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 2018年9⽉6⽇に発⽣した「北海道胆振東部地震」は、震源に近い厚真町、安平町、むかわ町を
中⼼に、⼤規模な⼟砂災害や建物の損壊が⽣じるとともに、道内全域停電（ブラックアウト）が
発⽣するなど、⼤きな⼈的・経済的被害を及ぼしました。

 経済産業省北海道経済産業局では、この震災において北海道、市町村、関係機関等と連携して、
以下の復旧・復興の取組を実施しました。

（１）停電復旧、避難所等への物資⽀援、燃料の供給
（２）⼤規模停電を受け、重要施設への電源⾞の派遣及び燃料の供給を⾏うとともに、計画停電

回避のため２割の節電を要請
（３）個々の中⼩企業・⼩規模事業者の⽅々の被害状況に応じて、設備改修、仮設店舗設置等を

⾏うとともに、商店街による集客イベントの開催 など

 その後、本震災から⼀年を迎える中、当局では 「防災・減災対策」 として「エネルギーの安定
供給」や「災害時の企業の事業継続⼒」を強化する取組を⾏ってきました。
今般、この「防災・減災対策」とともに、特に被害が⼤きかった厚真町、安平町、むかわ町への
被災中⼩企業⽀援の取組と活⽤事例を取りまとめましたので、ご紹介します。

【はじめに】

【北海道胆振東部地震の概況】
・2018年9⽉6⽇３時７分発⽣、最⼤震度７、マグニチュード6.7。
・同⽇3時25分に北海道全域において停電（ブラックアウト）発⽣

（約295万⼾）。
・死者43名、被害額（建物・設備の損壊、商品廃棄等）1,648億円。

（2019年3⽉末︓北海道調べ）
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１．北海道胆振東部地震から⼀年、北海道の防災・減災対策を強化。
（１）エネルギーの安定供給体制の強化
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 北海道胆振東部地震では、道内全域停電（ブラックアウト）により、⽣活や経済活動に⼤きな
被害を及ぼした。特に、北海道の地域性として、厳冬期のエネルギー需給のひっ迫は、道⺠の
⽣命・安全に及ぼす影響も⼤きい。

 エネルギーの安定供給のためには、省エネルギーの推進を前提に、電⼒インフラの強化、再⽣
可能エネルギーの導⼊促進など、エネルギーインフラを増強する必要がある。

 また、今回の地震では、⾮常⽤発電機の燃料ひっ迫やガソリンスタンドに⻑い⾞列が発⽣する
など、燃料供給ニーズが⾼まったことから、災害に備えた円滑な燃料供給体制の強化も必要。

 以上を踏まえ、当局のエネルギー安定供給体制の強化の取組をご紹介する。

①電⼒インフラの強化（P2）
②再⽣可能エネルギー導⼊拡⼤に向けた実証事業（P3）
③燃料供給体制の強化（P4）
④エネルギーインフラ増強のための⽀援メニュー（P6）



２

①電⼒インフラの強化
 電⼒インフラの強化については、2018年10⽉の⽯狩湾新港LNG⽕⼒発電所の活⽤前倒し、

2019年3⽉の北本連系設備の増強（60万kW→90万kW）などの対策を講じてきたところ。
 レジリエンスの強化という観点に加え、再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤の意義も踏まえ、北本

連系線を更に増強する⽅向（90万kW→120万kW）で、国の審議会（脱炭素化社会に向けた電
⼒レジリエンス⼩委員会）において費⽤負担のあり⽅など、詳細を検討中。

地域間連系線の増強計画

出典︓総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会
脱炭素化社会に向けた電⼒レジリエンス⼩委員会資料

新々北本連系設備の送電ルート案

北本連系設備
（電源開発(株)
所有）

新北本連系設備
（北海道電⼒(株)所有）

新北本連系設備運転開始により連系容量は60万kW
から90万kWに増強（2019年3⽉）
新々北本連系設備も、同⼀ルートでの整備を計画（詳細検討中)

