
（企業等名五⼗⾳順）（代表者敬称略）

№ 贈呈先
（所在地）

代表者
役職・⽒名
（敬称略）

設⽴年
資本⾦
従業員

事業概要 贈呈理由

1 エア・ウォーター（株）
（⼤阪市・札幌市）

代表取締役会⻑
CEO・最⾼経営責任者
豊⽥　昌洋

1929年
322億円
1,007名

　創業以来、⽇本のものづくりにかかすことができない産業ガスや
命の現場を⽀える医療⽤ガスの製造から始まり、ケミカル、エネ
ルギー、農業・⾷品、物流等、独⾃の⼿法で事業領域を広げて
きた産業ガスメーカー。

　⼤型移動電源⾞を稼働させたことにより、全てのＬＰＧ⼆次基地(３基
地)において地震発⽣当⽇から運営を開始し、ローリーへの充填及び出荷を
実施。
　また、⼩型移動電源⾞は、同社の各事務所へ給電したほか、避難所や福
祉施設、⾷料品製造⼯場への給電、携帯電話充電サービスなどを実施する
など、事業を継続しながら、被災地や地域住⺠に対して貢献。

2
（株）エフエムとよひら
（FMアップル）
（札幌市）

代表取締役
中⽬　明德

1996年
5,000万円
3名

　豊平の皆さんとともに地域の安全・安⼼・活性化を⽬指し、さ
まざまな情報を発信するコミュニティラジオ局。
　放送地域は、札幌市内、⽯狩市、江別市、北広島市、当別
町の⼀部。

　地震直後から、蓄電池・発電機で電源を確保し、スタッフ⾃ら地域をまわっ
て情報収集して、被害状況、避難所、給⽔所などの災害に関する最新情報
をラジオで伝えた。地震による停電の中、地域住⺠の情報収集に⼤きな役割
を果たした。

3
（株）⼩樽ベイシティ開発
（ウイングベイ⼩樽）
（⼩樽市）

代表取締役社⻑
橋本　茂樹

2017年
2,600万円
28名

・道内最⼤級（建設時は国内最⼤級）の⼤型商業施設「ウ
イングベイ⼩樽」の管理運営を実施する企業。

4 （株）エナジーソリューション
（⼩樽市）

代表取締役社⻑
梅村　卓司

2005年
3億5,000万円
27名

・国内初の熱電併給事業会社として、上記「ウイングベイ⼩樽」
を核とした⼩樽築港地区へエネルギー（電気、温冷熱）を供
給する企業。

5 草野作⼯（株）
（江別市）

代表取締役
草野　貴友

1953年
9,000万円
56名

　江別市を拠点とする地域密着型の企業として、「橋梁の草
野」と呼ばれるほど橋梁⼯事などを得意としている道内有数の建
設企業。
　建設業のほか、新素材開発、農業⽣産事業、発電事業、下
⽔道のメンテナンス機械の開発などの多様な異業種ビジネスも
展開している。

　江別市内の浄⽔場等の停電により断⽔したことを受け、⼤型発電機を５台
調達し、市内が復電する前に浄⽔場等を稼働させて市⺠のライフラインを⽀え
た。
　その他、⾃社⽣活⽤⽔井⼾を開放し、江別市のＳＮＳで地域住⺠へ発
信。地域へ⽣活⽤⽔を提供したほか、⾃社事務所も⼀時避難所として提
供。さらに、⾃社は江別市に対して公共施設全てに電源不要のストーブを寄
贈するなどの地域の強靱化にも尽⼒。

6 （株）知床グランドホテル
（斜⾥町）

代表取締役社⻑
桑島　⼤介

1960年
1億円
73名

　「知床から、世界に誇る北のリゾートヘ。」をビジョンとして掲げ、
観光産業を真の幸せ産業にすることを⽬指す世界⾃然遺産を
有する知床地域を代表するホテルグループ。

　⾃社が保有するホテルにおいて、Ａ重油コージェネレーションシステムを稼働
させて、地域住⺠に⼤浴場を無料開放したほか、移動困難者向けに宴会場
を簡易避難所として開放した。
　災害時における対応は、知床温泉旅館協同組合で過去から取り決めてお
り、今回の停電においてもスタッフのオペレーションを含めて混乱なく実施。

