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（別紙） 

企業・団体による復旧支援活動の概要 
 

○ 新潟県から経済産業省に要望があったブルーシート及び扇風機については､関係業

界の協力を得て､それぞれ約８，７００枚、３８０台を無償で提供することとし、７月２０

日から被災地に向けて順次出発。 

○ コンビニエンスストア、スーパー、石油会社、ＬＰ業界団体等において、おにぎり・パ

ン・弁当等の支援物資を現地へ輸送。その他多数の企業が義援金等を提供。 
 

企業・団体名 復旧支援内容 

萩原工業㈱ ブルーシートに係る新潟県の提供要望を受け、  ５１７枚を提供。 

ダイヤテックス㈱ ブルーシートに係る新潟県の提供要望を受け、１，２１７枚を提供。 

森下化学工業㈱ ブルーシートに係る新潟県の提供要望を受け、１，００８枚を提供。 

藤森工業㈱ ブルーシートに係る新潟県の提供要望を受け、  ９７５枚を提供。 

㈱カインズ ブルーシートに係る新潟県の提供要望を受け、３，０００枚を提供。 

水（２Ｌペットボトル）1,800 本を送付。 

トステムビバ㈱ ブルーシートに係る新潟県の提供要望を受け、２，０００枚を提供。 

松下電器産業㈱ 家庭用扇風機に係る新潟県の提供要望を受け、100 台を提供。総額 4,000 万円（プラズマ

テレビ２０台など物資提供を含む）の支援を行うことを決定。 

三菱電機㈱ 家庭用扇風機に係る新潟県の提供要望を受け、100 台を提供。家庭用扇風機追加 200 台を

含め総額 1,000 万円(物資提供を含む)の支援を行うことを決定。 

三洋電機㈱ 家庭用扇風機に係る新潟県の提供要望を受け、100 台を提供。 

㈱東芝 家庭用扇風機に係る新潟県の提供要望を受け、80 台を提供。家庭用扇風機追加 200 台を含

め総額 5,000 万円（物資提供を含む）の支援を行うことを決定。 

㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 水 500ｍｌペットボトル 18,400 本、おにぎり 20,000 個、カップラーメン 1,000 ケースを

送付。 

ローソン㈱ おにぎり 15,000 個、水 500ｍｌペットボトル 4,800 本、カップラーメン 4,000 個、

菓子パン 2,000 個、箸 4,000 膳、ビニール袋 4,000 枚を送付。 

㈱ファミリーマート おにぎり 11,000 個、水 500ｍｌペットボトル 17,500 本、パン 2,000 個を送付。 

㈱ｻｰｸﾙ K・ｻﾝｸｽ おにぎり 5,000 個、水 2リットルペットボトル 12,288 本、清涼飲料水 3,000 本、カップ

ラーメン 4,800 個、カップ味噌汁 2,550 個、箸 5,000 膳、菓子パン 10,000 個を送付。 

㈱西友 水500ｍｌペットボトル1,000ケース24,000本、ウェットティッシュ各種178ケース7,092

個を送付。 

イオン㈱ 水（2 リットル）とお茶（500ｍｌ入り）のペットボトル各 18,000 本、おにぎり 41,500

個、弁当 7,300 個、パン 35,000 個、いなり寿司 1,000 パック、ウェットティッシュ 7,000

個、毛布 3,000 枚、ブルーシート 970 枚を送付。また、柏崎市に給水車一台を送る。 

日本ﾁｪｰﾝｽﾄｱ協会 水 500ｍｌペットボトル 20,000 本を送付。 

原信ﾅﾙｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 水 2,400 本、パン、牛乳 6,000 人分提供。また、炊き出し食材などを供給中。 

㈱モスフードサービス スープ 1,500 食分提供。 

㈱壱番屋 カレー1,000 個提供。 

㈱デイリーヤマザキ パンを提供。 

石油資源開発㈱ 飲料水（ペットボトル3,892本）、食料（カロリーメイト15,000個）、及び携帯トイレ（65,000

枚）について総額約1,000万円の支援物資を手配し現地へ送付。義援金2,000万円を提供。

帝国石油㈱ 飲料水（ペットボトル 5,200 本）、食料、ブルーシート（7,000 枚）、カセットコンロ（31

台）、簡易トイレ（6,500 個）等の支援物資を手配し現地へ送付。 
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柏崎市内社有地(5,700m2)を仮設住宅建設用地として提供、また、同市内の社員寮の浴室