出典︓北海道電⼒(株)ホームページを基に当局作成

※特定負担者辞退による
費⽤負担の再整理が必要

・更なる増強について検討中



再⽣可能エネルギーの導⼊を拡⼤するに当たって課題となる「脆弱な電⼒系統インフラ」や
「出⼒変動」を克服するため、以下の実証事業を⽀援。なお、⼤型蓄電システムは実証事業終
了後も、引き続き活⽤。
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⾵⼒発電のための送電網整備実証事業 ⼤型蓄電システム緊急実証事業

⾵況が良く、かつ送電網が脆弱な地域（道北地域）にお
いて、地域内送電網を整備し技術的課題等の実証を⾏う。
・事業期間:2013〜2022年度(10年⾒込み）
・予算額︓2013〜2019年度︓約745億円

（補助率1/2）
・事業者︓北海道北部⾵⼒送電（株）

※（株）ユーラスエナジーホールディングス及びエコ・パ
ワー（株）等の出資によるSPC

北海道電⼒（株）の基幹系統の南早来変電所に、世界
最⼤級の⼤型蓄電池（出⼒1.5万kW、容量6万kWh）
を設置・活⽤し、再エネ導⼊可能量の拡⼤のための実証を
⾏う。
・事業期間︓ 2013〜2018年度
・予算額︓2012年度︓200億円（補助率:定額）
・事業者︓北海道電⼒（株）及び住友電気⼯業（株）

②再⽣可能エネルギー導⼊拡⼤に向けた実証事業



③燃料供給体制の強化︓検討会の開催（2018年度）
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 道内全域停電（ブラックアウト）発⽣時に、燃料安定供給に様々な問題が⽣じたことに加え、厳冬期
災害における被害拡⼤リスクを想定し、関係機関が⼀堂に会して「災害時における円滑な燃料供給体
制実現に向けた検討会」を全３回開催。

 各機関が災害への強靭化を図るとともに、各機関が連携した供給体制の確⽴が重要と結論。

【参加機関（当局が主催・事務局）】
供給側︓JXTGエネルギー(株)北海道⽀店、出光興産(株)販売部北海道⽀店、北海道⽯油業協同組合連合会、(⼀社)北海道LPガス協会
輸送側︓(公社)北海道トラック協会 タンクローリー部会
需要側︓(⼀社)北海道医師会、東⽇本電信電話(株) 北海道事業部、(株)NTTドコモ 北海道⽀社、北海道放送(株)、札幌テレビ放送(株)、

北海道
※参加機関以外に⽯油元売事業者、輸送事業者、燃料販売事業者、社会的重要インフラ事業者など１９機関に対してもヒアリングを実施。

 １週間以上の燃料在庫はあったが、停電により⼀部拠点で出荷できなかった。さらに、⾮常⽤発電機
の稼働に時間を要したことなどから、燃料出荷量は⼤幅に低下。（供給事業者）

 停電による信号機の停⽌により、燃料輸送量が⼤幅に低下。(輸送事業者)
 ⾮常⽤発電機を有していない店舗では、営業不能となった。⾮常⽤発電機を有している店舗では営業

を継続できたものの、燃料⼊荷量が少なく需要に対応できなかった。(ガソリンスタンド)
 停電時における発電⽤燃料の備蓄が不⼗分であった。また、燃料供給の要請先が把握できておらず、

調達できなかった。(社会的重要インフラ事業者︓病院、公共施設等)

「災害時における円滑な燃料供給体制実現に向けた検討会」において抽出された問題

＜燃料サプライチェーン＞
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 当局では、⾃治体や事業者、消費者等に対する横断的な取組を展開。
 特に、陸上⾃衛隊北部⽅⾯隊等と連携して具体的な災害・被害を想定した実効性のある訓練、地域

