Case Study ケーススタディ

大規模災害における社員の安否確認と
業務再開に向けた取り組みをサポートする
ICTサービスとは
大規模な自然災害発生時における社員の安否確認は、企業にとって事業継続の重要な初動の要となる。
青森県を基盤に事業を展開する青森銀行では、東日本大震災以降、職員の安否確認や一斉通報を行う
ためのシステム導入が急務となっていた。同行はどのような手段でその課題を解決したのだろうか。
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Web版では豊富なＩＣＴサクセス事例を掲載中！ 多様な業種のＩＣＴ事例集、導入のポイントから過程の出来事、導入後の成果を徹底レポート
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