東日本大震災を踏まえた
近畿経済産業局の取り組みについて
この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。
この震災によるサプライチェーンの寸断、電力供給の制約、風評被害等の影響によ
り、日本経済は大きな影響を受けました。しかし、早期復旧を目的とした補正予算の成
立に加え、経済産業省の産業実態緊急調査などから、産業界のサプライチェーンの復
旧・復興の動きもみられます。このような中で、近畿地域においても東日本の復興を支
え、日本の再生につなげていくためのより積極的な取り組みが求められています。
近畿経済産業局では現地に職員を派遣し、復興業務の支援に努めているほか、特別相
談窓口において、中小企業者の方々からの相談に対応しています。また、局内における
復興支援を横断的に推進するため、「東日本大震災復興支援チーム」を設置し、関係機
関と連携した取り組みの強化を図っているところです。
これまで、民間金融機関と連携し、関係機関の協力の下、中小企業等に対しての復
旧・復興支援策の説明・相談会の実施、管内で開催されたビジネスマッチングイベント
や物産展等での東北地域支援への協力を行い、今後、商店街と連携した東北復興イベン
トの実施も検討しています。
風評被害の問題では、我が国から輸出される貨物について、海外の政府や取引事業者
から放射性物質非汚染証明を要求される事例が発生しています。
当局では放射線量検査に関する情報収集、企業等からの相談対応に加えて、風評被害
拡大を防止するため、管内の国の出先機関等と連携し、在関西の総領事や外資系企業等
を対象とした説明会の開催など、最新の情報発信に努めています。
とりわけ、東日本大震災により被災された方々への就労機会の創出は、重要な課題で
あり、被災地域以外の地域への広域的な就労支援として、当局では近畿地域の労働局、
「日本はひとつ」しごと協議会と連携し、積極的に管内企業に対して求人開拓を図って
います。今回、東日本大震災を踏まえた当局の取り組みのひとつである当就労支援につ
いて、御紹介させていただきます。
なお、東日本大震災に関する情報や支援策等について、別紙のとおり当局及び関係機
関のホームページより御覧になれますので、御活用いただければ幸いです。
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東日本大震災関連情報

・東日本大震災関連情報（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（東日本大震災関連）

[経済産業省サイト]

・平成23年度経済産業省関連一次補正予算
・東日本大震災への対応

[経済産業省サイト]

[首相官邸サイト]

・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]

・「東日本大震災に関する特別相談窓口」の設置について
●

東日本大震災関連中小企業支援策（中小企業向け支援策ガイドブック等
本誌トピックスに掲載）

・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]

・東日本大震災の国際ビジネスへの影響（輸入規制情報など）[ジェトロサイト]
・我が国からの輸出品に対する放射線検査について
●

東日本大震災被災者の就労受け入れについて（本誌特集に掲載）

・東日本大震災被災者を対象とした雇用の可能性のある企業について
・東日本大震災

被災者就労支援・雇用創出への対応について

・東北地方太平洋沖地震による被害に係る電気の災害特別措置法の認可について
（1）
・東北地方太平洋沖地震による被害に係る電気の災害特別措置法の認可について
（2）
・東北地方太平洋沖地震による被害に係るガスの災害特別措置の認可について（1）
・東日本大震災による被害に係るガスの災害特別措置の認可について（2）
・東日本大震災による被害に係るガスの災害特別措置の認可について（3）
・東日本大震災後の産業実態緊急調査 [経済産業省サイト]
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特集

東日本大震災被災者の就労支援について
担当課室：地域経済部

産業人材政策課

近畿経済産業局では、東日本大震災により被災した方々への広域的な就労
支援政策の一環として、近畿地域の労働局、「日本はひとつ」しごと協議会※
と連携し、管内企業を対象とした「被災地の就労支援に配慮した雇用創出」
の可能性に関するアンケート調査を実施し、近畿地域の求人開拓を図ってい
ます。
「被災地の就労支援に配慮した雇用創出」の可能性に関するアンケート調査
１．実施スキーム

