


　この度の東北地方太平洋沖地震により、被災された皆様に謹んでお見
舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り
申し上げます。

　現在、経済産業省では、今回の地震の対応に尽力しているところで
す。近畿経済産業局におきましても、この度の地震の影響に係る中小企
業者のための特別相談窓口を設置する等、地震の影響を受けられた中小
企業の方々のご相談などの対応に努めております。

　東北地方太平洋沖地震に関係する情報につきましては、以下のリンク
よりご覧ください。

近畿経済産業局

・経済産業省の東北地方太平洋沖地震への対応
（ガソリン、生活物資、原子力施設、電力供給、中小企業）　[経済産業省サイト]
・大臣談話・声明（東北地方太平洋沖地震関連）　[経済産業省サイト]
・輸出入手続の特例措置について・関税割当について　[経済産業省サイト]
・生活関連物資等の供給の確保及び価格の安定について　[消費者庁サイト]
・東北地方太平洋沖地震への対応　[首相官邸サイト]
●「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る中小企業者のための特別相談窓口」の
   設置について（本誌トピックスに掲載）
● 東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策（本誌トピックスに掲載）
・「中小企業電話相談ナビダイアル」の継続実施について　[経済産業省サイト] 

東北地方太平洋沖地震　関連情報

東北地方太平洋沖地震災害
からの復興に向けて
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http://www.meti.go.jp/earthquake/index.html
http://www.meti.go.jp/speeches/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/tokurei-soti.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/kanwari/index.htm
http://www.caa.go.jp/jisin/bukka.html
http://www.kantei.go.jp/
http://mir-www2.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/110314soudan_earthquake.htm
http://mir-www2.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/110314soudan_earthquake.htm
http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/soudan/110322touhokutaiheiyouokijishin.htm
http://www.meti.go.jp/press/20110329002/20110329002.html


　中小企業の新規戦略を考えるべくスタートした
「がんばれ！！ものづくり日本」緊急提言シンポジ
ウム（同実行委員会：独立行政法人中小企業基盤整
備機構近畿支部、産経新聞社、フジサンケイビジネ
スアイ、近畿経済産業局）は、今回で３回目を迎え、
初めて大阪市内で開催されました。
　３月１日、約４００名の参加者を前に、「連携」
と「グローバル戦略」をテーマとした基調講演、特別講演、２つのパネルディ
スカッションが行われ、活発な議論がなされました。その概要を簡単にご紹
介させていただきます。

担当課室：ものづくり産業支援室
　　　　　広報・情報システム室（執筆担当）

緊急提言シンポジウム　in　大阪
第３回 がんばれ！！ものづくり日本

日      時：平成２３年３月１日（火）１３：００～１７：２０
場      所：ホテルエルセラーン大阪　エルセラーンホール

■プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
開会挨拶：近畿経済産業局長　永塚誠一
               産経新聞社　専務取締役　大阪代表　熊坂隆光
基調講演：三菱商事株式会社　理事　関西支社副支社長　小椋和平　
　　　　　テーマ「国際企業連携による海外ビジネス展開」
特別講演：株式会社商工組合中央金庫　代表取締役副社長　杉山秀二
　　　　　テーマ「自立する中小企業へ」
第１部パネルディスカッション：テーマ「関西を元気にする！産産連携」
パネリスト：スペクトロニクス株式会社　代表取締役社長　岡田穣治
　　　　　　京都信用金庫　連携支援部連携支援課・絆づくり支援課長　八木盛泰
　　　　　　株式会社大阪証券取引所　コーポレートサービス部長　岡野豊
　　　　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿支部
　　　　　　　　　　　　　　　　経営支援部経営支援課長　中島康明
コーディネーター：産経新聞大阪本社　総合企画室　理事　村田貞博　
第２部パネルディスカッション：テーマ「グローバルな視点で活路を開く」
パネリスト：大和化学工業株式会社　代表取締役　土井潤一　
　　　　　　ゼネラルプロダクション株式会社　代表取締役社長　石崎義公
　　　　　　株式会社商工組合中央金庫　国際部長　小野口勇雄
　　　　　　独立行政法人日本貿易振興機構　大阪本部長　土屋敬三
コーディネーター：産経新聞大阪本社　編集局経済部長　佐藤泰博
閉会挨拶：独立行政法人中小企業基盤整備機構　近畿支部長　神原忠之
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　プログラムの最初に、三菱商事関西支社の小椋副支社長より「国際企業連携
による海外ビジネス展開」をテーマに、中国をはじめとするアジアの新興国が