が主体となった燃料供給体制の構築促進、災害時の急激な駆け込み需要を軽減する取組を実施。

消費者燃料サプライチェーン事業者自治体 社会的重要インフラ事業者 企業等国

【強化】ブラックアウトや様々な災害を想定した⾃衛隊や関係機関との燃料供給合同
⽀援訓練を厳冬期に実施予定。

【継続】暖房⽤燃料である灯油流通に係る消費者への情報提供を⽬的に、⽯油元売各社、⾃治体等と連携して需要期
前に「北海道地域灯油意⾒交換会」を開催。

【継続】道内の灯油、ガソリン、軽油に関する価格と、道内製油所・油槽所における在庫状況を毎⽉HPで公表。
特に、道⺠の関⼼が⾼い冬期間の灯油価格については、道内５地域別に毎週公表。

ドラム缶積込訓練 ドクターヘリ給油訓練 ＳＳ給油訓練 浄水場給油訓練

【拡充】ガソリンスタンド等の供給側における燃料の安定供給への⽀援及び⾃治体、医療機関、企業等
の需要側におけるエネルギーインフラ増強を⽀援。

<
 

昨
年
度
の
例>

③燃料供給体制の強化︓当局の取組（2019年度）

【新規】地震が起こる可能性が⾼いと指摘されている地域をモデルとし、燃料供給事業者、⾃治体、社
会的重要インフラ間の連携強化を図り、地域単位で災害時における燃料供給体制の構築を促進
する取組を⽀援。
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④エネルギーインフラ増強のための⽀援メニュー
 燃料サプライチェーン、⾃治体、医療機関、企業における燃料の安定供給やエネルギーインフラ増強を⽀援。

2019年3⽉に函館市(42名参加)、帯広市(44名参加) 、岩内町(25名参加) 、札幌市(103名参加)の4市町で開催。
災害対応⼒強化に向けた施策説明会の開催

【活用事例】同盟石油(株)（支援メニュー⑥を活用）【活用事例】（株）ヒシサン（支援メニュー①を活用）

民間企業として根室市内で初となる自治体との災害協定を締結。ブラッ
クアウト発生の際、自社ガソリンスタンドは給油を継続するとともに、自
社コンビニエンスストアも市内で唯一、営業を継続。

ＳＳとコンビニ全景 LPガス災害バルク貯槽、発電機

同盟⽯油(株)北１条給油所 停電時に稼働した⾮常⽤発電機

住⺠拠点ＳＳの件数

上記説明会で紹介した主な⽀援メニューと採択状況（令和元年度採択）
支援メニュー 採件数択 うち道内採択 補助率 補助上限額

①燃料備蓄等（ＬＰガスタンク、⽯油タンク、⾃家発設備）の導
⼊補助⾦

７５件 ６件 2/3以内（中⼩企業）
1/2以内（その他）

1,000万円（タンクのみ設置）
5,000万円（タンク＋発電機等設置）

②天然ガスを利⽤した設備（コジェネ、ボイラー等）の導⼊補助⾦ ９４件 ５件 (停電対応型コジェネ)2/3以内(中⼩企業)
1/2以内(その他)

(コジェネ以外) 1/3以内

(停電対応型コジェネ)3.4億円(中⼩企業)
2.55億円(その他)

(コジェネ以外) 1.7億円

③地域マイクログリッド構築に係るマスタープラン作成の補助⾦ ５件 ３件 3/4以内 2,000万円

④再⽣可能エネルギー発電設備への蓄電池導⼊補助⾦ １件 １件 1/2以内(中⼩企業)、1/3以内(その他) ３億円

⑤中⼩企業等における⾃家発電設備の導⼊補助⾦ １２１件 ４１件 2/3以内(中⼩企業) 5,000万円

⑥ガソリンスタンド（SS）への⾃家発電設備等の導⼊補助⾦ ７/３１公募終了、採択待ち 10/10 250万円

H29年2月末
H30年10月末

(ブラックアウト時) H31年3月末

全国 1,346 1,948 3,498
うち北海道内 236 303 463
うち札幌市内 2 6 35

支援制度を活用し、２０１８年８月下旬に
自家発電設備を設置。その翌月にブ
ラックアウトが発生したが、当該発電機
を稼働させて支障なく給油を実施。

緊急車両の燃料や信号機の自家発燃
料のほか、自家用車向けの給油も実施
し、ガソリンを求めるお客様に少しでも
早く給油できるよう、スタッフ全員が一丸
となって休みなく給油作業を継続。

