなく、生命財産の保全を
どう守るか国民的な議論を進めるべきで、ある程度は強制力で行使しない
と犠牲は大きくなるだろう。

製造 機械製造業 中小企業

109 東京

過去に起きた経験したことが全く生かされていない。ある意味では人災と思
える。国や自治体が全ての河川、噴火活動、その他の災害予測に基づいて
予防、対策を実施する必要がある。時間とコストが掛るがやらねばならない
こと、必須項目である。

製造 機械製造業 中小企業

110 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

111 東京

自然災害の発生頻度が増しているように思います。個々の防災意識を啓蒙
するような取組も必要かと思います。 製造 機械製造業 小規模企業

112 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

113 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

114 東京

ボランティア等の人海戦術では限界があり、復興の進みが悪いので、政府
が率先して介入し、一刻も早い復興を願う。 製造 電気機械製造業 中小企業

115 東京

政府・行政は、膨大なる税金を国民から徴収している現在、それに見合う
サービスをお願いしたい。 製造 電気機械製造業 中小企業

116 東京

中小企業支援策として、政府は激甚災害指定を早期対応すべきであり、積
極支援としての低利（或いは無利子）融資・補助金支援を展開する必要性
がある。

製造 電気機械製造業 小規模企業

117 東京

災害国として復興はもちろんだが、災害のあった場所・起こりそうな危険な
場所や土地への居住は推進しないようにしてもらいたい。災害意識をもっと
深めるように自治体連携・シミュレーションをもっと実施すべきと思う。

製造 その他製造業 小規模企業

118 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

119 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

120 東京

想定外がないようにして頂きたい。なってからの復旧工事より予防の工事の
方が安価であると思います。 卸売

繊維・繊維製品・服
飾品卸売業

中小企業

121 東京

自然災害は必ず発生するという前提で先ずは個人、それから企業・自治
体・政府が非常時の備えを行うべきである。 卸売

繊維・繊維製品・服
飾品卸売業

中小企業

122 東京
政府、行政の動きが見えない。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
中小企業

123 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

124 東京

本当につらいニュースです。しっかり行政が公私ともに十分な支援を早急に
していただけるようお願いします。前向きな気持ちになれる支援体制をお願
いしたい。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
小規模企業

125 東京

復興時に利用されている仮設資材を開発、製造していることから発災後の
瞬時の対応に各自治体との事前連携が必要と考えている。ＢＣＰの作成後
の形骸化を防ぐためにも必要と考える。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

126 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
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127 東京

物があふれている時代であり、必要としている物資は政府の資金によって、
迅速に現地へ調達してほしい。各業界への情報伝達が弱いと思う。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

128 東京

政府は、安心安全な社会、インフラの整備等優先順位をつけて計画的に発
注してもらいたい。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

小規模企業

129 東京

地球規模の気候変動により、今までの気象学の常識が通用しなくなってき
ており、最近の細かい気象現象を大量に集積し、予知に生かせるようにして
欲しい。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
大企業

130 東京

復旧、復興は、日本全体に影響を及ぼすことから、早急に政府が取り組ん
で欲しい。 卸売 化学品卸売業 中小企業

131 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

132 東京
道路等物流網の安定化及びそのための基盤整備。

卸売 化学品卸売業 中小企業

133 東京

職業柄、このような自然災害が起きた後の衛生状態の悪化は特に懸念して
おります。今年は異常な猛暑が続いており、被災者の方々の精神的ダメー
ジに加え、体力や免疫力の低下が心配され、感染症の蔓延や保菌者の増
加等のリスクが高まっていると考えます。復旧にあたる自衛隊の方々も同
様と考えており、衛生面の向上に対する取り組みを早期に進めていくことを
望んでおります。日々の生活が優先される中で、衛生面は後回しにならざる
を得ないことは十分理解しておりますが、目に見えない細菌やウイルスの
危険性は、日を追うごとに高まっていると思われます。

卸売 化学品卸売業 小規模企業

134 東京

想定外の被害かもしれないが、毎回同じことの繰り返しであり日本の行政、
政治の未熟さを解消しないと変わらないと思う。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

大企業

135 東京

豪雨ということで地震の時のような迅速な対応が出来ていなかったと思う。
これからも天候の激変による被害が起きることが予想されます。関係機関
が連携して被災地が望む救援活動を迅速にして頂きたい。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
大企業

136 東京

被災地ではいろいろとこちらではわからない苦労が多いと思う。特に住宅関
係はこの暑い季節に避難所での生活に必要なエアコン関係、照明関係の
需要が増えてくるので、それに対しての対応をしっかりとしていきたい。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
小規模企業

137 東京
カジノ法案でバタバタしている場合ではない。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

138 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

139 東京

自然災害の復旧費用等、民間企業或いは個人が寄付できる仕組みを大々
的に策定してほしいです。 卸売 機械・器具卸売業 大企業

140 東京
政府が率先してこれまで以上の援助をして欲しい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

141 東京

被災者への税投入による手厚い支援をお願いしたい。消費税増税は止め
新たな大型復興税を。復興税は心理的に消費冷え込み効果が低いかある
いはポジティブな効果が見込まれるために求めたい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

142 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

143 東京

現場の意見を聞いてすぐに必要な物とそうでない物を明確にして、対応して
ほしい。現地で被災された方々が実際に困っていることを責任者がはっきり
と理解して対応できていない気がする。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

144 東京
地方自治体の範疇を超えるような場合には、速やかに国が動ける体制が必
要。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

145 東京
交通移動手段及び物流の早急な回復を期待したい。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

146 東京
政府行政の対策が政治の地盤固めを優先している。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