台頭し、グローバルな価格競争が激化する世界経
済において、日本の中小企業の海外市場へのビジ
ネス展開について、基調講演がありました。
　小椋副支社長は、市場での競争力を高めるた
めには、ＴＰＰ(環太平洋戦略的経済連携協定)な
どの国境を越えた国際連携が必要となっている
こと。また、日本経済が成熟化し、生産人口の

減少などで大きな成長を望めない中、日本の中小企業は外部のリソースを上
手く活用し、中国などアジアの成長も取り込む必要があると述べられていま
す。さらに、中小企業の海外展開には販路確保やリスク低減など多種多様の
課題があること、その対応策の一つとして、海外有力企業とのパートナー戦
略があり、近年、ますます拡大し成果もあげている台湾企業の中国進出を例
に挙げて、日台協業についての提言がありました。
　提言の背景には、昨年、台湾・中国間で両岸経済協力枠組協議（ＥＣＦＡ）
が調印されたことから、中国における台湾企業の競争力が、今後、関税低減
などにより、ますます高まることが予想される。台湾に進出した日系企業も
現地の条件を満たせば、ＥＣＦＡの適応対象となり、台湾を中国進出の拠点
として活用できるというものです。
　そして、中小企業の海外展開の際には
　第一に、海外展開の目的や運営方針等を含む経営戦略の明確化
　第二に、自社の持つ強み・弱みの分析と整理
　第三に、自社の持つ技術力や付加価値の差別化と向上
　第四に、優良パートナーを選ぶ目利き機能の強化
　　　　　（総合商社や日系金融機関の活用等も含めて）
　第五に、優良パートナーとして選ばれる努力
の５点が必要な要件であるとも挙げられました。
　最後に、関西の活性化に向けて、官民一体となって海外資本と国際人材の
積極的な誘致を進めるとともに、日本に基本技術と本社機能を残すためには
海外進出企業の支援組織作りを行うことが重要だとの考えが示されました。

特集

基調講演
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　続いて、商工組合中央金庫の杉山副社長より「自立する中小企業へ」を
テーマに、現在の日本経済の状況や今後、中小企業がどのような経営戦略を
取っていくべきかについて、特別講演がありました。
　杉山副社長からは、構造不況業種といわれている福井県鯖江市の眼鏡フ
レーム製造業の中で、溶接の難しいチタンフレームで外国企業と堂々と渡り
合い、成果をあげている企業の取り組みが紹介され、業種間格差問題がよく
いわれるが、同じ業種でもどのような製品を差別化していくかが、企業に
とって重要な戦略であることが示されました。
　また、不況でも実績をあげている企業の共通点が、一つは「人より早くや
る」、二つには「人のやらないことをやる」、三つには「自分のビジネスの
コンセプトを持っている」ことにあるとも述べられました。
　さらに、経営戦略として、市場の１０年先の変化を読む必要があること。
過去の成功体験があっても同じ手法でやっておれば、「成功が失敗のもと」
になってしまうこと。「前例だから」、「人が勧めたから」、「景気が悪い
から」という考えでやっているとその企業は伸びていかない。製品の差別化
や付加価値を高めていく戦略を持つためには、企業は自分で考える人を作る
べきだと人材育成の重要性についても示されました。