※住⺠拠点SS︓
⾃家発電設備を備
え、災害時にも地
域住⺠の燃料供給
拠点となるサービス
ステーション（SS）

（平成28年度採択）
（平成29年度採択）



１．北海道胆振東部地震から⼀年、北海道の防災・減災対策を強化。
（２）事業継続⼒の強化
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 当局では、2016年度からBCP（Business Continuity Plan／事業継続計画）の普及、策定⽀援
を推進しており、2018年には全国に先駆けて関係機関による「北海道BCP推進会議」を発⾜。
北海道胆振東部地震を契機として、道内企業の防災・減災意識が⾼まっており、推進会議を活
⽤しつつ、きめ細かな⽀援を展開。

 また、近年、⼤規模な⾃然災害が全国各地で頻発しており、こうした⾃然災害は、個々の事業
者の経営だけでなく、我が国のサプライチェーン全体にも⼤きな影響を及ぼすおそれがある。

 このため、先の通常国会において、中⼩企業の防災・減災対策を推進する「中⼩企業強靱化
法」が制定されたところ（7⽉16⽇施⾏）。本法に基づき「事業継続⼒強化計画」を策定し、
⼤⾂認定を受けた中⼩企業に対して様々な⽀援策を提供。

 以上を踏まえ、当局の事業継続⼒強化の取組をご紹介する。

①北海道経済産業局のBCP⽀援の取組（P8）

②中⼩企業強靱化法における「事業継続⼒強化計画」認定制度の概要（P9）

③事業継続⼒強化計画の推進（P10）

④北海道胆振東部地震時の事業継続活動の事例（P11）



北海道胆振東部地震の発⽣
（2018.9.6）

 当局では、2016 年10⽉に「BCP策定率向上のためのアクションプラン」を策定。

 2018年4⽉には、災害対応⼒強化のプラットフォームとして、道内主要22団体で構成する「北海
道BCP推進会議」を⽴ち上げ。

 北海道胆振東部地震を契機に、推進会議構成団体をはじめ、道内において中⼩企業の防災・減災へ
の取組が加速。

①北海道経済産業局のBCP⽀援の取組

「北海道BCP推進会議」構成機関（計22団体）
商⼯会議所連合会、商⼯会連合会、中⼩企業団体中央会、中⼩企業家同友会、
機械⼯業会、商店街振興組合連合会、中⼩企業診断協会、中⼩企業総合⽀援セ
ンター、よろず⽀援拠点、さっぽろ産業振興財団、北洋銀⾏、北海道銀⾏、
信⽤⾦庫協会、信⽤組合協会、⽇本政策⾦融公庫中⼩企業事業・国⺠⽣活事業、
商⼯組合中央⾦庫、信⽤保証協会、⽕災共済協同組合、中⼩機構、北海道、
北海道経済産業局 ※オブザーバー︓⽇本損害保険協会等が参加

○ 震災後の推進会議構成団体による主な取組
 北海道経済産業局︓BCP関連の講師派遣 25件（2018.9〜2019.3）
 北海道信⽤保証協会︓「BCP策定サポート保証制度」を2018年10⽉に創設
 北洋銀⾏︓「災害復興・BCP強化ローン」を2018年10⽉から取扱開始
 北海道銀⾏︓「BCP策定コンサル」を2018年11⽉に開始、「BCPサポート融資制度」を2019年1⽉に創設
 北海道︓損保会社と連携したBCPセミナーを5都市で開催（2018.12〜2019.3）
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②中⼩企業強靱化法における「事業継続⼒強化計画」認定制度の概要