近畿経済産業局
③結果報告

⑦情報共有

労働局
（ハローワーク）
⑥情報提供

被災者等
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①アンケート依頼
②アンケート回答

④企業訪問
⑤求人票の提出

近畿経済産業局
管内企業
・元気なものづくり企業
・近畿のものづくり企業
・新連携、地域資源 、
農商工連携、
ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ等
認定企業
・雇用創出企業 1400 社
・地域経済調査協力企業
・その他近畿経済産業局
ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ送付企業等

▲ 連携 ▼
「日本はひとつ」しごと協議会
都道府県労働局が中心となり、自治体、国の出先
機関、関係団体による協議会を都道府県単位で設置

特集
【実施のポイント】
・ 近畿地域各府県の労働局、「日本はひとつ」しごと協議会と連携して実施
・ 企業からいただいたアンケート個票は、速やかに事業所所在地府県の労働
局に送付。それらは管轄のハローワークに転送され、同担当者がその企業
にアプローチし、被災者を採用する場合の支援策の説明や求人票を提出し
てもらう連係プレーを実施
・ 雇用可能性のない企業でも、厚生労働省事業の雇用調整助成金や新卒者採
用等奨励金の特例など施策情報を紹介
※「日本はひとつ」しごと協議会
復旧事業による被災した方の就労機会の創出や、被災した方々や地元の意
向を十分に踏まえつつ、希望する被災者が被災地以外の地域への就労を可能
にしていくことを目的に、都道府県労働局が中心となり、自治体、国の出先
機関、関係団体が参集する「日本はひとつ」しごと協議会が、被災地だけで
なく全国の都道府県に設置されている。

２．アンケートの内容
・ 基本データ（企業名、業種、住所、電話番号、URL、御担当者名等）
・ 被災地からの雇用可能性の有無
・ 雇用（予定）内容（職種、雇用条件、勤務条件、人数、勤務場所、社宅・
寮の有無等） ※雇用可能性有りの場合
・ 支援施策活用の有無（雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金等の東
日本大震災にかかる復興支援施策等の活用やその予定の有無）
・ その他（御意見、御希望等）
本アンケートは、近畿経済産業局、福井労働局、滋賀労働局、京都労働局、大阪労働局、
兵庫労働局、奈良労働局、和歌山労働局 が連名で実施しています。

３．アンケートの回収状況
本アンケートは、元気なものづくり企業等、日頃から当局と関わりが深い
企業へお願いしており、５月末現在、製造業など５３社から被災者を対象と
した雇用の可能性があるとの回答をいただいています。
E ! KANSAI 2011 年 6 月号
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特集
アンケート回収数

（平成23年5月末日現在）

50
40
30
20
10
0

福井県 滋賀県 京都府

アンケート回収企業数
ＨＰ掲載企業数

大阪府

兵庫県

奈良県 和歌山県

内、求人有りと回答した企業数

いただいた回答は速やかに労働局に提供し、これら企業へハローワークの職員が
直接訪問の上、求人票の登録説明を行い、求人票を提出していただいております。
また、雇用予定のない企業であっても、希望される企業に対しては、今
後、取引先の影響などにより雇用調整助成金等の活用が考えられることか
ら、支援施策等の情報提供を行っています。
雇用の可能性有りと回答いただいた企業
福井県

建設業

滋賀県

製造業

京都府

情報通信業

大阪府

運輸業

兵庫県

卸売業・小売業
不動産業

奈良県

専門・技術サービス業

和歌山県

飲食サービス業
0

5

10

15

20

25

４．協力企業の紹介
求人票の登録など御協力いただける企業につきましては、当局ＨＰ上で「企
業名」、「業種」、「所在地」等の情報を随時掲載しています。
※被災者を対象とした雇用の可能性のある企業一覧はこちらを御覧ください。

http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/shinsai̲koyou̲kigyou.html
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特集
引き続き、アンケート調査を実施し、求人開拓を進めながら、被災者ニーズ
にあった支援を行っていきますので、御協力のほどよろしくお願いいたしま
す。
参考：東日本大震災 被災者就労支援・雇用創出への対応について
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/shigoto̲pj.html

