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食料・農業・農村政策審議会食品産業部会

「安全な食料の安定的な供給」のために

平成２３年５月２７日

山崎製パン株式会社
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山崎製パン株式会社 概要

本 社：東京都千代田区岩本町

設 立：１９４８年（昭和２３年）

資本金：１１０億円

売上高：９，２８２億円（連結）

従業員：約１６，０００名

販売先：約９９，０００店舗

【売上構成比】



2

主な製造製品

パン 和菓子

洋菓子

調理パン・米飯 製菓
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・生産工場、事業所は、全国２７箇所

・販売、物流拠点は、全国４８箇所

（２０工場＋２８営業所）

□フレッシュな製品を、全国９９，０００店に毎日お届けしています

生産・物流網



4

受注～生産～納品までのながれ
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山崎製パン㈱の被災地に対する食糧支援と
被災地以外での通常生産･販売

□被災地に対する食糧支援

最大支援量 約６０万個／日（３月１２日出荷分）

累計支援量 約１，０００万個 （５月２５日現在）

□被災地以外の通常生産･販売

生産量 約１，５００万個／日 （全工場計）

仙台工場の被災により東北地区での生産停止

□仙台工場の被災状況

建物、生産設備の損壊、ライフラインの停止により全ラインが停止。

【ライフラインの停止状況】

・電気：４日間の停電 ・水 ：１２日間の断水
・ガス(LPG)：１０日間の停止（気密試験の為）
・重油：１２日間の供給停止

約１００万個／日の供給量に影響

これを維持するにあたっての障害が多数発生
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仙台工場への補完体制の確立(1)

□被災の軽微であった関東各工場によるバックアップ体制の検討

□各種制約事項の発生

・計画停電による電力供給の不安
⇒生産工程の変更等が必要となり生産能力約５０％減

ライフラインの寸断
立体倉庫の倒壊
燃料不足による出荷不可

・原材料メーカーの被災による原材料の不足

・食品原料の不足 ⇒ 原料メーカーの変更
・包装資材の不足 ⇒ 使用色の削減により生産効率の向上

【対応】

・廃棄物処理業者被災による処理の遅れ

・燃料不足による収集停止 ⇒ 当社所有の燃料の提供

【対応】
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□計画停電による受発注及び配分（仕分）作業の混乱

配分システムの停止

燃料供給不足による当社備蓄の低下

□配送体制への影響

受注システムの混乱

⇒工場での停電により配分（個数表示）システムが停止
・従来のコンピュータを使用した配分から、印刷用紙を
確認しながらのリスト配分（手作業）に変更して対応

⇒情報処理センターの停電により、受注システムが混乱
・各店舗での発注時間の変更を依頼（停電時間を避ける）
・関西のバックアップ用機器での運用への切替

立ち入り規制による一部エリアでの配送不可

□通常とは異なる体制での生産の検討が必要に

仙台工場への補完体制の確立(2)
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食糧安定供給のための当社の決断

3/13 被災地への食糧について中京以西の８工場での生産体制へ移行

これにより原材料の生産効率も向上

3/18 約１，７００あったアイテムを大幅に削減

・キャンペーンを全国で一時休止

仙台工場ｴﾘｱ販売分 ５００，０００個／日

・政府による自衛隊輸送機の手配（小牧基地⇒松島基地）

・関東ではアイテム数を９割削減

⇒生産効率を上げ、東日本地区への安定供給を最優先

被災地への支援食糧 ２００，０００個／日

の供給を確保

・関西でもアイテム数を２割削減

（キャンペーン一時休止の社告）
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被災地へ新鮮な食糧をお届けするために

4/14 仙台工場生産ラインの全面復旧

□中京以西からの供給では積替えが多く、被災者に届く頃には消費期限が迫る

・各避難所への物流網整備

4/17 仙台工場より避難所への直送体制への移行

（旧）関西･中京工場⇒小牧基地⇒松島基地
⇒被災地集積場⇒避難所⇒被災者

（新）仙台工場⇒避難所⇒被災者

・宮城県内各避難所へ自社物流にて当日配送

★被災者へ届いた後も数日の消費期限を残す

★消費期限の短い惣菜パンも供給が可能になる

仙台工場からの直接供給の検討

現在も仙台工場から約５０，０００個／日の支援を継続中

・各避難所からの発注体制の確立

・全工場へドライバー社員と配送車（定温車）の応援依頼
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震災の体験によるＢＣＰの見直し
“もし、震災当日に東京が停電になっていたら･･･”
“もし、帰宅後の夜間や休日に震災が起きていたら･･･”