北海道胆振東部地震の復旧・復興対応部⾨

北海道胆振東部地震の復旧・復興対応

　道内全域が停電した際、ウイングベイ⼩樽は、(株)エナジーソリューション
（⼩樽エネルギーセンター）の天然ガスコジェネシステムにより停電を回避させ
たほか、テナントスペースを観光客向け緊急避難所として開設。
　また、同コジェネシステムによって発電した電気は北海道電⼒へ送電し、道
内の電⼒復旧に係る電⼒上積みにも貢献。
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7 (株)セコマ
（札幌市）

代表取締役社⻑
丸⾕　智保

1974年
4億2,805万円
112名

　同社は、セイコーマートを中核とする｢⼩売グループ｣、物流･総
合卸や輸出⼊業務を担う｢卸グループ｣、総菜･乳製品等を製
造する｢製造グループ｣で構成されており、グループ会社･店舗･
関連会社を含めると全27社で約2.1万⼈を雇⽤。
　また、道産素材を活⽤した商品作りにも⼒をいれている。

　地震発⽣時に道内の物流センターで設備が破損したが、災害時緊急対応
を⾏い、早期に物流を回復させた。
　また、震災当⽇に道内の95％にあたる1050店舗で営業し、店内の厨房
設備（ホットシェフ）を活⽤して、おにぎりを中⼼に温かい⾷事を提供するな
ど、被災地における⾷料品の供給などに貢献。
　更には北海道や道内各地の⾃治体との間で、災害時に⾷料や応急⽣活
物資を供給する協定を結んでおり、地震直後からパンや飲料⽔、菓⼦類など
を約20万個提供した。

8
豊富町
（湯の杜ぽっけ）
（豊富町）

町⻑
河⽥　誠⼀ －

　油分を含んだ⽯油のにおいが特徴で、保湿保温効果が⾼い
美肌の湯で知られる豊富町温泉街（⽇本最北の温泉郷）の
公共交流施設「湯の社ぽっけ」を運営。2017年5⽉にオープ
ン。

　道内全域が停電した際、温泉とともに産出される天然ガスを活⽤した停電
対応型の天然ガスコジェネシステムが稼働し、温泉街で唯⼀停電を回避して
営業を継続。
　営業時間も拡⼤してトイレ・⽔道・お湯等を無料開放したほか、温泉街・周
辺町村にライフライン情報を継続的に提供。

9 厚真町商⼯会⼥性部⻑
上⽥　輝美 ー

10 安平町商⼯会⼥性部⻑
⼩⼭　優⼦ ー

11 むかわ町商⼯会⼥性部⻑
前⽥　保⼦ ー

12 （株）ヒシサン
（根室市）

代表取締役社⻑
岩﨑　祥治

1952年
3,000万円
99名

　根室市内に燃料等販売拠点１２か所（ガソリンスタンド、灯
油・ＬＰガス販売等）のほか、ホームセンターやコンビニエンスス
トア、リフォーム事業等を展開する地域密着型総合エネルギー
企業。

　当省の施策を活⽤してＬＰガスバルクと発電機等を導⼊。
　根室市内で初となる１社単独での⾃治体との災害協定を締結し、停電
時、市内で唯⼀、⾃社が運営するコンビニエンスストアとガソリンスタンドが２４
時間営業した。

13
（株）⽇⽴製作所
北海道⽀社
（札幌市）

⽀社⻑
岡　博章

1947年
-
70名

・北海道エリアにおける情報システム、電⼒・産業システム、都市
ソリューション、環境・エネルギー等の製品・サービスを通じたソ
リューションを提供。

14 （株）オイル・リサイクル
（札幌市）

代表取締役
前⽥　慎⼀

2012年
100万円
7名

・地球温暖化防⽌のため、バイオディーゼル燃料等を利⽤した
循環資源利⽤の実現に向け、業務系家庭系の廃⾷油の回収
を実施。

15 （有）フライヤーズカンパニー
（砂川市）

代表取締役
福地 隆康

2000年
300万円
7名

　「健康創造パートナー」として、地域住⺠の健康をサポートする
在宅⽀援薬局「そらちぶと調剤薬局」を運営。
　⾼齢者の⽅のために⾃宅まで薬を届ける等、地域に根差した
サービスも⾏う。

　停電時、⾮常⽤ＬＰガス発電機を稼働させ、市内において唯⼀営業を継
続。
　電⼒を⾃⼒で賄いつつ営業を継続する⼀⽅、ＳＮＳを通じ携帯電話の充
電サービス告知をし、受け⼊れる取組も⾏った。