〜アンケートとともに寄せられたメッセージの一部を紹介します〜
・一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。少しでも支援できれば
と思っております。
・大変御苦労されていると思いますが希望を捨てずがんばって下さい。
協力可能なことがあれば協力いたします。
・みなさまの生活の再建に向けて少しでも力になれるよう会社をあげて
協力させていただきます。
・いつか心から笑える日が来るはずです。無理せず、頑張りすぎず、一
歩一歩一緒に進んでいきましょう。
・完全復興までまだまだ時間はかかるかもしれませんが、以前よりもっ
ともっとすてきな東北になる日が来ることを遠くからお祈りしておりま
す。
・関西より一つでも二つでもお力になれることをやっていきます。一日
も早い復興とみなさまの生活が平時に戻ること祈っております。
・今後は東北関西間の人材交流を通じ、企業交流も進め、両地域の活性
化を目的として就労受入を考えています。
・わずかながらですが御協力させていただきたい意志を持っておりま
す。積み重ねのほんの一部になれば幸いです。
・みなさまが一日も早く元気になられますよう、また、一日も早く復興
されますよう社員一同心よりお祈り申し上げます。
・この難局に打ち勝つために一緒に将来の幸せを築いていくことができ
れば幸いです。
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「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「太子町加工グループ」による地元食材を利用した味噌づくり、ゼネラ
ルプロダクション株式会社をご紹介します。

地元主婦による町おこし

〜「太子町加工グループ」による地元食材を利用した味噌づくり〜
担当課室：資源エネルギー環境部 電力事業課

■味噌づくりのきっかけ
兵庫県の南西部、播州平野が広がる西播磨地域に位置する太子町は、聖
徳太子が当地を法隆寺の寺領として寄進した史実から、太子町の町名を称
することとなりました。過去から各家庭での味噌や醤油づくりが盛んであ
り、３０年以上前にも農協や婦人会が手がける「太子みそ」が作られていま
した。太子町産の米、播州平野の大豆、赤穂産の塩のみを使用したもので、
当時から美味しいと評判が高く、味噌づくりを専門に行う農産加工施設「味
噌会館」が兵庫県下で初めて農協により整備されました。ところが、その後
の農協の統廃合の混乱等により、味噌づくりは自然消滅してしまい、それか
らは、各家庭の主婦などが「味噌会館」の設備を使って自家用の味噌造りを
続けていましたが、平成１６年に市町合併をせずに太子町単独で存続してい
くことが決まったときに、地域おこしの一環として「太子みそ」を復活させ
ようと言う声があがりました。
太子町産業政策課では、住民の声を受けて「太子みそ」復活のためのメンバー
募集を行い、特産品開発の趣旨に賛同した１０人のメンバーにより「太子町
加工グループ」を結成して「太子みそ」製造を行うこととなったのです。