147 東京
西日本からの物流が、滞るため、二重三重の物流網の構築を望む。

卸売 その他の卸売業 大企業
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148 東京

被災地の方々の心の安定を図る政策の実施をお願いしたいと思います。災
害時に組織的な支援を受ける上でも地域自治会組織の見直しが必要であ
ると考えます。特に老人が多い地区、山間部、非自治会員等従来の町内割
りでの自治会では機能しなくなっています。　。

卸売 その他の卸売業 中小企業

149 東京

政府は今すぐに予算消化しなくても良い事項は先送りし、その予算を費被
災地の支援・復興に回すべき。 卸売 その他の卸売業 小規模企業

150 東京

テレビでの情報しかありませんが、ボランティアの方よりまずは、自衛隊の
投入をなぜ率先してやらないのでしょうか。 卸売 その他の卸売業 小規模企業

151 東京

今世紀に入り、日本では、自然災害が激化及び頻発するようになっており、
被災した地方自治体による対応や自衛隊の災害派遣にも限界があること
から、中央省庁に危機管理及び緊急事態対応を専門とする組織を常設す
べきと考えます。

小売
家電・情報機器小売

業
大企業

152 東京

堤防だけでなく、災害に強い高品位な道路や鉄道などのインフラ整備が望
まれます。災害対策インフラ整備目的であれば、日銀引き受けの国債をど
んどん発行して実行しても問題は無いのではないでしょうか？。

運輸 運輸・倉庫 大企業

153 東京

水害マップの危険地域とほぼ重なった結果をみると避難勧告だの悠長なこ
とを言わずに避難指示を出して早期に避難をしていればこんなにたくさんの
死亡者にはならなかったのではと思う。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

154 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

155 東京
早期に被災地が復興できるように行政の支援をお願いしたい。

サービス リース・賃貸業 大企業

156 東京
インフラの早期復旧を望む。

サービス リース・賃貸業 中小企業

157 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

158 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

159 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

160 東京

震災を含め、自然災害が起きるたびに「ボランティア」頼みの姿勢が続いて
いるのが気になる。人の情けに頼るだけでは継続できない。きちんとした組
織作りやルール作りが重要になると思う。例えば、ボランティア活動に協力
した企業に助成金を出すなどの策も必要だと思う。

サービス 情報サービス業 大企業

161 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

162 東京

復旧工事で資材不足、労務不足が激しくなる。真に生産性の向上に資する
政策を策定して下さい。 サービス 情報サービス業 中小企業

163 東京

地震や豪雨災害など最近は自然災害が異常発生している。行政は依然縦
割り感が強い、国・行政が一体となり災害対策の体制を作るべきである。 サービス 情報サービス業 中小企業

164 東京

日本は古来より災害に慣れ過ぎてしまい、行政の対応が遅く無責任と感じ
ます。本気さが伝わりません。また、その対応について国、県、市町村など
がバラバラです。

サービス 情報サービス業 中小企業

165 東京
自然災害に関しては、もっと迅速な対応を政府や行政に要求する。

サービス 情報サービス業 中小企業
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166 東京

前の政権時に水害に係わるインフラ予算が低減された。その後、水害は多
発しており適正な予算を組んで被害を回避する様な施策を打ち出してほし
い。

サービス 情報サービス業 中小企業

167 東京

ITの活用を駆使して人命救助・生活復旧に支援できるように、インフラを国
として準備していってほしい。 サービス 情報サービス業 中小企業

168 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

169 東京

災害発生後に支援が立ち上がるのでは無く、予め何かあった際の支援の
枠組みが整備されている形を実現したい。 サービス 情報サービス業 小規模企業

170 東京

今のところ地域が異なるため、当社へは直接影響がないが、日本全体で考
えた場合は、景気の停滞にもつながると思うので、一刻も早く、以前の生活
に近い状態に戻っていただけるよう、国や自治体を中心に支援をお願いし
たいと思います。

サービス 専門サービス業 大企業

171 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

172 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

173 東京

政府への要望として、国内インフラ（公共事業）の老朽化等の対策を具体的
に進めてほしい。 サービス 専門サービス業 中小企業

174 東京
防災省、必要かもしれませんね。

サービス 専門サービス業 小規模企業

175 東京

昨今日本では天災による被害が増加傾向にある、しかしながら政府・自治
体の対応は適確であるとは思えない。やはり災害対応専門の省庁等を設
置する事が必要。

サービス 専門サービス業 小規模企業

176 東京
防災、減災の有効施策を講じていただきたい。

サービス その他サービス業 中小企業

177 東京
被災地域の復旧・復興に関しては、速やかに公平に行われることを願いま
す。 サービス その他サービス業 小規模企業

178 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

179 神奈川

台風でもないのに、このような大災害が起きたということは、根本的に、国
土の利用見直しをきちんとしないと、いたるところで再発すると思います。温
暖化などで時代が変わった。

金融 金融 中小企業

180 神奈川

当地は大きな災害は幸いにも発生していないが、万が一の時は地元の企
業が復興の第一歩を踏み出し、街を支えることになる。その為にも、地場の
産業をしっかりと支えていただき、人材の確保、企業の存続が出来るように
して頂きたい。

建設 建設 中小企業

181 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

182 神奈川

最近の異常気象、現象に対する判断が全て想定外で片づけられており、対
応の進展性が無いと思われます。これらに関する特別機関を設け、あらゆ
る想定の下に対策を考えねばならないと思います。

建設 建設 小規模企業

183 神奈川

現在の復興状況をみると、東日本大震災以降の復興は進んでいない。今の
復興のシステムはボランティア頼み。工事等の発注方法に大きな問題があ
ると思います。阪神淡路大震災の復興スピード・やり方をもう一度検証し見
習うべきである。

建設 建設 小規模企業
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184 神奈川

被災地復旧への対応について、もっと迅速な対応が出来ないものか、いさ
さか疑問に思います。自衛隊の人的派遣も含めて、緊急事態に対しもっと
危機感をもって、政府の対応を求めます。