特別講演
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　産経新聞大阪本社の村田理事をコー
ディネーターとして、「関西を元気にす
る！産産連携」をテーマに、優れた技術
力があるものの、激変するマーケットへ
の対応力やＰＲ力が不足している中小企
業が多い中、平成２２年度から始まった
産産連携を支援する「チームＫＡＮＳＡ
Ｉプロジェクト」について、各パネリス
トからそれぞれの取り組みが紹介されました。

　最初に、中小企業基盤整備機構近畿支部の中島経営支援課長より、「チーム
ＫＡＮＳＡＩプロジェクト」は、中小機構を含め官民一体で中小企業の新しい
ものづくりを支援する仕組みであること。京都信用金庫などの信用金庫網を活
用した「信金ＰＬＵＳ＋」、大阪証券取引所を中心とした「平成社中北浜」、
中小企業と大手企業が連携する「ｎ×Ｎコンソーシアム」の３つの事業で中小
企業サポートを行うもので、既にビジネスマッチングの成果が表れているとの
説明がありました。

　次に、京都信用金庫連携支援部の八木課長より、４つの信用金庫で始まっ
た「信金ＰＬＵＳ＋」事業が、これまで大手メーカーから示された約２００
の次世代の技術開発課題に対して対応できる信金の取引先中小企業のシーズ
を発掘、マッチングを行った結果、中小企業数社が共同開発に着手する等の
成果をあげているとの紹介がありました。

　続いて、大阪証券取引所コーポレートサービス部の岡野部長より、大阪証
券取引所が選定した上場企業と、中小機構と大阪中小企業投資育成株式会社
の支援先とのマッチングを進めるために、三者協力の下、『平成社中北浜』
を立ち上げ、既に上場企業と新製品開発に乗り出した中小企業が数社あると
の報告がありました。

　最後に、レーザー機器を製造し、「ｎ×Ｎコンソーシアム」にも参加してい
るスペクトロニクスの岡田社長より、グローバル競争が激化しているマーケッ
ト環境では、海外メーカーを上回る、新製品をいかに安く、スピーディーにつ

第１部パネルディスカッション
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くるかが課題となっていること。このような中で、相互の技術を交換しあい、
新しい事業にチャレンジできる同コンソーシアムの仕組みはありがたいとの
発言がありました。同社は実際に、同コンソーシアムを活用してあるメー
カーと次世代のレーザーシステム開発に着手しています。

　世界に先駆けて出てきた産産連携「チームＫＡＮＳＡＩプロジェクト」
は、市場のスピードに対応し、開発技術を早く市場に出せる利点があり、中
小企業の経営のパワーアップに必要なものといえます。

＜チーム関西＞
＜チーム関西ＵＲＬ：http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/054143.html＞

http://www.kansai.meti.go.jp//E_Kansai/pages/201104/teamkansaiproject.pdf
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　産経新聞大阪本社の佐藤経済部長をコーディネーターとして、「グローバ
ルな視点で活路を開く」をテーマに、海外展開を進める企業と支援する機関
のそれぞれの視点から各パネリストより取り組みの発表がありました。

　最初に、日本貿易振興機構（ジェト
ロ）大阪本部の土屋本部長より、ジェ
トロには現在、世界５５カ国に７２事
務所、国内に３６事務所という幅広い
ネットワークがある。大阪本部の主な
活動として「中小企業の海外市場開
拓」、「海外のビジネス情報の提
供」、「対日投資の促進」、「国際企

業連携」を行っている。その中で日本の環境技術はニーズが高く、売り込み
にはコンソーシアムを整備し、一貫したシステムで受注を取る働きかけが重
要だとの発言がありました。

（産経新聞　３／２８付け特集記事より）

　次に、特殊な装置で水の再利用を行う環境ビジネスを展開している大和化
学工業の土井社長より、海外展開のきっかけが近畿経済産業局の関西・アジ
ア　環境・省エネビジネス交流推進フォーラムの海外ミッションに参加した
ことであり、現在では中国やタイにも進出していること。そして、日本では
海外に比べて国家戦略的な視点が劣っているのではとの指摘がありました。
今後、環境ビジネスでは中国とも連携したスピード感のある戦略をもって、
世界市場を目指すべきとの考えが示されました。