【計画認定のスキーム】

 中⼩企業が⾏う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業⼤⾂が認定。

 認定を受けた中⼩企業は、税制優遇や補助⾦の加点などの⽀援策を活⽤可能。

中⼩企業・⼩規模事業者

①計画を
策定し
申請

経済産業⼤⾂
（地⽅経済産業局⻑）

●防災・減災に取り組む中⼩企業・⼩規模事業者。

事業継続⼒強化計画の記載項⽬

認定対象事業者

②認定

連携して計画を実施する場合︓
⼤企業や経済団体等の連携者

●事業継続⼒強化に取り組む⽬的の明確化。
●ハザードマップ等を活⽤した、⾃社拠点の⾃然災害リスク認識と被害想定
策定。

●発災時の初動対応⼿順（安否確認、被害の確認・発信⼿順等）策定。
●ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策。
※⾃社にとって必要で、取り組みを始めることができる項⽬について記載。

●計画の推進体制（経営層のコミットメント）。
●訓練実施、計画の⾒直し等、取組の実効性を確保する取組。
●(連携をして取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係者の合意。

認定を受けた企業に対する⽀援策
●中⼩企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表
●認定企業にご活⽤いただけるロゴマーク
（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）

●低利融資、信⽤保証枠の拡⼤等の⾦融⽀援
●防災・減災設備に対する税制措置
●補助⾦（ものづくり補助⾦、⾃家発導⼊補助⾦等）の優先採択
●連携をいただける企業や地⽅⾃治体等からの⽀援措置

9



③「事業継続⼒強化計画」の推進
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 北海道BCP推進会議の構成機関等とのネットワークを駆使し、「事業継続⼒強化計画」の策定⽀
援及び関連予算事業を地域⼀体的に展開。

 2019年8⽉27⽇付けで、事業継続⼒強化計画北海道第1号認定（４社）を実施。

（１）計画認定制度の周知・PR
①「中⼩企業強靭化対策シンポジウム」の開催

・認定制度の周知及び中⼩企業の防災・減災への取組を促すことを⽬的に、
シンポジウムを開催。【2019年8⽉21⽇、札幌コンベンションセンター】

②事業継続⼒強化計画認定制度説明会の開催
・道内中核都市において、認定制度の説明及び計画作成⽀援のための説明会を実施。【9⽉以降開催予定】

③ワークショップの開催とハンズオン⽀援
・申請を予定している中⼩企業を対象に、計画の作成⽅法等を体験できるワークショップを開催。
【9⽉20⽇、札幌商⼯会議所】
・申請を予定している中⼩企業を対象に、計画作成⽀援のための専⾨家を無料で派遣。

（２）指導⼈材の育成
○「事業継続⼒強化計画」指導⼈材育成研修会の開催

・防災・減災の取組を進める中⼩企業に対して、助⾔・サポートを⾏う指導⼈材を育成する研修会を開催。
【8⽉29⽇、札幌第1合同庁舎】

【事業継続⼒強化計画 北海道第1号認定】2019年8⽉27⽇付けで以下の４社を認定。
(1) サンエス電気通信株式会社（釧路市） (3) 北⾒地⽅⾃動⾞整備協同組合（北⾒市）
(2) 合同会社加藤ファーム（北⾒市） (4) 有限会社宇野⾃動⾞整備⼯場（佐呂間町）
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 同社は、「給⾷事業」「パン事業」「菓⼦事業」において⽇本初のレジリエンス認証を取得。
特に給⾷事業を事業復帰の最優先事項としている。