不動産 不動産 小規模企業

185 神奈川
・被災者・被災企業の債務免除（国税投入）・生活費等の保証。

不動産 不動産 小規模企業

186 神奈川

政府や行政が現地の実情に合った救援策を、また縦割りを無くして、素早く
臨機応変に対応してほしい。 不動産 不動産 小規模企業

187 神奈川
インフラの整備を一刻も早くお願いしたい。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

188 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

189 神奈川

良くやっていると思います　。ケチをつければきりがない。しかし想定をはる
かに超えた今回の災害は今後も起こるに違いないので、インフラの整備が
大切。私の親戚も避難をしていますが、周りに助けられています。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

190 神奈川

西日本大豪雨において、長崎県では昭和５７年の長崎大水害での教訓を生
かし、対策を実施したため、亡くなった方がいなかった。それを考えた時、今
回、被害が大きかった地域は、今後の対策が重要ではないかと思いまし
た。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

191 神奈川

当社製品の中国、九州方面の製品宅配便が遅れているという影響が出て
いる。政府の今回の災害に対する初動対応は満足のいくものではなく、もう
少し緊急対策本部の立ち上げを早くしていれば被害は少なくなっていたと思
う。首相の被災地訪問も心がこもっていないパフォーマンスに見えてしまう。
企業も個人も復興までは時間がかかるだろうが、政府や行政の援助、民間
の義援金で何とか立ち直りのきっかけを作ってくれれば良いと思う。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

192 神奈川

中国地方の災害が原因で、九州への物流が一時ストップしてしまい、納品
に大きな影響が出た。個別地域の災害はやむを得ないとしても、その影響
で災害の出ていない地域も混乱に巻き込まれないようなインフラの整備を
お願いしたい。

製造 機械製造業 中小企業

193 神奈川
簡易ベットや防音仕切りの義務化など、避難所の環境をもっと整備すべき
だ。

製造 機械製造業 小規模企業

194 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

195 神奈川
政府の優先順位を明確にして行動することを望む。

卸売 再生資源卸売業 中小企業

196 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

197 神奈川

2017年に発生した九州地方の豪雨、また今回の西日本豪雨の経験を生か
して、より早い予測と告知ができるようになれば良いと思います。ただし、
個々の災害意識、緊急時の避難対応のレベルUPは必須ではないでしょう
か。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

198 神奈川

被災地や被災企業との連携が難しい。情報展開する際の基地、もしくは情
報共有の場面がもっと必要（復興のための資材や機械など何が足りないか
わからない）。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

199 神奈川

社会インフラは民間では対応できないため、道路・鉄道のインフラの復旧を
何よりの最優先としてほしい。 小売

医薬品・日用雑貨品
小売業

大企業

200 神奈川

災害に強い町づくり、国づくりに真剣に取り組む必要がある。被害内容をそ
の自治体だけの記録にせず、そこからすべての自治体が学び、ノウハウを
共有化することが大事だと思う。

サービス 娯楽サービス 大企業

201 神奈川

政府からなにを支援して欲しいかに関するメッセージが乏しい。マスコミの
情報はたれ流しで統制がとれていない。 サービス

メンテナンス・警備・
検査業

中小企業
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202 神奈川
雇用調整助成金などの活用を望みます。

サービス 情報サービス業 中小企業

203 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

204 神奈川

危機管理という面から行政と住民の認識不足が露呈してしまった感のある
今回の大災害だった。地域ごとのハザードマップ設置は必須であり、それを
基に定期的な訓練や高齢者対策を行うべきではないだろうか。

サービス その他サービス業 中小企業

205 新潟

一日も早い復興を、政府は、完全復興まで被災地（個人、企業、自治体）へ
の支援に責任をもって頂きたい。 製造

繊維・繊維製品・服
飾品製造業

中小企業

206 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

207 新潟

政府の対応に不満がある。今度は、暑さなどへの対策が後手にならないよ
うに、予算をしっかりと確保し対応してほしい。ダムの放流など、事前の対応
策などがずさん。危機感の無い現政権も不安だ。カジノや政治家を増やす
算段などに時間を割くなら、今後の災害の対策を含めて話し合ってほしい。
隣国の危機ばかり煽る前に、国内の災害リスクにもっと力を入れてほしい。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 大企業

208 新潟

政府には、きめ細かい素早い対応していただきたい。今回の水害、東日本
の震災等、素早い復興計画と大胆な行動していただきたい。2年後のオリン
ピック開催など、経済活動に多大な影響をおよぼす事案のとき、平素の経
済活動に悪影響のない様にヒト、モノ、カネ、時間をうまく回るように考えて
いただきたい。

製造 電気機械製造業 中小企業

209 新潟

中越地震で経験したことだが、被災地も場所によりニーズが異なるケース
があると思う。政府・自治体はそれぞれのニーズに即した迅速な対応を希
望したい。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

210 新潟
道路等を含む、インフラの復旧。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
大企業

211 新潟

各県の消防士、役所からごみを処理するなどの県をまたいだ手伝いが必要
です。ごみの多さが感染症の状態も作ります。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

212 新潟

被災で住居が崩壊された方々には、国・県・市が早く援助できる仕組みを
作って頂きたいです。公共機関からの補助が必要で、各税金見直しや予算
の前倒しを早急に行って頂きたいです。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

213 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

214 新潟

広範囲に渡る被害なので、市町村だけでは復旧がままならないと思いま
す。国が力を入れてやっていただきたいと思います。その他、難しさがある
のは承知しておりますが、狭い範囲で、今何が必要なのかを把握し、対応
することも必要です。国は、賃上げの要求だけでなく、被災者・被災地支援
の要求をしてはどうでしょうか。