　続いて、ゼネラルプロダクションの石崎社長（油圧機器メーカーの株式会
社タカコ会長）より、日本では技術力を持つ中小企業が集積しているのにも
かかわらず、それぞれが単工程であるがゆえに、世界から取り残されてい
る。この現状を何とかしようと、昨年、同社を立ち上げ、こうした企業の工
程を束ねて受注し、一つの完成品にして世界に展開。今後、「メード・イ
ン・ジャパン」の火を消さないために積極的に取り組んでいきたいとの決意
が語られました。

第２部パネルディスカッション
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 　最後に、商工組合中央金庫国際部の小野口部長より、同金庫は海外に３拠
点のネットワークを有し、中小企業専門の全国ネットの金融機関。融資や預
金、外国為替業務なども行うなど、公的金融機関としては唯一、フルバンキ
ング機能を持っている機関であることが紹介されました。
　また、ジェトロとの業務協力により、今年の２月には、国内外の支店に
「中小企業海外展開サポートデスク」を設置。ジェトロの海外ネットワーク
情報と同金庫の金融サービスが連携した中小企業の海外展開支援を強化して
いく取り組みが説明されました。国内市場が成熟している中で、多種多様な
中小企業の取るべき経営戦略の一つとして、アジアを中心とする新興国の成
長を中小企業自身が取り込むことも選択肢となること、そして、これらの中
小企業に対する様々な支援策を強化していくことが示されました。

 本シンポジウムにご協力・ご出席いただいた方々に主催者側を代表いたしま
してこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
 また、東北地方太平洋沖地震で甚大な被害を被った企業に対しまして、心よ
りお見舞い申し上げます。ここ関西でも資材、原材料が入手しづらくなるな
ど、ものづくりの面でも被害は計りしれません。我が国産業が一刻も早く立
ち直り、今後の日本のものづくりが、さらに発展するために、今回のシンポ
ジウムで出された提言も踏まえつつ、関係機関等と協力しながら前に進んで
行きたいと思っています。

■関係企業、機関のリンク先
三菱商事株式会社    http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/index.html
スペクトロニクス株式会社    http://www.spectronix.co.jp/
大和化学工業株式会社    http://www.daiwakagaku.com/
ゼネラルプロダクション株式会社     http://www.generalproduction.jp/
株式会社商工組合中央金庫    http://www.shokochukin.co.jp/
京都信用金庫    http://www.kyoto-shinkin.co.jp/
株式会社大阪証券取引所    http://www.ose.or.jp/
独立行政法人日本貿易振興機構    http://www.jetro.go.jp/indexj.html
独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿支部    http://www.smrj.go.jp/kinki/

＜ご参考＞
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スキャナカメラが開く無限の可能性
～今と昔、人と人とをつなぐデジタル画像の力～

コンテンツ株式会社　代表取締役　小野　博さん

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを設け

ました。今回はコンテンツ株式会社、白浜町をご紹介します。

担当課室：コンテンツ産業支援室

　コンテンツ産業支援室では、「ク
リエイティブ・インダストリー・
ショーケース in 関西（CrIS 関西）」

（ht t p : / /www . y o u t u b e . c om
/watch?v=ukPY51Wn5L0）の
取り組みにより、コンテンツ企業
のビジネス展開を支援しています。
　今回は、このＣｒＩＳ関西の中
核イベントで、西日本最大のコン
テンツ・ビジネス展示商談会「大
阪創造取引所」（http://www.yo
u t u b e . c om /w a t c h ? v= 7 7 S 4
kWAXkKM）において実施した
大阪創造取引所アワードにおいて、クリエイティブ・ビジネス賞を受賞した
コンテンツ株式会社を御紹介します。