山崎製パン㈱の場合、各生産拠点がほぼ同じ製品を生産している為、
連絡さえつけば、他の拠点による生産体制の補完が可能

□連絡手段のさらなる確保

【現状の連絡手段】

・固定電話：①単独電話回線（ｱﾅﾛｸﾞ･INS回線）
②災害時優先電話
③ひかり電話
④社内専用線

・携帯電話：⑤各通信キャリアの携帯電話
・衛星電話：⑥ドコモ衛星電話

⑦イリジウム衛星電話
・そ の 他：⑧公衆電話

⑨テレビ会議システム
⑩無線

□緊急時のライフラインの確保

①災害時優先電話(携帯)を導入

【見直しによる連絡手段の追加】

②Ｓｋｙｐｅを導入

電話がつながりにくい地域でも
つながり易く、社外にいても
連絡が取れる

今回の震災でつながりやすかったと
いわれるパケット通信系の連絡手段
の確保

・水の確保 給水車を手配し、断水の際も生産ラインを一部維持

・電気の確保 全国に発電機を設置し、停電時も工場機能を一部維持
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東日本大震災への対応状況について

２０１１年 ５月 ２７日

キリンビバレッジ株式会社

ＣＳＲコミュニケーション部
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１．対応方針の決定

三陸沖を震源に国内観測史上最大のM9.0の地震が発生

津波や火災で多数の死傷者、日本国内未曾有の大災害

社員および家族の安否確認

安否確認システムおよび電話連絡によって確認を開始

３月１２日１０時には1名を除きグループ社員・ご家族の全員無事を確認

残る社員１名は仕事先の事務所ビル内で避難（３月１２日１７時に確認）

災害対策本部を立ち上げ（原宿本社社長室）

対応の原則 ： 社員ならびに家族の安全と生命の保護を最優先する。

行動指針 ： 人命の尊重 ＞ 行政対応と地域連携 ＞ 企業活動の維持・継続

2011年3月11日 14時46分

2011年3月11日 17時
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２．製造（操業・原料・資材・電気）

関東エリアの３製造工場は甚大な被害無し

（当日～翌日は操業停止、設備確認のうえ１３日には操業を再開）

操業（自社およびグループ工場）

＜資材の問題＞

・カートン、レジン（ペットボトル原材料）、

樹脂ラベル、樹脂キャップ、缶、紙容器

＜原料の問題＞

・甚大な問題無し

・3/20「野菜」「牛乳」、3/24「水道水」報道で再度認

※外部の保管倉庫、委託先工場では被害有り

＜電気供給の問題＞

・計画停電の影響を受ける

3時間の停電は、さらに前後3時間の対応が必要。計9時間の停止

ライフラインとして重要な「水」の生産には配慮が望まれる

※樹脂キャップ

3/29供給メーカー共同で白無地化の要請あり

影響 ： 製造品目の絞り込み、新製品の発売中止・発売延期

課題 ： リスク分散型サプライチェーンの再設計

（商品の継続供給を可能にする安定的な原料・資材調達）
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３．業務（物流・営業・広告・自販機）

＜物流の問題＞

・東北エリアは3/24まで出荷止め

・その他エリアでも受発注混乱・荷受混乱で

リードタイムを遅延（翌々日配送へ）

＜営業の問題＞

・東北（被災エリア）は業務停止・自宅待機

・甚大な被害を受けた得意先も多々

・4/１から営業活動を再開

＜自販機の課題＞

・東電エリアは3/14から照明を昼夜停止

・7月からは輪番停止などで更に節電対応

影響 ： 受注・配送リードタイムの遅延（翌日配送から翌々日配送）

課題 ： リスク分散型サプライチェーンの再設計

（商品の継続供給を可能にする安定的な製造と配送トラック確保）

＜TV広告の課題＞

・AC広告への差し替えおよびキャンセル

・4/4から一部再開

影響 ： お客様からの問い合わせ対応増大（風評による不安増大）

課題 ： 安全な製品作りをベースとした適切な情報公開とお客様対応

※3/24 過去最高の入電件数（9倍）、現在でも通常の2倍。
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４．支援活動（公的支援、企業としての支援）