サービス 情報サービス業 中小企業

215 新潟

人的支援（ボランティア）が重要と思います。影響のない企業が社員をボラ
ンティア支援し易いように、リーマンショック時の中小企業緊急雇用安定助
成金の休業助成金のような助成金制度があると良いと思います。

サービス 情報サービス業 中小企業

216 富山
民間の支援には限りがあるため、行政の強力なバックアップをお願いした
い。 製造

飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

217 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

218 富山

想定内で収まり切らないケースがドンドン増加している様な気がします。抜
本的な対策見直しが必要なのではないか。 製造

建材・家具、窯業・
土石製品製造業

中小企業

219 富山

災害復旧は重要である。但し、時代の流れの中で、元に戻すことが復旧で
はないと思える。過疎が進む限界集落には、金銭的支援にて新たな復興プ
ランを作成し、太陽光発電や自然エネルギーを生産できる施設を設置する
など、将来を見据えた復興に期待したい。

製造 化学品製造業 小規模企業

220 富山
現状を分析し、速やかな対策をお願いしたい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業
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221 富山
交通網の整備。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

222 富山

被災者家族を一時的に引き受けるという制度や取り組みがあればいいので
はないか。 サービス 放送業 大企業

223 富山
政府は被災地の一日も早い復旧・復興を最優先で実施してほしい。

サービス
医療・福祉・保健衛

生業
中小企業

224 石川
災害に対する通常時からの準備・備えの対策向上が望まれる。

建設 建設 大企業

225 石川

長期的にはなると思いますが、自然災害で人が亡くなることがないような設
備を整えてほしい。 建設 建設 小規模企業

226 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

227 石川
国は、建設国債の発行により、早期復旧を目指すべきである。

製造 機械製造業 中小企業

228 石川

災害復旧も当然必要だが、やはり企業が災害予防に取り組めるような助成
促進をした方が効果的ではないか。 製造 機械製造業 中小企業

229 石川
インフラの更新が必要。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

230 石川

想定以上の歳出が必要になっていると思います。無駄な事業は無いと思っ
ておりますが、直ぐにやる必要の無い事業は取りやめ、先送りしてください。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

231 石川
ＪＲ線を早く復旧して欲しい。仕事にならない。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

232 福井

公共工事を扱っていますが、災害復旧工事は、現状回復のみで今後の対
策は含まれていない。今後のことを考えて工事の内容を変えてほしい。 建設 建設 大企業

233 福井

各自動車メーカーは平常時から、サプライチェーンを調査しているが、調査
しているだけで機能していない。また、工場の再稼働については、何千社、
何万社とある下請けの事も考えて、再稼働をしてほしいと思う。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
中小企業

234 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

235 福井
前例に関わらず、被災地の復興に前向きに支援、取り組んで頂きたい。

卸売
紙類・文具・書籍卸

売業
中小企業

236 福井

温暖化による気候変動が身近に感じるようになってきた。局地的豪雨や短
期間での豪雪、強大化する台風、内陸型地震の発生などにどの様に備え
ればよいのか、専門家のアドバイスが必要である。政府も後手後手に回っ
ている感がある。もっと真剣に災害対策に取り組んでいただきたい。

卸売 その他の卸売業 中小企業

237 山梨

過去に起きた災害を教訓にして街づくりに生かしてもらいたい。宅地開発は
特に安全性を考慮すべきで行政が開発を指導すべきである。 卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

238 長野

異常気象の到来は識者から予言されていたことだが、予想以上に早く来
た。温暖化防止策を本気になって進めないといけない。温暖化防止対策を
もっと急ぐべき。

農・林・水産 農・林・水産 中小企業

239 長野
被災した人たちに、一刻も早く安心して暮らせる場所を提供して欲しい。

建設 建設 小規模企業

240 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
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241 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

242 長野

零細企業では出来ることが限られる。国や政府・自治体の責任として復興
支援は最優先で進めるべきである。国民を守り救済するのに、なぜこれ程
手間取るのか。怠慢としか言いようがない。

製造 化学品製造業 中小企業

243 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

244 長野

今回の土砂崩落の災害は予想を超えた被害をもたらしており、毎年繰り返
し発生している事故が撲滅できないことを大変残念に思います。報道されて
いる原因の分析が生かされるような対策を切に願います。

製造
精密機械、医療機
械・器具製造業

中小企業

245 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

246 長野

国会の日程もあるだろうが、今政府がやらなければならないのは、被災者
への救援と早急な復興ではないでしょうか。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

247 長野

今回の水害の直接の要因として河川管理の都道府県・市町村、国の責任
があいまいになっている点があると思う。全て基礎自治体・すべて国という
ことにはならないと思うので、その役割分担と実行するスピードの両方がう
まく回る防災管理体制がより必要だと考えられる。

運輸 運輸・倉庫 大企業

248 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

249 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

250 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

251 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

252 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

253 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

254 静岡

日本の地形状況からみると、全国どこでも起こりうる災害だと感じます。今
回の被災地が特別危険な地域ではないことを踏まえた取り組みを、政府、
行政に望みます。

建設 建設 中小企業

255 静岡
復興はインフラの確保が大切です。行政には一段の努力をお願いします。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

256 静岡

ライフラインの復旧を早急に進めることが、被災地域への一番の応援にな
るのではないかと思う。 製造

飲食料品・飼料製造
業

小規模企業
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257 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

258 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

259 静岡

BCPをすべての企業と行政は策定して実行すべき。そしてお互いの組織の
仕組みを理解しあい、万が一の災害発生には協力して救護、救援活動を行
う　災害は突然起こるので、出来るだけそれらに対応できるようなシュミレー
ションをしながら防災訓練をしていく必要があります。関連被害（会社の倒
産・避難場所での病気など）も食い止めなければならない。