　⾮常⽤発電機の確保が困難だった中、⼩樽市⽔道局の要請を受けた
（株）⽇⽴製作所が奔⾛し、当省の委託事業で関係のあった（株）オイ
ル・リサイクルに協⼒要請。
　両社の連携で⾮常⽤発電機を確保、提供したことにより市内の停電時にお
ける給⽔の維持に貢献した。

被災３町（厚真町、安平
町、むかわ町）商⼯会⼥性
部

　商⼯会⼥性部は、商⼯会法に基づき設置された商⼯会の内
部組織。商⼯会の事業を推進するとともに、研修事業や地域
活動など商⼯業に携わる⼥性として商⼯業の総合的な改善発
達や社会⼀般の福祉の増進に資する事業を⾏う。

　発災後の混乱の中、⾃らも被災者であるにもかかわらず、会員事業者が協
⼒して速やかに炊き出しを⾏うなど、地震からの復旧・復興に⼤きく貢献した。

2



№ 贈呈先
（所在地）

代表者
役職・⽒名
（敬称略）

設⽴年
資本⾦
従業員

事業概要 贈呈理由

16 北海道⽡斯（株）
（札幌市）

代表取締役社⻑
⼤槻　博

1911年
75億1583万円
746名

　⽯狩LNG基地の建設など、天然ガスの安定供給を第⼀に、
「総合エネルギーサービス事業」の展開により、省エネと低炭素
化に加え、天然ガスコジェネと再⽣可能エネルギーを活⽤した、
災害に強い地域づくりを進める企業。

　⽯狩湾新港に建設中であった北ガス⽯狩発電所から、当初計画よりも１か
⽉前倒して、フル出⼒(75,000kW)で稼働させて北海道電⼒へ送電し、道
内の電⼒復旧に係る電⼒上積みに貢献。加えて、関連会社（苫⼩牧バイオ
マス発電所、⼩樽エネルギーセンター）からも送電。
　また、耐震性の⾼いPE管への⼊替え、⾮常⽤発電機の常備など、地震対
策を進めていたことにより、ガス漏えいも無く、ガス製造・供給設備にも被害無
く、安定的にガス供給を継続。

17 北海道商⼯会連合会
（札幌市）

会⻑
荒尾　孝司 ー

　商⼯会法に基づき、道内の商⼯会を会員として設⽴された⽀
援機関。商⼯会の組織や事業について指導等を⾏うほか、⾏
政庁等への要望などを通して商⼯会の健全な発達を図り、地
域商⼯業の振興発展のための⽀援事業を⾏う。

　各地の商⼯会を通じ、道内中⼩企業・⼩規模事業者に対して、地震と停
電による被害や影響などに関する速やかな情報収集を⾏い、当局への積極
的な情報共有や協⼒を実施。
　また、局地激甚災害の指定を受けた３町に職員を派遣し、⼩規模事業者
持続化補助⾦等の被災中⼩企業・⼩規模企業⽀援施策の申請に関する
⽀援を⾏ったほか、当局で開催した災害関連中⼩企業等経営・⾦融⽀援
施策説明会・相談会に協⼒するなど、復旧・復興に⼤きく貢献した。

18
北海道商店街振興組合連
合会
（札幌市）

理事⻑
菊池　恒 －

　商店街振興組合法に基づき、道内の商店街振興組合を会
員として設⽴された⽀援・指導団体。
　商店街に関わる様々な指導や⾏政庁に対しての要望等、街
づくりの視点に⽴った⽀援活動を実施。

　管内商店街における被災状況の把握に努め、当局へ積極的な情報共有・
協⼒を⾏うとともに、⽣活物資などの円滑な供給のための情報提供に尽⼒し
た。
　また、震災復興のための各種⽀援施策（にぎわい回復補助⾦等）の周知
に、その会報（商店街新報）などのネットワークを活⽤し、早期の復興に貢
献した。

19 北海道曹達（株）
（苫⼩牧市）

代表取締役社⻑
神⽥　知幸

1949年
12億2,451万円
144名

　原料から製品までを⼀貫⽣産する北海道唯⼀の化学メー
カー。
　「苛性ソーダ」、「塩素」の製造事業を柱とし、製紙、鉄鋼、製
糖等の製造事業者に化学薬品を供給するほか、北海道の冬に
不可⽋な「凍結防⽌剤」等を製造。