■太子町加工グループの概要
太子町加工グループでは、味噌会館の製造設備の再利用や、農協のスーパー
跡地を作業場として使用することができたので、大きな設備投資は必要あり
ませんでした。「太子みそ」は、地元産の原材料を使用しており、無添加・安全・
おいしい食品として町内外から人気を集め、平成１８年には「兵庫県認証食品」
として認められました。また、
「太子みそ」、
「こうじ漬けの素」、
「いちじくジャ
ム」の３品目で、兵庫県の「西はりま食の達人」の認定も取得しています。
この制度は、兵庫県西播磨県民局が実施しているもので、西播磨地域で安全・
8
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安心な農林水産物の加工製造等に必要な技術
を習得・実践し、供給することのできる「人（生
産者）」を認定し、地域のリーダーとして育て
る制度です。製品の加工履歴、生産履歴を保
存することにより、万一不良品が発生した場
合に、追跡調査できることが認定の基準となっ
ており、品質管理体制の充実にも大きな効果
を発揮しています。
同グループが生産しているのは、主力の「太
子みそ」の他、
「こうじ漬けの素」、
「味噌スープ」
などの味噌加工食品、太子町名産のいちじく
を使った「いちじくジャム」等です。このほか、
熟成中に変色してしまった味噌に自家栽培し
たニンニクを練り込んだ「にんにく味噌」や「田
楽みそ」なども開発し、好評を得ております。
また、同グループは、様々なイベントにも
出展し、地産地消の推進に大きな成果をあげ
ているほか、加工場に隣接する小学校では、農家の指導により大豆の栽培を
行い、収穫した大豆を豆腐やきな粉に加工するなどの体験学習を行っていま
すが、太子町加工グループも、この一環として味噌づくりの指導を行ってい
ます。
■これまでの成果と課題
「太子みそ」の販売先は、学校給食が高い割合を占めていますが、地元スー
パーや個人商店、農協、道の駅など、着実に販路を拡大しています。また、
町内の飲食店が「コロッケ」や、パン、アイスクリームなどの原材料として
使用するなど、新たな販路へとつながりつつあります。
このように、太子みそは順調に販路を伸ばすとともに売り上げも伸びてい
ますが、需要にあった増産を行うことができないのが課題となっています。
味噌は製造した後、８ヶ月程度の熟成期間を要するため、現在の製造量（年
間５トン）では、欠品となる期間が数ヶ月間生じてしまいます。このため、
資材倉庫・熟成貯蔵庫の拡張が急がれています。
また、町内の材料調達先の拡大、学校給食・地元スーパー以外への販路の
拡大、人気商品の開発、発酵器・洗米器など製造設備の充実、法人化等も今
後の検討課題となっています。

お問い合わせ窓口：近畿経済産業局電力事業課
電話番号：０６−６９６６−６０４６
U R L ：http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html