製造 電気機械製造業 中小企業

260 静岡
既存インフラ整備のメンテナンス作業が最優先である。

卸売 化学品卸売業 小規模企業

261 静岡

道路も通行止めとなっている環境では、なかなか商品を届けられないという
ことを理解して欲しい。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

262 静岡

多少無駄があっても良いと思うのでスピードを重視したほうが良い。得られ
た知見を次に生かせばよい。 サービス 情報サービス業 小規模企業

263 静岡
物流網の整備（予防的な意味も含めて）が急務であると考えます。

サービス 人材派遣・紹介業 小規模企業

264 静岡

被災者が一日も早く元の生活に戻れるようあらゆる支援や対策を進めてい
ただきたい。 サービス

医療・福祉・保健衛
生業

中小企業

265 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

266 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

267 愛知

被災地の負荷は大きく、お気の毒と思う。弊社は、ミネラルウォーター・飲料
を製造しているが、今回のように夏の被害の場合、夏は工場で精一杯の生
産をしており、消費量も最大限に上がっているため、被災地から支援の要
請があってもその余裕がない。頻繁に災害が発生していると感じるので、地
域で非常用品の備蓄をして、全国で融通しあえるシステムがあるとよい。

製造
飲食料品・飼料製造

業
大企業

268 愛知
観光事業など早めに進めてほしい。経済の発展。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
大企業

269 愛知

被災された方々の御苦労は、マスメディアを通じて伝えられており、政府や
行政の対応の遅さに腹立たしさを感じます。避難生活を強いられている
方々に、特にトイレの充実をお願いしたい次第であります。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
中小企業

270 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

271 愛知

現在の下水道が最近の雨量と合っていないので、インフラ整備を早急に行
わないと毎年同じ様な災害が起きてしまう。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

272 愛知

局地的な降水量が増えているので、各自治体は計画的に河川の浚渫を行
い防災対策を徹底して頂きたい。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

273 愛知

やはり災害が起こった場合、速やかに指示が行われることが大切だと思い
ます。そのような特別な組織が必要だと思います。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

274 愛知

支援の制度など自治体、商工会など取りまとめて支援ができるような仕組
みを作るべき。 製造 機械製造業 中小企業

275 愛知

今回の災害で大きな被害を引き起こしたのはバックウオーター現象も一つ
の要因ですが、このような河川が身近にあるにも関わらず放置されていま
す。災害が起こってからでは遅いのですが被害者にならないと解らないよう
です。

製造 機械製造業 小規模企業
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276 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

277 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

278 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

279 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

280 愛知

被災地が時系列で何を要望されているのかを的確に伝えて欲しい。マスコ
ミだけの情報では非常に偏る。マスコミはTVなどの見栄えとか話題性に偏
りがちで、本当の現地の情報が見えてこない。政府が公に情報を発信して
ほしい。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
小規模企業

281 愛知

一部大都市以外の地方共通の課題（高齢者が多い）が浮き彫りになってつ
くづく日本の住宅事情の貧困さが浮き彫りとなっている。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

中小企業

282 愛知

被災地のメーカーからの商品の入荷が遅くなり、消費者が困りこちらからの
支援物資が送れないなど、被災地方面への物流のメイン国道の整備や確
保を優先して頂きたい。猛暑の中、早期の復旧を期待します。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

283 愛知

全体として、被災地域のインフラ設備の早急な復興及び鉄道・道路等の早
急な復興を希望します。被災地域の復興支援（費用捻出）の為の企業や個
人が参加できる具体的な方策を政府も提案してほしい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

284 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

285 愛知

天災ではなく、人災について考え直し改善を図らなくてはまた同じことの繰り
返しになってしまう。行政のあり方が問題である。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

286 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

287 愛知
復興のためには、増税するのではなく国債を発行して予算計上すべきであ
る。 サービス その他サービス業 中小企業

288 三重

縦割り行政の弊害が出ている感はある。各窓口が連携して対応できること
を望む。 建設 建設 小規模企業

289 三重
交通網の整備、物流が回復することを優先してほしい。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

290 三重

国全体（政府・企業・国民）で支援できる仕組みを整え、早急な対応が出来
るようにする事が今後求められると考えます。 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

291 三重
被災地は10年間（20年間）経済特区にして、税率を引き下げることを提案。

小売 専門商品小売業 小規模企業

292 滋賀

地方など、河川沿いや山沿いにもともと住んでいる人を転居させるのは難し
いが、まず危険な造成や宅地開発、川沿いの地盤の低いところなどの開発
は禁止すべきではないか。国や自治体が今後のことを真剣に考える時期に
来ていると思う。災害が起こってから対処する今の現状だと今後もっとひど
いことが起こる可能性が高いと思われる。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

293 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

294 京都

優先事項が変更されているのに、ＩＲや高プロなど決定事項が無い政府に、
苛立ちを覚える。 製造

繊維・繊維製品・服
飾品製造業

中小企業
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295 京都

政府行政の動きが従来から遅いような気がする。非常時には迅速な申請・
手続きを求めたい。 製造

パルプ・紙・紙加工
品製造業

中小企業

296 京都
主要道路の災害対策強化が必要と考える。物流関係に遅延影響が出てい
る。

製造 電気機械製造業 中小企業

297 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

298 京都

今後もこの様なことが起こりうる可能性があるので、やはり大手企業の物流
等、災害を回避できる場所等について考えてもらう必要がある。 卸売 化学品卸売業 中小企業

299 京都

障害者への罹災対応や障害者福祉施設の再建が心配です。声を出せない
方々への十分な支援をお願いします。所得の再分配が政府の最大の仕事
であり、私たち企業の利潤が税金として集められ、必要とされるところに十
分に再分配されることを切に願います。