2011年3月11日 23時ころ 農水省から入電

官邸にて一括集約する被災地からの支援要請に応えて欲しい

2011年3月12日 13時ころ 第1回目の依頼FAX

⇒ 宮城県向けにミネラルウォーター２Lペットボトル3840ケースを手配

・

・

・

＜公的支援＞

農水省要請分 １０９万本、その他１１万本。 合計１２０万本を供給

※5/9現在、500MLペットボトル換算。

＜企業としての支援＞

3/14 キリングループとしての支援を発表

義援金 3億円 当初の支援物資 飲料20万本
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５．事業継続（BCPプラン）

新型インフルエンザ対応、首都圏直下型地震対応については

既にBCPプランを策定済み

従前に加え、以下の視点も加え再検討

①震災、電力、原発リスクも配慮した最適バリューチェーンの検討

（調達・製造・物流・販売）

②グルーバル規模での危険分散

（原料・資材、商品）

⇒ 今回の事例では、十分な対応ができない

行政指示に基づく行動をとることを確認新型インフルエンザ対応プランをベースに



©2011 Kirin Beverage Company, Limited 7

※東日本大震災への対応について（２～６ページのまとめ）
社員 安否 最終的にグループ社員および家族の全員無事を確認。（3月12日17時）

対策本部 3月11日17時に災害対策本部を立ち上げ。

原則 社員ならびに家族の安全と生命の保護を最優先する

行動指針 人命の尊重　＞　行政対応と地域連携　＞　企業活動の維持・継続

製造 操業 ３工場は甚大な被害無し。翌日まで操業ストップしたが、１３日から操業再開。

資材 カートン、レジン（ペットボトル原材料）、樹脂ラベル、樹脂キャップ、缶、紙容器

原料 甚大な影響は無し。3/20「野菜」「牛乳」、3/24「水道水」報道で再確認。

電気 計画停電の影響を受ける。３時間の停電、前後３時間の対応が必要となり多大な影響。

影響 製造品目の絞り込み

新製品の発売中止、発売延期

課題 リスク分散型サプライチェーンの再設計

（商品の継続供給を可能にする安定的な原料・資材調達）

業務 物流 東北は3/24まで出荷止め。その他エリアでも受発注・荷受問題で翌々日配送に変更。

営業 東北は業務停止・自宅待機。甚大な被害を受けた得意先も多々。4/1から営業活動再開。

ＴＶ広告 ＡＣ広告への差し替えおよびキャンセル。4/4から一部再開。

自販機 東電エリアは、3/14から昼夜とも照明を停止。7月から輪番停止などで更に節電対応。

影響 お客様からの問い合わせ対応増大（風評による不安増大）

課題 安全な製品作りをベースとした、適切な情報公開、お客様対応

　　3／24、1日の入電では過去最高（通常の9倍）、現在でも通常の2倍。

影響 受注・配送リードタイムの遅延（翌日配送から翌々日配送へ）

課題 リスク分散型サプライチェーンの再設計

（商品の継続供給を可能にする安定的な製造と配送トラック確保）

支援 公的支援 3/11農水省から被災地要請を取りまとめるとの入電。3/12の午後には依頼リスト到着。

（被災地支援） ミネラルウォーターを中心に被災地へ

農水省要請分109万本、その他11万本、合計120万本。（500MLボトル換算、5/9現在）

義援金、物資 3/14グループとしての支を発表。義援金3億円、物資支援（飲料）は当初20万本と発表。

事業継続 BCPプラン 新型インフルエンザ対応、首都圏直下型地震対応については既に策定済み。

従前に加え、以下の視点も加え再検討

①震災、電力、原発リスクも配慮した最適バリューチェーンの検討調達・製造・物流・販売）

②グルーバル規模での危険分散（原料・資材、商品）



「東日本大震災」に伴うイトーヨーカドーの現況と対応について

2011年5月27日
㈱イトーヨーカ堂
執行役員食品事業部長
福田 秀人



2011年3月11日に発生いたしました「東日本大震災」におきまして、　　

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

また、弊社ならびにグループ企業の営業復旧におきましては、多大な