 北海道胆振東部地震発⽣時は、丸２⽇間の停電に直⾯したものの、2017年に策定したBCPに基づき下記のよ
うな対応を⾏い、震災から４⽇⽬には「学校給⾷事業」を再開した。BCPにおいて、有事の際の優先順位を定め
ていたことで、迅速な決断・実⾏が可能となり、現場が混乱することなく短期間での操業再開につなげることができた。
 地震直後から職員への連絡を開始し、発災後約１時間以内で全役員が会社に参集。社員の安否を最優先
にした対応を⾏った。

 製造は千歳、店舗は札幌に情報を⼀元化し、各店舗・部署の被害状況を鑑みながら、業務再開のタイミング
等を⼀つ⼀つ判断した。

 電気が復旧する前から、被災状況の把握や機械類の点検、⼯場内の衛⽣・安全点検をBCPで定めた⼿順ど
おりに実施した。

 ミスインターナショナルの視察受⼊等で北海道復興PRに協⼒するとともに、厚真産ハスカップのみを使⽤したプレミア
ム商品「ハスカップジュエリー⿊の贅沢」の展開とその売上げの⼀部を寄付することを通じて、被災地復興⽀援にも
貢献。

株式会社もりもと（本社︓千歳市）
■業務内容︓和洋菓⼦、パンの製造、⼩売、給⾷事業
■創 業︓1949年10⽉
■資 本 ⾦ ︓1,000万円
■従 業 員 ︓704名

④北海道胆振東部地震時の事業継続活動の事例（１）

もりもと店舗 ハスカップ
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有限会社フライヤーズカンパニー（砂川市）
■業務内容︓調剤、在宅⽀援 等
■創 業︓2000年
■資 本 ⾦ ︓300万円
■従 業 員 ︓7名

 同社は、「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
営している。

 北海道胆振東部地震発⽣時は、市内全域が停電したものの、事業継続活動を⾏うために、停電直後から⾮常
⽤ＬＰガス発電機を稼働し、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
スを告知し、地域住⺠を受け⼊れる取組も⾏った。

 同薬局では、災害発⽣時に地域住⺠に安⼼を届けたい、守りたいという思いから、⼀時的な避難所として必要な
ＬＰガス設備を導⼊して、災害対応⼒の充実を図っていた。

 具体的には、ＬＰガス設備での災害対応⼒の充実を図るため、災害⽤ＬＰガスバルク貯槽、⾮常⽤ＬＰガス発
電機、ガスヒートポンプ（ＧＨＰ）、炊き出しステーション、ＬＥＤ投光器を導⼊。導⼊にあたっては、「平成２９
年度災害時に備えた社会的重要インフラへの⾃衛的な燃料備蓄の推進事業費補助⾦」を活⽤し、岩⾕産業エ
ネルギー北海道⽀社が施⼯した。

 地域への貢献としては、同社では、災害時における「近隣住⺠の避難受け⼊れ」、「避難所提供」について砂川市
と協定を締結している。

④北海道胆振東部地震時の事業継続活動の事例（２）

（有）フライヤーズカンパニー本社 災害⽤LPガスバルク貯槽



２．厚真町、安平町、むかわ町の被災中⼩企業⽀援の取組と活⽤事例

13

 北海道胆振東部地震では、震源に近い厚真町、安平町、むかわ町の中⼩企業者に⼤きな被害が⽣
じたことを受け、政府は激甚災害に指定。

 北海道経済産業局では、３町の被災中⼩企業者の復興に向けた取組に対し、各種⽀援を実施。

（１）施策説明会・相談会の開催
北海道ほか関係機関と連携して地震による被害を受けた事業者向けの⽀援施策説明会・相談会を各町３回開催。
当局からも職員を派遣し、35事業者・39件の相談に対応。

【厚真町】 2018年10⽉16⽇、12⽉18⽇、2019年3⽉1⽇ （参加）11事業者（相談件数）19件
【安平町】 2018年10⽉15⽇、12⽉7⽇、 2019年2⽉22⽇（参加）18事業者（相談件数）13件
【むかわ町】2018年10⽉17⽇、12⽉14⽇、2019年2⽉27⽇（参加） 6事業者（相談件数） 7件