卸売 その他の卸売業 小規模企業

300 京都
早急なる支援をお願いします。

サービス 専門サービス業 小規模企業

301 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

302 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

303 大阪

災害の対応に対して、与野党が対立しています。政府の対応に不満もあり
ますが、このような非常時には、与野党が協力して復興に力を入れてほし
いと願います。

建設 建設 小規模企業

304 大阪
被災地への迅速な支援を政府に望みます。

不動産 不動産 大企業

305 大阪
行政主導での早期回復。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
中小企業

306 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

307 大阪
迅速な救援活動と復興支援を望みます。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
大企業

308 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

309 大阪

地震や豪雨災害はいつどこで発生するかわからないので、仮設住宅での暮
らしが長くならないようにして欲しい。被災された方に一時金を支給し、不自
由がないようにしてほしい。

製造 出版・印刷 小規模企業

310 大阪
地方の治水対応は自治体だけでなく、国の関与も必要ではないか。

製造 化学品製造業 中小企業

311 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

312 大阪

個人で被災地に寄付した。地方は道路の生活への重要度が大きく、自治体
だけでは復旧での財政負担が大きすぎるので、国が全面的にバックアップ
するべきだと思う。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業
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313 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

314 大阪

政府に危機意識が感じられず、リスク管理も現場任せになってしまっている
のではないか。今回の災害は、いろんな意味で人災的要素が多々感じられ
る。このままでは、同じような災害が繰り返されそう。

製造 機械製造業 大企業

315 大阪

まだ表面化していない農水産業、関連二次産業への被害に対し、行政の取
り組みを期待する。 製造 機械製造業 中小企業

316 大阪

安否確認のための氏名の公表が個人情報に関わるそうで、個人情報という
名のもとに、弊害が非常に多いと感じた。政府、各行政は何を優先するかを
考えて頂きたい。

製造 機械製造業 小規模企業

317 大阪
許認可が絡むものが多く　迅速な対応を期待したい。

製造 電気機械製造業 大企業

318 大阪
被災地における社会インフラの復旧・復興を一刻も早く進めてほしい。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

大企業

319 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

320 大阪

自然の猛威は計り知れないことは大昔からわかっていること。日本人であ
ればそのことは大多数の人間が理解しているはず。しかしいざ自分の地域
で災害が起こると自分は大丈夫、死ぬことはないと勝手に決め付けてしまう
悪い意識が大半の人が持っている。メディアでは以前とは違う形で啓蒙して
はいるけどもっと早く避難が出来るようなシステムを構築しないといけない。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

321 大阪

公共機関の準備、対策はもちろん大切だが、市民の意識レベルを改善しな
ければ、どんな対策や警報を流しても、手遅れになってしまう場合がある。
自ら防災の意識を高め行動をとるようにどう啓蒙するかが大切ではないか
と思う。

卸売 化学品卸売業 中小企業

322 大阪

建設国債（もしくは災害国債設立）を発行し、即座に財政の手当てを行い、
復興に充てるべきである。 卸売 化学品卸売業 中小企業

323 大阪
政府による被災地、被災企業への対応を期待したい。

卸売 化学品卸売業 中小企業

324 大阪

公共工事発注の平準化をお願いしたい。上期下期で大きく異なるのは企業
経営として問題である。 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製
品卸売業

中小企業

325 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

326 大阪

鉄道を含めたライフラインへの復旧・復興を願っており、政府からの税金投
入を期待。 卸売 機械・器具卸売業 大企業

327 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

328 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

329 大阪

被災企業に対する嫌がらせ（金銭面や取引条件など）をした企業名を公表
してほしい。最近、災害やその他の事情で弱っている相手に対して、そこに
つけ込んで道徳・倫理上で問題のある行動をする個人・企業が目につきま
す。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

330 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

331 大阪
政府は党利党略を捨てて、一刻も早く復旧に全力で取り組んでほしい。

小売
自動車・同部品小売

業
小規模企業

332 大阪
インフラの復旧を迅速にすすめてほしい。

小売 各種商品小売業 小規模企業

333 大阪
高齢者が自主的避難できるよう自治体が進めてほしい。

運輸 運輸・倉庫 大企業
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334 大阪

今回の災害で他人事ではないと感じた人が多いと思う。これを教訓として日
本全体として災害に対しての取組みを積極的に行っていくべきである。 運輸 運輸・倉庫 大企業

335 大阪

物流のスムーズな復興と今後も起こりうる事象等に対し、有効な対策を早
急に講じてほしい。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

336 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

337 大阪
河川の整備、被災者への住宅の提供を早急に実現してほしい。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

338 大阪

東北地震対応もさることながら、政府・行政は全力で復旧に取り組んでほし
い、また地域によっては今後同じようなことが起こりうることが予想されるの
で、十分な安全対策を打ってほしい。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

339 大阪

政府は災害が発生してからの対応だけでなく、常に災害はおこるものだとい
う発想のもとであらゆる場合を想定して対策をたてることが必要である。初
期費用はかかるかもしれないが結果的には被害が軽減されるはず。

サービス 広告関連業 小規模企業

340 大阪

生活再建の為、自治体では無理な部分は、可及的速やかに政府がしっかり
と対応して欲しい。賭博法案の審議等はいつでも出来る。 サービス 情報サービス業 中小企業

341 大阪
国、県、市からの被災者への手厚い支援をお願いしたい。

サービス 情報サービス業 中小企業

342 大阪

東日本大震災から7年が経ったが、被災企業がなんとか立ち上がっても取
引先そのものがなくなってしまい苦労している例が多く見受けられる。政府
や行政、経済団体は、被災企業(もちろん被災された方々)が何を求めてい
るかをきめ細やかに発信していってもらいたい。昨今のボランティア活動に
携わる人の多さやクラウドファンディングの盛り上がりを見ると「何か自分で
できることがあればしたい」と考えている個人はかなり多いと思われる。息
の長い支援が必要だと考える。