　コンテンツ株式会社は、岡山県岡山市に本社を置く、デジタル画像の保存・
制作を行う会社です。その他、同社では、ハイビジョン・４K 以上の動画制作、
超高精細画像閲覧専用ビューア「Contents View」を用いて地図・絵図等の文
化財をコンピュータ上で閲覧するデジタルコンテンツの制作、地図・絵図等
の文化財のデジタルレプリカ制作などの事業も行っています。
　平成１０年に起業した同社は、IT を駆使した高い技術力が評価され、翌平
成１１年には、社団法人中国地域ニュービジネス協議会会長賞を受賞した、
まさに「ベンチャー」の先駆けともいえる企業です。

　同社が主力とするデジタル画像は、図書館・文書館・美術館・資料館が取
扱う貴重な文化財のデジタル化をはじめ、空撮写真や風景写真等幅広いジャ
ンルに渡っています。これらの画像の撮影には、高性能スキャナカメラ

「Contens Maker」が活躍しており、これにより保存・制作された画像は単な
るフィルム撮影と違い、高精度の画像拡大や縮小を実現しています。
　また、優れた画質を誇るだけでなく、保存状態の悪さなどから、色を失っ
た絵画などの文化財に対して、赤外線の波長を通じて原子レベルで色の識別
を行い、復元させる取組にもデジタル化の技術が大いに活躍しています。
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<企業・地域の取り組み紹介のコーナー>

小野博氏写真

http://www.youtube.com/watch?v=ukPY51Wn5L0
http://www.youtube.com/watch?v=ukPY51Wn5L0
http://www.youtube.com/watch?v=ukPY51Wn5L0
http://www.youtube.com/watch?v=77S4kWAXkKM
http://www.youtube.com/watch?v=77S4kWAXkKM
http://www.youtube.com/watch?v=77S4kWAXkKM


会 社 名：コンテンツ株式会社
U   R   L：http://www.contents- jp .com/
本　　社：岡山県岡山市北区上中野２－２７－２
電話番号：０８６－２４６－０７８７
大阪事業所：大阪府大阪市中央区本町１－５－７　西村ビル３階

　また、コンテンツ株式会社では、さらなる事業展開を図っています。
　例えば、これまで同社では、江戸時代の町内図の保存に取り組んできました。

「この古地図を何かに応用できないか」と代表取締役の小野さんは考え、現代
の空撮地図と重ね合わせることを思いつきました。そして、古地図の上を歩
くような感覚で、現代の道をたどっていくアプリケーションを開発しました。
これは、社会科の教材としての利用価値が高く、すでに多くの学校から引き
合いを受けているものです。
　地図情報については、その他に携帯端末で使えるようなハザードマップな
どがあり、これ以外では、公共の場などで利用できるデジタルサイネージ素
材などにも、同社の優れた画像制作技術を応用しようと取り組んでいます。

　「デジタル画像のすばらしさは、周囲の人たちに理解されてはじめて、裾野
が広がっていきます。絵画や地図等の文化財の画像収録は公共の研究機関か
らの依頼が大部分で、必ずしも利益になるものばかりではありません。しかし、
これをやり続けることで、いろいろな人とのつながりや信頼関係が生まれ、
理解を得て新しいビジネスにつながっていくのです。」
　このように語る小野さんの真摯な思いと取組は、多くの文化財を所有する
正倉院や「シーボルト国絵図」を所有するオランダのライデン大学等、国内
外の機関から高い評価を受けています。

　今後、大阪事務所を拠点に、多くの貴重な文化財を有する近畿地域でも事
業活動を展開していくというコンテンツ株式会社。同社の優れたデジタル画
像技術で収録、保存された画像、映像を我々が目にする機会も、これからま
すます多くなることでしょう。

高精細スキャナカメラ
「Contents Maker」

デジタル画像撮影風景 スキャナカメラで撮影された
高精細画像
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幻の味「紀州本九絵」をご堪能！
～クエの養殖成功をきっかけにした「クエ」のブランド化～