　地震発⽣後の停電状況下において、製紙会社向けパルプ漂⽩⽤「苛性
ソーダ」の継続供給や道内⾃治体向け上下⽔道消毒⽤「次亜塩素酸」の迅
速な⽣産再開等に尽⼒し、道⺠の⽣活基盤確保に⼤きく貢献。

20
北海道中⼩企業団体中央
会
（札幌市）

会⻑
尾池　⼀仁 －

　中⼩企業等協同組合法及び中⼩企業団体の組織に関する
法律に基づき、道内中⼩企業の組合等を会員として設⽴され
た⽀援機関。
　中⼩企業の組合等の事業や経営の指導等を⾏うほか、⾏政
庁等への要望などを通して、中⼩企業の組合等の連携や経営
⾰新等に必要な⽀援事業を⾏う。

　道内中⼩企業の組合等に対し、地震と停電による被害や影響などに関す
る速やかな情報収集を⾏い、当局への積極的な情報共有や協⼒を実施。
　また、既存のネットワークや機関誌の活⽤などを通して、⼩規模事業者持続
化補助⾦等の被災中⼩企業・⼩規模企業⽀援施策の活⽤を積極的に促
すなど、復旧・復興に⼤きく貢献した。

21 北海道乳業（株）
（函館市）

代表取締役社⻑
⽥島　英久

1949年
7,500万円
315名

　気候⾵⼟に恵まれた北海道の新鮮で良質な⽣乳を使⽤し
て、市乳、乳製品(バター、粉乳、煉乳、ヨーグルト、デザート、
チーズ)の製造・販売を展開する国内有数の乳業メーカー。
　⾷品安全管理の国際規格「FSSC22000」の認証を道内の
乳業メーカーで初めて取得。

　停電直後に製品在庫を本州に出荷して廃棄ロスを最⼩限に抑え、さらに停
電中も⽣産ラインの点検等を⾏うことで、ブラックアウト発⽣翌⽇の復電直後
から⽣乳受け⼊れ態勢を整え、その翌⽇には⼯場すべての操業を再開し、道
南エリアの酪農家の廃棄ロスも最⼩限に抑えた。
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22

（株）萬世閣
（定⼭渓万世閣ホテルミリ
オーネ）
（札幌市）

代表取締役社⻑
濱野　清正

2012年
3,000万円
354名

　「北海道に愛されるホテルに」をビジョンに掲げ、安⼼安全な環
境づくり、信頼関係の構築、感謝する気持ちと思いやりを⼤切に
挑戦し続けるホテルグループ。
 　定⼭渓以外には、洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス、
登別万世閣がある。

　停電直後から⾮常⽤⾃家発電機を稼働させ、お客様、従業員すべてに対
し、安⼼・安全を確保しつつ営業を継続した。
　なお、⻑期的な停電を念頭に置き、発電機の負荷軽減と重油消費量抑制
のため、照明、空調の抑制などを⾏った。

23 （株）もりもと
（千歳市）

代表取締役社⻑
森本　真司

1960年
1,000万円
704名

和菓⼦、洋菓⼦、パンなど幅広い商品開発⼒を有し、400種
類以上の商品を製造販売する菓⼦メーカー。
「地域の⾷のインフラを⽀える」という理念の下、危機管理を徹

底し、顧客の安全安⼼を最優先に事業に取組む。

　「給⾷事業」「パン事業」「菓⼦事業」で、⽇本初のレジリエンス認証（国⼟
強靱化貢献団体認証）を取得。
　地震発⽣後、２⽇間の停電に直⾯したものの、BCP（事業継続計画）に
基づき、初動対応や復旧作業を⾏うことで、震災から４⽇⽬に学校給⾷事
業を再開。

24 （株）レバンガ北海道
（札幌市）

代表取締役社⻑
折茂　武彦

2011年
3,000万円
20名

　プロバスケットボールB1リーグ所属の「レバンガ北海道」を運
営。
　ホームゲーム・イベントの運営・企画等フロント業務、トップチー
ムのマネージャー業務、レバンガ北海道バスケットボールアカデ
ミー・e-sportsチームの運営等。

昨年１０⽉のシーズン開幕戦の会場において、当局と連携し観光復興の情
報発信特設ブースを設置。レバンガ北海道公式Twitter･Facebookにおい
て、「元気です北海道」を情報発信・拡散し、震災の⾵評被害払拭に尽⼒。
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