（２）仮設店舗の設置
激甚災害に指定された３町において、早期の事業活動再開を希望する中⼩企業等が⼊居する店舗、事務所等の集合

型仮設施設を整備し、その費⽤を中⼩企業基盤整備機構が助成（助成率10/10）。
当局は、⾃治体へのヒアリング等を通じて、仮設店舗に対するニーズを収集するとともに、寒冷地型暖房を対象に

するなど地域特性に合わせた⽀援が受けられるよう、同機構と制度拡充に関する調整を実施。

【⼊居状況】
厚真町︓４事業者（雑貨輸出業、飲⾷業、マッサージ業（２者））
安平町︓３事業者（新聞販売業、司法書⼠、菓⼦販売業製造）
むかわ町︓３事業者（家具⼩売業、電器器具⼩売業、新聞・たいやき販売業）

【⼊居事業者の声】たい焼き店いっぷく堂（むかわ町）
地震により⾃宅兼店舗が全壊したため、営業を休⽌していたが、

本年4⽉10⽇から仮設店舗で営業を再開。「恐⻯たいやき」を求め
全国から多数のお客が来店し、震災前より売上が向上。

むかわ町の仮設店舗恐⻯たいやき
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（３）⼩規模事業者持続化補助⾦（北海道胆振東部地震対策型）
北海道胆振東部地震の影響を受けた⼩規模事業者の事業再建等を⽀援するため、⼩規模事業者が商⼯会・商⼯会議所の

⽀援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む事業経費の⼀部を補助。
本補助⾦によって、171件（厚真町 91件、安平町 57件、むかわ町 23件）の事業再建等を⽀援。

（※）全道では７０３件を⽀援

【厚真町】
事 業 者︓Shijima Yoga Studio & Cafe
事業概要︓地震によって店舗が半壊、⼟砂崩れや道路⼨断の影響で店舗を閉鎖せざるをえなく

なったところ、補助⾦によって移動販売⾞を購⼊。店舗閉鎖中もイベントや商業施設
などで軽⾷の移動販売が可能となったことで、売上の確保や知名度の向上を図ること
ができた。今後も、出張でヨガ教室を⾏うことと合わせて、イベントや商業施設など
に出店するなど、積極的な事業展開を図る予定。

＜制度概要＞
対象者︓北海道に所在する、北海道胆振東部地震の影響を受けた⼩規模事業者
補助率︓補助対象経費の3分の2以内
補助上限額︓①厚真町、安平町、むかわ町の事業者 100万円

②上記３町以外の北海道内の事業者 原則50万円

▲Shijima Yoga Studio & Café
（厚真町）で導⼊した移動販売⾞

▲株式会社末平商店（安平町）の
倒壊した⽯倉倉庫

【安平町】
事 業 者︓株式会社末平商店
事業概要︓地震によって商⽤⾞や店舗ガラスの全壊、停電による冷凍・冷蔵商品の廃棄などの被

害があったほか、⽯倉倉庫が倒壊。補助⾦の活⽤で⽯倉倉庫の解体・撤去を⾏い、そ
の跡地を駐⾞場やイベントスペースとしての有効活⽤することができた。
今後も、特産品やイベント情報などをSNSを通じて発信することを通じて、町外の需
要や新規顧客ニーズの取組を図る予定。

【むかわ町】
事 業 者︓三好写真店
事業概要︓地震によって業務⽤パソコンやプリント機器などが故障し、事業に⽀障が⽣じていた

ところ、補助⾦によって新たなパソコン等を購⼊。⾼性能機器の導⼊で、納品速度の
向上と⾼品質プリントの提供を図ることができた。
今後は、マグカップやバッグ等に写真をプリントするなど新たなサービスを提供する
ことを通じて、売上増加を期待。 ▲三好写真店（むかわ町）