サービス 情報サービス業 中小企業

343 大阪

基本的に業者は安易に無理な開発を行わないこと、それに加えて行政が開
発許可申請を受理した際には、もっと慎重に吟味してから結果を出すことが
必要。その土地の古くからの名称は重要であり、歴史を踏まえて開発しても
よいかどうかの判断と、開発するならば万全な対策案を提出させるべきであ
る。

サービス 専門サービス業 中小企業

344 大阪

被災者の方々へ生活基盤の支援を積極的に進める。日本は空家問題があ
るが、被災された方々へ良質な空家を提供するスキーム作りがあっても良
いと思う。（政府による買い上げや、賃貸借及び被災者への一時的な、ある
いは条件により恒久的な貸与）。土砂災害や河川氾濫等の危険地域に存
在する住居その他の建物は、相対的に安全とされる地域へ強制的に移転
を進める法制度を整える。（または助成制度の創設）。

その他 その他 小規模企業

345 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

346 兵庫

いつもだが、建設業協会や団体が多大な救援、復旧のお手伝いをしてる
が、自衛隊や警察、ボランティアしか放送してくれないのは残念。しかも、災
害復旧に業界として協力してる分、業者が忙しくなり不足するから単価が上
昇したり請けられない業者も出てくる。

建設 建設 小規模企業

347 兵庫

自然災害は更に増加すると思われる。日本は周囲を海に囲まれている国な
ので、船を利用した救難体制を構築すべき。 建設 建設 小規模企業

348 兵庫

広島県呉市に得意先の造船所があり、水がまだ出ていないため、１日も早
い復旧を願いたい。 不動産 不動産 小規模企業

349 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
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350 兵庫

自然災害の恐ろしさは認識しているようで認識できていないのが実情と思
われる。いつだれもが被災者になり得ることをより強く発信し、全体の認識
度合いを高めていかなければならない。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
中小企業

351 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

352 兵庫

政府や行政へ公共施設、インフラ、水道・電気・ガスの早期回復と、被災者
への手厚い支援を実施できる法整備をお願いしたい。 製造 機械製造業 中小企業

353 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

354 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

355 兵庫
一日でも早くインフラ対策を優先してあげてほしいです。

卸売
繊維・繊維製品・服

飾品卸売業
中小企業

356 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

357 兵庫

政府や行政には、新しいことをするだけではなく既存インフラを既存価値の
まま維持する、という事にも視点を置いてもらいたい。付加価値をつけること
によって、既存の価値や本来の機能の一部が失われてしまうことはよくある
ので。

卸売 化学品卸売業 小規模企業

358 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

359 兵庫

市役所（役所）は迅速な対応はできないと思うので、政府レベルでの援助や
対応、働きかけ、指示を希望する。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

360 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

361 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

362 奈良

災害復旧について、専門家の業者の手配をしていかないと追いかない状況
です。政府が全力で投資しないと復興が追い付かない状況です。 建設 建設 小規模企業

363 奈良

昨年の台風21号で被災し、損金が70百万円発生しました。助成金はないで
しょうか。 製造

繊維・繊維製品・服
飾品製造業

中小企業

364 奈良

客先への配送が遅れ気味ないし出来ないので、インフラの回復を頑張って
欲しい。 製造 化学品製造業 小規模企業

365 島根

当社工場の被災はなかったが、グループ企業の倉庫が被災し、製品が使え
なくなった(廃棄)。工場が被災した会社への支援は行政として積極的に行っ
てほしい。放っておくと失業率も高くなっていくことが懸念される。

製造 機械製造業 大企業

366 島根

被災地の方への支援も大切ではあるが、交通インフラのダメージは遠くに
住んでいる人や企業（産業）にも大きな影響を与える。たとえば伯備線が不
通になったことで、山陰地区の観光業はかなり大きな影響が出ている。ＪＲ
西日本や西日本高速道路の問題だけでなく、政府も積極的に早期復旧を
目指して支援してほしい。

サービス 放送業 中小企業

367 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

20/23 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2018



(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 政府や行政、経済団体などへの要望
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

368 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

369 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

370 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

371 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

372 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

373 広島

まず個人住宅への被災援助を拡充して、ボランティアだけではなく、業者を
活用できるようにして欲しい。 卸売

建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

374 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

375 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

376 山口
一日も早く整備を進めてほしい。

建設 建設 中小企業

377 山口
とにかく交通網の整備を早急に行わないと、復興にも後れをきたす。

製造
飲食料品・飼料製造

業
中小企業

378 山口

資材調達、従業員の通勤等に影響が出ており、一刻も早く、幹線道路と鉄
道の復旧が望まれる。 製造 電気機械製造業 中小企業

379 山口

交通網、インフラを早く整備して日常生活ができるようにお願いしたい。援助
物資が公平に行き渡るようコントロールセンターのような場所を立ち上げた
方が良い。

運輸 運輸・倉庫 大企業

380 山口

天変地異の多い国家として社会的なインフラの基礎力強化が必要。公的な
建造物には非常時に備えて諸設備や非常食の備蓄等を強制的に義務化す
ること。市町村別の縦割りではないエリアごとの防災、救援組織の立ち上
げ、道路寸断に備えた複数の陸上ルートの確保、港湾設備と海上輸送、陸
上輸送とのリンク設定を行政に求めたい。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