を地元町内に開放。義援金 3,000 万円を提供。 

太陽石油㈱ 義援金 100 万円を提供。 

三井石油 義援金 100 万円を提供。 

コスモ石油㈱ 新潟県災害対策本部に救援物資（カセットコンロ、ボンベ、飲料水、毛布、カップラーメ

ン）約 320 万円相当を震災発生後より順次送付。また、震度 6以上の社有ガソリンスタン

ドの安全検査を実施。 

新日本石油㈱・ 

新日本石油精製㈱ 

救援物資セット（ペットボトル7,000個、カップラーメン6,000個、カセットコンロ300個

など）を送付。被災地のガソリンスタンド88か所を通じて被災者へ送付。 

㈱ジャパンエナジー カセットコンロ 100 個、カセットボンベ 330 個、ペットボトル 600 個、20L ポリ缶 400 個

を被災地へ送付。義援金 1,100 万円を被災地に提供。 

昭和シェル石油㈱ 水、食料、毛布その他を送付。義援金1,000万円を提供。 

出光興産㈱ 義援金 500 万円を提供。 

新日本石油㈱ 義援金 2,000 万円を提供。 

全国 LP ガス卸売協会・

日本 LP ガス連合会 

18 ヶ所の避難所等に対し、ガス炊飯器 8 台、ガスコンロ 22 台、ガスボンベ 30 本、お風

呂 3セットを設置。 

岩谷産業㈱ カセットコンロ 1,000 台、カセットボンベ 10,000 本を柏崎市役所災害対策本部へ送付。

(社)日本ガス協会 総勢約 2,100 名の応援隊を派遣。移動式ガス発生設備を設置（20 台程度。うち 9台稼働中）、

カセットコンロ 4,300 台及びカセットボンベ 14,200 本を柏崎市に搬入。 

東北電力㈱ 災害見舞金 3,000 万円提供。避難所への扇風機 760 台の設置、懐中電灯 2,100 個、テー

ブルタップ 595 個、危険ごみ用麻袋・米袋 30,800 枚等を提供。柏崎市、刈羽村の 11 箇

所の福祉型集会所等にユニットバスやエコキュート、ＩＨクッキングヒーター等を設置。

東京電力㈱ 東北電力に対し、応援復旧作業要員 193 名を派遣。住民の片づけ支援などについて社員を

延べ 750 名程度派遣。給水車を１台派遣し、生活用水の運搬を実施。新潟県、柏崎市及び

刈羽村に合わせて義援金 7,000 万円を提供。簡易トイレ 200 台・ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 2600 枚を提供。

北陸電力㈱ 東北電力に対し、応援復旧作業要員 122 名、応援復旧作業車輌 63 台派遣。 

中部電力㈱ 東北電力に対し、応援復旧作業要員 90 名を派遣。 

中国電力㈱ 新潟県に対して義援金を 300 万円提供。（8月 10 日実施予定） 

キヤノン㈱ 義援金 2,500 万円を提供。 

理想科学工業㈱ 義援金 100 万円を提供。 

富士ゼロックス㈱ 義援金 2,000 万円を提供。 

富士通㈱ 義援金 200 万円を提供。水（500ｍｌペットボトル）3,600 本、アルファ米 3箱を提供。

シャープ㈱ 液晶テレビ 20 台を提供。 

㈱日立製作所 総額 4,000 万円(物資提供を含む)の支援を行うことを決定。 

㈱神戸製鋼 義援金 1,000 万円を提供。（他、コベルコ建機等グループ会社から 1,000 万円） 

住友金属㈱ 義援金 1,000 万円を提供。 

愛知県陶器瓦工業組合 ブルーシート 200 枚を提供。 

大建工業㈱ 床・間仕切り用避難所ボード 1,000 枚を提供。 

トヨタ自動車㈱ 車両 8台貸出。義援金 2,000 万円を提供。 

本田技研工業㈱ 車両貸出。発電機、ポンプ等の提供申し入れ。義援金 500 万円を提供。 

日産自動車㈱ レンタカー無償貸与。タオル 1,000 枚を送付。義援金 300 万円を提供。 

マツダ㈱ 義援金 200 万円を提供。 

三菱自動車工業㈱ 飲料水 9,000Ｌの提供申し入れ。義援金 300 万円を提供。 

スズキ㈱ 義援金 500 万円を提供。飲料水等を提供。 

富士重工業㈱ 義援金 500 万円を提供。 

ヤマハ発動機㈱ 飲料水 4,000 本、非常食 8,000 食、簡易トイレ 48 台、スクーター10 台等を送付。義援金

640 万円を提供。 
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三菱化学㈱ ブルーシート 300 枚を提供。 