白浜町

<企業・地域の取り組み紹介のコーナー>

担当課室：資源エネルギー環境部 電力事業課

　　電源立地の円滑な推進、電気の安定供給にとって、発電施設と電源地域
との共生、電源地域の長期的・自立的な発展が重要です。しかし、少子高齢化、
若年層の流出、観光入込客の減少等、電源地域を取り巻く環境は大変厳しく、
地域活性化が電源地域の共通の課題となっています。　　
　こうした中、厳しい財政状況にあって、行政と民間が一体となって、地域資
源を活用した商品開発やブランド化、定住促進、観光客誘引等地域活性化に向
けた特色ある取り組みにより地域振興に成果をあげている事例があります。
　第１回目は白浜町の「クエ」のブランド化に向けた取り組みを紹介します。
　より詳細なレポートは以下のＨＰをご参照下さい。
　http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html

【ブランド化のきっかけ】　
　白浜町は、和歌山県の南部に位置する人口約２万５千人の町です。古い歴
史のある温泉地として知られ、円月島、白良浜、三段壁などの景勝地や観光
施設も多く観光が町の基幹産業となっています。しかし、「白浜を代表する味」、
日本海のカニや下関のふぐに匹敵するものがありませんでした。そのため、
関係者には「クエ」を白浜町の食のブランドにしたいとの想いが１０年程前
からありましたが、「幻の魚」といわれる程漁獲量は少なく、地元の料理店で
も入手は困難な状況でした。そうした中、古くから魚の養殖に取り組んでい
た近畿大学水産研究所が昭和６３年にクエの人工ふ化に成功、クエの量産化
や食味の研究など試行錯誤を重ねて、平成１９年にクエの安定供給に成功し
ました。
　このような状況のもと、平成１９年の秋から、白浜観光協会、白浜温泉旅
館協同組合、白浜町商工会が中心となって、「幻の魚がクエる」というキャッ
チフレーズで全国に「紀州本九絵」としてクエのブランド化に取り組むこと
になりました。

【ブランド化に向けた取り組み】
　各団体では、平成１９年秋頃からクエのブランド化に向けてポスターやチ
ラシによるＰＲ活動を展開してきましたが、平成２０年に白浜観光協会が「和
歌山県やる気観光地魅力アップ協同事業」を活用して「紀州クエブランド定
着宣伝事業」を 3 カ年事業で始めました。同事業では、紀州クエのオリジナ
ルイラスト（くえ太郎）やオリジナル商品の制作、ポスター等のＪＲ主要駅
への駅貼り、高速道路の主要ＳＡへのパンフレットケースの設置などの普及
活動を展開していきました。また、白浜町商工会では、平成２０年度に中小
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企業庁の「地域資源∞全国展開プロジェクト」の採択を受け、「白浜名物料理
日本一への挑戦」をテーマに取り組むこととなりました。紀州のクエを全国
にアピールするために、「クエ創作料理コンテスト」や「クエ・キャラクター
コンテスト」の開催などに取り組むとともに、東京ビックサイトで開催され
た「第６７回東京インターナショナル・ギフトショー春２００９」に出展・
試食提供を行うなど全国的なＰＲに努めてきました。

【これまでの成果と今後の課題】
　クエのブランド化については、当初、クエを料理として提供することのな
かった宿泊施設があったこと、また養殖ということで二の足を踏む所もあり、
必ずしも足並みが揃っていたわけではありませんでした。しかし、マスコミ
等の取材でテレビ、雑誌などで紹介される回数が増え、天然に近いという味
が評判となり、観光客の「食べてみたい」というニーズが高まったこと、また、
供給されるクエの大きさが３～５㎏と小振りで調理し易く、必要量の使い切
りが可能なことからクエを提供する旅館や料理店が大幅に拡大。また、クエ
料理の単価が一般的な宿泊プランより５０００円ほど高く、客単価が上がり
大きな経済効果が出てきています。経済不況のあおりにより各地域の観光地
が打撃を受けている中、白浜町では年間３００万人台の観光客を維持してい
ること、観光客に占める宿泊客の割合が増加するなど、クエのブランド化の
事業が大きな成果を上げています。しかし、クエ料理を提供する旅館や料理
屋はまだまだ不足しており、提供施設の拡大と需要増大を考慮したクエの安
定供給に対する取り組みが課題となっています。また、「冬のお鍋」のイメー
ジもあるため、夏期の集客に向けた様々な取り組みを今後も続けていくこと
が必要とのことです。