E ! KANSAI 2011 年 6 月号

9

< 企業・地域の取組紹介のコーナー >

ものづくりプロデュースカンパニー
〜日本のものづくりの逆襲〜

ゼネラルプロダクション株式会社 代表取締役 石崎義公さん
グローバル化の進展が進む今日、日本のものづくり企業の
海外需要の取込みが求められています。そんな中、高い技術
力を持つ単工程メーカーを取りまとめて、Made in Japan の
完成部品として海外に売り込んでいく、今までにないビジネ
スモデルで注目を集めているものづくり会社、「ゼネラルプロ
ダクション株式会社」を御紹介いたします。
■ゼネプロモデルの概要
「単工程メーカーの技術力を取りまとめ、キーパーツという完成品で売って
いく。」
代表取締役の石崎氏は、日本の単工程製造業の復活をかけてゼネラルプロ
ダクション株式会社を立ち上げま
した。熱処理や表面処理、鍛造な
どを手がける日本の単工程メー
カーの技術力は、世界に誇れるも
のがあります。しかしながら、い
くら技術が優れていても単工程だ
けでは海外から受注は取れず、完
成品（部品）でなければ取引して
も ら え な い の が 現 実 で す。一 方、
性能を左右するような重要部品
（キーパーツ）には高度な技術が必
要 で、Made in Japan の 部 品 は 海
外から求められています。このよ
うな中、同社は高度な単工程技術を摺り合わせ完成品の形にまで高めること
で、日本のものづくり力を活かした新たな販路開拓に取り組んでいます。
異業種による共同受注の取組はこれまでにも数多く存在してきましたが、
同社はこうした取組を更に一歩進めることで大型受注につなげようとしてい
ます。つまり、単なる受注差配にとどまらず
ものづくり会社
として、
QCD1の保証や工程管理、更には工程毎の決済まで全ての責任を同社が負うこ
とで完成品を提供する、まさに「ものづくりプロデュースカンパニー」と言
える新たなビジネスモデルです。
趣旨に賛同した会社は既に９０社に上っています。参加企業への発注は、
最も競争力のある企業に行います。一つの部品を作るのに１０社程度が関わ
るので、同社が責任を持って、工程指図書で素材や仕様を決め、工程間の摺
り合わせを行います。各工程において、試作から量産試作を経て、それぞれ
1 Quality （品質）、 Cost （価格）、 Delivery （納期） のこと。
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の品質基準を満たして初めて量産に入るという徹底した管理体制が取られて
います。「ここがものづくり会社として一番重要な点なので、時間を掛けてで
も行う」と、石崎氏のものづくりに掛ける信念が表れています。
■ゼネプロの活動
昨年秋に設立し、今年 1 月から本格的な活動を開始したところですが、既
に海外を中心に引き合いもあります。当局の「地域中小企業海外販路開拓支
援事業」を足がかりに、ドイツで行われる世界最大の国際見本市「エモ・ハノー
バー２０１１」に出展するなど、行政や関係機関とも連携しつつ、大型受注
が期待できる海外展開に取り組んでいます。
特に高度な機械を自国で生み出したい新興国にとって、自国技術で対応でき
ないキーパーツは大きなニーズです。当然、大手メーカーはキーパーツを提供
しないので、こうした国をターゲットに同社がキーパーツを提供することで、
日本の単工程製造業の新たなビジネス創出を図っていこうとしています。
当初想定したビジネスモデルを超えて、同社で開発設計から試作までを一
貫して担当して欲しいという予期せぬニー
ズも生まれて来ました。日本の設計思想は、
量産を見越しており、量産設計の二度手間
がなく効率的です。また、素材から一貫し
たものづくりと高度な摺り合わせ技術によ
りトータルコストでみてもアジア諸国にも
引けを取らないレベルであり、まさに日本
のものづくり力が評価されたものだと言え
ます。
「ものづくりは工法開発と素材開発である。」という石崎氏の理念の下、同
社の取組みは新工法の開発にも及んでいます。産学官連携で新たな工法開発
を行い、参加企業と共有していくとともに、参加企業の提案による技術の高
度化にも取り組んでいくことも考えています。
ものづくりの単工程企業が日本にとどまりながらも、海外市場を取り込む
ことが可能となる新たなビジネスモデルを確立した今、日本のものづくり企
業の逆襲となるゼネラルプロダクション株式会社の今後の展開が大いに期待
されます。
（執筆担当：産業技術課 伊藤尚志）
会 社 名：ゼネラルプロダクション株式会社
U R L ：htt p: / /www.gen er al pr oduc t i o n .j p
所 在 地：京都府相楽郡精華町光台 1 丁目 7 番地 けいはんなプラザラボ棟 9 階
電話番号：０７７４−９５−５０３０
E ! KANSAI 2011 年 6 月号
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【TOPICS】政府の東日本大震災中小企業向け支援策概要
国が用意している資金繰りや雇用面、税制面での支援策の情報をまとめました。ぜひご活用く ださい。

資金繰り支援の概要
被災中小企業者の既往債務（借入金）について、返済猶予等の条
件変更に柔軟に対応するように、金融機関等へ要請しています。

既往債務の負担
軽減などの要請

①東日本大
震災復興特
別貸付
融
資
②マル経融資

全国中小企業取引振興協会
親事業者と都道府県下請企業振興協会に対し、被災された下請企 03-5541-6688
業との取引の継続と取引斡旋を要請しています。
又は所在地の府県中小
企業支援センター
被災中小企業者等を対象に、事業の復旧に必要な設備資金
日本政策金融公庫
、運転資金を長期・低利で融資する制度です。
0120-154-505 沖縄金融公庫
098-941-1795
貸付対象は、具体的に以下のとおりです。
商工組合中央金庫
・地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
（危機対応業務）
・原発事故に係る警戒区域等※の区域内の中小企業者
0120-079-366
・これらの事業者等の事業活動に相当程度依存している中小企業者
・その他、震災の影響により、業況が悪化している中小企業者
受付：9:00～19:00
小規模事業者の方が無担保・無保証で利用できる融資です。
提出書類の簡素化などを実施しています。
また、直接又は間接的に被害を受けた一定の小規模事業者を
対象として貸付限度額、金利引き下げ措置を拡充します。