ご支援を頂戴いたしましたことに、深く感謝申し上げます。



セブン&アイグループでは、グループ店舗の営業再開、営業継続を小売業とし
ての最大の使命として全力を挙げて応援体制を組んでおります。
また、商品の仕入れ・製造および物流体制の正常化に向けた取り組みを強化し
ております。
その結果、グループ各社の休業店舗は被災当初から大きく減少しております。

・震災後の店舗営業状況

震災直後 4/7時点 5/26時点
休業数 休業数 休業数

約600店舗 ６0店舗 46店舗

約100店舗 10店舗 7店舗

全店営業 全店営業 全店営業

全店営業 全店営業 全店営業

主要事業会社

■グループ会社の営業状況



被災エリア
東北　　　　１０

・被災エリアの店舗展開（１０店舗）

県名 店舗名

青森県 青森店･八戸沼館店･五所川原店･弘前店

岩手県 花巻店

宮城県 ※仙台泉店・※石巻あけぼの店

福島県 ※平店

■イトーヨーカドーの店舗展開と被災エリア

東北エリア１０店のうち、仙台泉･石巻あけぼの･平等の店舗が

影響を受けたものの、お客様・従業員・建物の安全を確認の上

営業再開の準備に取り掛かりました。

※石巻あけぼの店では、震災当日の18時に営業を再開



■物流面での対応

※仙台地区に暫定の生鮮センターを設置し、4月7日（木）より地元食材の供給を再開

東北エリアにある9つの物流拠点のうち3センターが被災
（宮城日用品センター、仙台生鮮センター、東北冷凍センター）
→
日用品と生鮮品は首都圏、冷凍食品は北海道および首都圏経由で
臨時の物流体制を構築し、翌々日より供給開始



■お客様の需要と商品供給の変化

・2011年3月16日時点 ・2011年5月16日時点

お客様需要 実際供給 お客様需要 実際供給

通常対比 災害前比 通常対比 災害前比

飲料水大型 3000% 250% 飲料水大型 180% 140%

米 1000% 200% 米 80% 80%

ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ 1400% 270% ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ 100% 100%

ヨーグルト 580% 100% ヨーグルト 100% 100%

牛乳 180% 120% 牛乳 110% 110%

現在はほぼ平常に戻っております。

商品分類 商品分類

グループ事業会社全体で、海外調達を含む協働により対応しました。

震災直後は飲料水等の需要が大きく変化。商品供給量が大きく不足。



【ご参考】



　東京都の金町浄水場から供給されている水道水から、乳児向け基準を
上回る放射性物質が検出されたことを受け、3月24日（木）より都内を
中心とした４０店舗にて、1歳未満のお子さまをお持ちのお客様に2㍑
飲料水の優先販売を実施。
※翌25日（金）からは、首都圏の約120店舗に拡大して販売

アリオ北砂店■母子手帳をお持ちのお客様に飲料水を優先販売



■被災地支援

　【実施店舗】

豪州ステア社様他、複数お取引先様のお申し出により実現できました。



■『がんばろう東北』フェア

【4/6(水)～10(日)】　140店舗実施　平均アイテム数約60品目(地域により異なる)

・ 4月6日（水）～5月29日（日）までの期間で計８回実施

・ 宮城県産牛肉や岩手県産ヨーグルト、福島県産コメ等、様々な商品を販売



販売

小売

お客様

物流

卸

包装

ﾊﾟｯｶｰ

製造

ﾒｰｶｰ

調達

商社

わたしたちだけではお客様のご要望には全てお応えできません。

生産

生産者

地域

行政

お取引先・行政機関の皆様とチームマーチャンダイジングを進めてまいります。

■わたしたちイトーヨーカドーの使命

わたしたち小売業は、電力･ガス･水道･電話･公共交通に続く、

「第６のインフラ」として社会的責任を全うします。

そのためにセブン＆アイホールディングスの総力を結集し、

日々のお客様ニーズにグループで対応してまいります。
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食料・農業・農村政策審議会食品産業部会用資料 