白浜観光協会（紀州クエのオリジナルイラスト）

白浜商工会 (左：クエ創作料理コンテスト  右：クエキャラクター )

ぼくは、クエのブランド案内人の「クエピィ」です。
これからは、南紀白浜温泉のPRにがんばっていきます。
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TOPICS
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災害からの復旧に立ち上がる中小企業者を応援します。

東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策

中小企業庁金融課
以下の措置により、まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の生活の立ち上げ
に注力していただけるような環境整備に万全を期します。

　日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団
体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局に特別相談窓口を設置しています。(次頁参照)

１．特別相談窓口の設置（日本公庫、商工中金、保証協会等）

２．被災中小企業者の既往債務の負担軽減（日本公庫・商工中金・保証協会）

　東北地方太平洋沖地震による災害により被災した中小企業者の資金繰りに重大な支障が生じない
よう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。特に、被災後は、返済期日が到来して
いても、返済猶予の申込すら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申し込みをした場合でも、
遡及して返済猶予に対応します（日本公庫、商工中金）。また、被災中小企業者の実情に応じ、本人確
認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な
貸し出し、柔軟な条件変更を行います。

４．災害関係保証（信用保証協会）

東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者
事業再建資金
無担保8千万円、普通2億円
（一般保証とは別枠。１００％保証。）
①当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、直接的  
    に被害を受けた中小企業者が対象。
②市区町村、消防署等が発行する罹災証明を、保証協会に提出することが必要。
③上記①を満たす中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会でも利用可
   能。例えば、本店所在地が大阪市の企業で、被災地にある工場等で直接的な被
   害を受けた場合には、大阪市信用保証協会を利用することも可能。

被害を受けた場合には、大阪市信用保証協会を利用することも可能。
※ご不明な点は、日本公庫又は商工中金にご相談ください。

【利用対象者】
【資金用途】
【融資限度】

【注意事項】

３．災害復旧貸付（日本公庫）・危機対応業務（商工中金）

東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小企業者
災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
日本公庫（中小事業：1．5億円、国民事業：3千万円）
商工中金（1．5億円）
基準金利（期間5年以内：中小事業・商工中金1.75％、
                                   国民事業2.25％　　平成23年3月9日時点）

【利用対象者】
【資金用途】
【融資限度】

【貸付金利】

（特段の措置として、借入額のうち1千万円を上限として基準金利から0.9%の金利引下げを実施）
※ご不明な点は、日本公庫又は商工中金にご相談ください。



融資に関するご相談

※上記以外の信用保証協会の連絡先は、全国信用保証協会連合会
のホームページからご確認ください。
<アクセス方法>
「全国信用保証協会連合会」で検索、又は下記アドレスにアクセス
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

地震災害に対する資金繰りご相談窓口

（株）日本政策金融公庫 0120－154－505
（株）商工組合中央金庫 0120－079－366

保証に関するご相談

滋賀県信用保証協会 077－511－1300
京都信用保証協会 075－314－7221
大阪府中小企業信用保証協会 06－6244－7121
大阪市信用保証協会 06－6260－1700
兵庫県信用保証協会 078－393－3900

制度に関するご相談

お近くの経済産業局 0570－064－350
中小企業庁金融課 03－3501－2876

奈良県信用保証協会 0742－33－0551

福井県信用保証協会 0776－33－1800

和歌山県信用保証協会 073－423－2255

融資に関するご相談

保証に関するご相談

制度に関するご相談
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当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。

近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

今月の表紙は、「第３回がんばれ！！ものづくり日本　緊急提言シンポジウム in 大阪」開催風景

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/
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