(社)日本化学工業協会 会員企業・団体に対し、ブルーシートの調達及び原料のブルーシート向け優先供給を要請

（これに呼応し、三井化学㈱（グループ会社含む）は、原料の優先供給を指示。また、新

日鐵化学㈱、信越化学工業㈱、三協化成㈱、ダイスタージャパン㈱、長瀬産業㈱からは、

ブルーシート、塩ビシートの提供の申し出有り。） 

三井化学㈱ ウレタンマットレス 500 枚、食品包装用ラップフィルム 150 本、ウレタンシート２ロール

を送付。 

信越化学工業（株）（グ

ループ会社含む） 

上越市に義援金を寄付。 

王子製紙㈱ 救援物資（ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、紙おむつ（赤

ちゃん用、大人用）、おしりふき 、簡易トイレ、ミネラルウォーター）を送付。また、義

援金 1,000 万円を提供。 

日本製紙グループ 救援物資（ウェットティッシュ 2,400 本、組み立て式簡易トイレ 500 枚、からだふき用

ウェットタオル 600 パック）を送付。また、義援金 500 万円を提供。 

大王製紙㈱ 救援物資（大人用紙おむつ 4,040 枚、生理用品 42,000 枚、ベビー用紙おむつ 14,560 枚、

ウェットティッシュ 360 個）を送付。 

北越製紙㈱ パーテーション 10 組を送付。 

ショウワノート㈱ 水、食料を送付。 

コクヨ㈱ 水、食料を送付。 

㈱小松製作所 避難所用プレハブハウスの提供。また、義援金 2,000 万円を提供。 

ＩＨＩ㈱ 生活物資を送付。義援金 200 万円を提供。 

ダイキン工業㈱ 業務用エアコン 50 台を提供。 

トプコン㈱ 飲料水 6トンを提供。 

三菱重工業㈱ 義援金 1,000 万円を提供。 

㈱ニコン 義援金 300 万円を提供。 

横河電機㈱ 義援金 500 万円を提供。 

㈱日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 義援金 300 万円を提供。 

キャノングループ 義援金 2,500 万円を提供。 

㈱アマダ ｢飲料水１ダース（12 本）｣と｢携帯ガスコンロ｣を配布。また、復旧に対する部品代やオ

イル代を通常価格の 30％引きにて対応。テクノワシノは技術料無料のみで実施。 

ﾄｯｷ.ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ㈱ 被災地の顧客に対し、作業者を 3名 2日派遣し、地震で移動した工作機械の復旧に協力。

東芝機械㈱ 被害地の顧客に対するサービス業務に当って費用の減額処置の実施。 

㈱佐文工業所 水（２リットル）ペットボトル 300 本、カップラーメン 150 食を被災地に持参。 

㈱ウッドワン 救援物資（カセットコンロ 50 個、カセットボンベ 105 本、懐中電灯 24 個、ブルーシー

ト 60 枚、アルカリ乾電池単３ 24 本、アルカリ乾電池単１ 15 本、除菌ウエットタオル

3個、紙カップ 200 個、割り箸 200 膳、カップラーメン 300 個、飲料水 1.5L 432 本、飲

料水 2.0L 456 本、ウーロン茶 2.0L 24 本、栄養ドリンク 50 本、レインコート 6 枚、

非常食 432 個、サバイバルパン 216 個）を送付。 

横浜ゴム㈱ 義援金 500 万円を提供。 

㈱安川電機 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾌｧｸﾄﾘｰｿﾘｭｰｼ

ｮﾝ㈱ 

㈱ＳＭＣ 

オリンパス㈱ 

ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 

セイコーエプソン㈱ 

㈱ニコン 

ブラザー工業㈱ 

被災地域の顧客に対する優先的対応、修理料金の割引等を実施。 

 

 

 

 

 

セイコーエプソン（株）・義援金 500 万円を提供。 

日本化学繊維協会 義援金 200 万円を提供。 
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（平成１９年７月３１日現在 経済産業省まとめ） 