381 徳島
国による効果的で、スピーディーな政策（予算の大小ではなく）の実行。

不動産 不動産 小規模企業

382 徳島
物流網の復旧（高速道路、国道、県道などの道路）。

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

383 徳島

避難指示や災害対策には限界があると思います。個人的な対策の実施を
啓発する必要があるのではないか。 小売 専門商品小売業 小規模企業

384 香川
復旧と復興を明確にし、先ず、復旧を優先すべきです。

建設 建設 大企業

385 香川

資金の援助が必要。家の建て替えなどを考えるとお金がないと動けない。
住宅復興に千万単位のお金が必要でしょう。 卸売 化学品卸売業 中小企業

386 香川

広域的な廃棄物処理が必要（復旧させるにはまず、現在溢れている災害廃
棄物を処理しないことには進まないと聞いています）。 卸売 再生資源卸売業 中小企業

387 愛媛

早急な対応や、今回のことを今後へ生かしていかなければ、被災された方
は報われないと思う。 建設 建設 小規模企業

388 愛媛
瓦礫の処理や仮設住宅建設など政府のスピード感ある対応を切に期待す
る。 製造

飲食料品・飼料製造
業

大企業

389 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
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390 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

391 高知

地震・豪雨等、この国は災害国家であることが証明された。国土強靭化を担
うのは我々地域密着型の建設業だという思いを強くしました。政府・行政に
は今後も地震・豪雨等に強い街づくりを強力に推進していただきたい。

建設 建設 小規模企業

392 高知

政府をはじめ行政が被災地支援の予算を増額し、一日も早い復旧を行って
欲しい。 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

393 高知

交通網の早期完全復旧、被災企業への特別支援など迅速に実施していた
だきたい。 卸売 化学品卸売業 中小企業

394 福岡

機資材・人材の暴騰・不足が出てくるのでは、という懸念がある。被災地に
関しては自身の家の直近で中学校のグラウンド擁壁崩壊の災害が発生し、
現在災害復旧工事を行っている最中である。国・県・市全体でまずは道路
復旧を優先して、資材・食料の搬入をするべきである。

建設 建設 中小企業

395 福岡

原材料価格の上昇と品不足が懸念されます。現場目線でのスピード感のあ
る復旧・復興対策の実行をお願いしたい。 建設 建設 小規模企業

396 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

397 福岡

企業も直接もしくは間接的に被害を被っているので、その点に対する政府
や行政の支援や補助を早急に考えるべきだと思う。 製造

飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

398 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

399 福岡

衣類や靴など生活用品が不足していますので、出来るだけ送ろうとしており
ます。温暖化の影響もあり今後も異常気象は予測されます。特に、台風の
発生点がズレており今まで台風の直撃を経験してない、関東、東北、北陸、
北海道地区はインフラも含めて対策を打つべきです。台風の直撃地区だっ
た、沖縄・九州地方の自治体・電力・ガスなどのインフラ組織団体は、ノウハ
ウを早く提供すべきです。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

400 福岡

ボランティアへの積極的参加、復旧復興に役立つことを具体的に探し参画
する、来年以降の災害に対しての早急な調査とインフラ整備を必ず実施す
ること。ただしインフラ整備は巨額の資金がいるので、政府は一部のインフ
ラ工事会社に集中することなく正しく公平さをしっかり守り発注すべき。人命
の尊さの陰に不明な資金の使い方があってはならないことを切に希望す
る。

卸売 その他の卸売業 小規模企業

401 福岡

当社の店舗も１店舗水没してしまった。駐車場も含め水没した為に店内の
全てのお店が水没した。再開の目途も立っていない。自然災害とはいえ、何
の補償もないというのはどうしたものか。デベロッパーとして保険などの補
償制度を確立すべき。自社の店舗は自社で加入した保険でカバーする事に
なっているが、また同じ事が起きる可能性が大きい。

運輸 運輸・倉庫 大企業

402 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

403 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

404 福岡
政府は参議院の６増などせず、もっと真剣に取り組んでほしい。

サービス 専門サービス業 中小企業

405 長崎

当然このような自然災害はこれから毎年発生すると考え、迅速に対応でき
るような組織的な部署を創設すべき。 卸売 飲食料品卸売業 大企業

406 長崎

今後も毎年災害が起きることから、経済活動中心ではなく人の生活主体
に、行政・企業が考え、より住みやすい地域、災害から守るインフラの整備
を早急に行うべきと考える。

小売 各種商品小売業 大企業

407 長崎

政府や行政には、スピード感を持った復興支援と、被災地のニーズにマッチ
した施策を望む。 サービス 放送業 中小企業

408 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

22/23 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2018



(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 政府や行政、経済団体などへの要望
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

409 熊本

熊本県内の公共施設の大半は施設設備を含んで総合的に老朽化が進み、
本来であれば行政の長期計画予算化の中で定期的改修が行われることが
本来の公共施設維持管理責任であるべきところ、殆ど行われていないのが
現状である。さらに熊本地震で被災した公共施設への改修対応も思うよう
に進んでいない。

サービス その他サービス業 中小企業

410 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

411 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

412 宮崎
早急に、住居の確保をお願いしたい。

農・林・水産 農・林・水産 大企業

413 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

414 宮崎

労働力不足の上に被災され、社員を失われた企業もあるかと思い、自身に
置き換えると胸が痛む思いです。治水や危険地域指定の基準が設定当時
と現在とでは気候状況等の変化から、変わっていると考えられるため、近年
の幅広い情報収集が必要と考える。

建設 建設 小規模企業

415 宮崎

議員定数を増やすのではなく、それらに使われる経費を被災地の復興に
使ってもらいたい。 サービス

メンテナンス・警備・
検査業

中小企業

416 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

417 沖縄
国会議員等含めて優先的に被災地の復興に力を注いで欲しい。

不動産 不動産 小規模企業

418 沖縄

治水事業や建築基準法による特に住宅の構造を堅固にすべきである。木
造構造物の被害や、がれき処理などの困難が大きい。基本的に鋼構造物
や鉄筋コンクリート造を条件とすべきである。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業
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