２０１１年５月２７日 

 

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 

執行役員品質保証グループ管掌 

古賀涼司 

 

 

○ 事業継続上の課題 

 

（１）日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の場合 

 １）事業継続のために苦労した点（主に製造面） 

①停電による店舗調理器具の使用停止と営業中止 

 

 ２）事業継続のために苦労した点（主に物流面） 

①食材の供給停止による販売制限と営業中止 

②包材の供給停止による販売制限と営業中止 

 

 ３）事業継続計画（ＢＣＰ）の見直し、計画の有無 

 ※見直しと改善計画有り 

①主要食材の生産拠点の見直しと新生産拠点の検討（西日本、東日本） 

②食材・包材の運搬再開の迅速化 

 

●行政に望む事； 

弊社をはじめとする外食業界の食材・包材等の供給に関わる運搬用車

両の緊急車両指定に関する事前申請制度の創設 
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（２）ブロイラー生産業者（東北地区３社）の場合 

 １）事業継続のために苦労した点（主に製造面） 

①停電による影響 

・鶏舎の換気、給水、給餌の停止と淘汰（死鳥の発生） 

・停電によるチキン処理工場の生産停止 

 

②軽油不足による影響 

・鶏舎関連トラックの運行制限と中断  

 生鳥運搬用（農場⇒処理工場） 

残滓運搬用（処理場⇒レンダリング工場） 

・チキン処理工場関係トラックの運行制限と中断 

包材運搬用（メーカー⇒処理工場） 

 

③ガソリン不足による影響 

・チキン処理場関係車両の運行制限と中断 

（従業員送迎用バス） 

 

④Ａ重油不足による影響 

・チキン処理工場の生産制限と中断 

ボイラー稼働できず 

・孵卵場の稼働制限と中断 

ボイラー稼働できず、加温用熱源の喪失 

・レンダリング工場の稼働制限と中断 

ボイラー稼働できず、淘汰鶏（死鳥）の処理不能 

 

⑤ＬＰＧ不足による影響 

・鶏舎の暖房制限と中断 

 

 ２）事業継続のために苦労した点（主に物流面） 

①軽油不足による製品運搬車両の運行制限と中断 

原料運搬用（チキン処理工場⇒物流倉庫） 

製品運搬用（処理工場⇒物流倉庫） 

 

②高速道路の使用制限による運搬車両の運行制限 

原料運搬用（チキン処理工場⇒物流倉庫） 

製品運搬用（処理工場⇒物流倉庫） 
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 ３）事業継続計画（ＢＣＰ）の見直し、計画の有無 

 ※見直し、改善計画あり 

①自家発電機の増設（農場鶏舎、孵卵場、チキン処理工場） 

 

②鶏糞燃料発電所の新設検討（チキン処理工場、孵卵場） 

バイオマスエネルギー発電所の活用、リサイクル型畜産・農業 

鶏糞⇒ 肥料（窒素、リン、カリウム）⇒ 飼料（飼料用米）⇒ 

ブロイラー⇒ 鶏糞⇒・・・ 

 

③飼料の代替供給ルートの確保 

ブロイラー給餌の重要性（５０日前後の肥育期間での１週間の給餌

休止の影響大。１０万羽から 100 万羽単位の淘汰） 

原種鶏⇒ 卵⇒ 種鶏⇒ 卵⇒ 孵化⇒ 雛⇒ ブロイラー⇒ 

処理加工場⇒ 市場 

 

●行政に望む事； 

①補助金制度の創設 

 

②鶏糞燃料発電所の分散設置、申請手続きの簡素化、補助金の増額 

 

③飼料の供給に関わる運搬用車両の緊急車両指定に関する事前申請

制度の創設 

 

以上 
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