震災により直接被害を受けた中小企業者が、金融機関から
事業再建資金の借入を行う場合、信用保証協会が保証する
制度です。
（一般保証と別枠。セーフティネット保証とは同枠）

③セーフティネ
ット保証 （５号）

震災被害に限らず、売上減少など業況が悪化している中小
企業者が、金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、
信用保証協会が保証する制度です。
（一般保証と別枠。災害関係保証とは同枠）

④一般保証

金融機関から事業用資金の借入を行う場合、信用保
証協会が保証する制度です。

小規模企業共済、
倒産防止共済

お取引のある金融機関等
にご相談ください。

リース事業者に対し、中小企業者に対するリースの支払い 猶予に お取引のリース会社にご
ついて柔軟かつ適切に対応するよう要請しています。
相談ください。

被災中小企業者等が、金融機関から事業の再建又は経営の安定
に必要な資金の借入を行う場合、信用保証協会が保証する制度で
す。
（一般保証、災害関係保証・セーフティネット保証とは別枠）
保証対象は、具体的に以下のとおりです。
①東日本大震災 ＜特定被災区域内の中小企業者＞
復興緊急保証
・震災の影響により業況が悪化している中小企業者
・地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
・原発事故に係る警戒区域等※の区域内の中小企業者
＜特定被災区域外の中小企業者＞
・特定被災区域内の事業者と取引関係があり、かつ、震災の影響
信
により業況が悪化している中小企業者
・震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で急激に
用
業況が悪化している中小企業者

保 ②災害関係保
証
証

お問い合せ先

両共済に加入されている方に、低利な災害時貸付など
を用意しています。

（※）警戒区域等とは、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域

商工会・都道府県商
工会連合会又は商工
会議所にご相談くださ
い。
（近畿経済産業局管内）
福井県信用保証協会
０７７６－３３－１８００
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
奈良県信用保証協会
０７４２－３３－０５５１
和歌山県信用保証協会
０７３－４２３－２２５５

中小企業基盤整備機構
０５０－５５４１－７１７１
受付： 9:00～19:00

お問い合せ先

雇用調整助成金、失業給付による支援の概要

雇用調整助成金

震災に伴う経済上の理由（交通手段の途絶、部品の調達困難
等）により休業を余儀なくされた事業所の事業主の方が労働
者に休業手当を支払い、雇用の維持を図った場合、雇用調整
助成金が利用できます。

お近くのハロー
ワークや 労働
局にご相談くだ
さい。

事業所が震災による直接的な被害を受けたことにより、休業
を余儀なくされた方は、離職していなくても、雇用保険の失
業手当を受給できます。

失業給付

被災者雇用開発
助成金

被災された方や震災により離職を余儀なくされた方を1年以上
雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる場合、
被災者雇用開発助成金が利用できます。

税制面での支援の概要

お問い合せ先

国税の申告・納付等 被災等された方には、申告・納付等の期限の延長、所得税の
の期限の延長、減免 減免、納税の緩和等の措置が適用されます。また、国税庁か
ら災害に関する主な税務上の取扱いや諸費用の法人税の取扱
措置等
いが公表されています。

お近くの税務署
にご相談くださ
い。

中小企業経営承継円 災害により、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書等が
滑化法に基づく申請 期限内に提出できない方について、その期限を延長します。
書等の提出期限の延
長

お近くの経済産業
局等にご相談くだ
さい。（中小企業
電話相談ナビダイ
ヤルへ）

地方税の申告・納付 被災等された方に対する申告・納付等の期限の延長及び減免
等の期限の延長、減 措置について、総務省より通知が発出されています。
免措置

お住まいの都道府
県、市区町村にご
相談ください。

被災等された方を支援するため、手元資金の確保支援、滅失
・損壊した資産に代わる資産の取得促進、生活支援、手続き
・要件等の緩和、寄附活動促進等のための税制上の特例措置
を講じています。

国税はお近くの税
務署、地方税はお
住まいの都道府県
、市区町村にご相
談ください。

税制上の対応

このガイドブックに掲載する情報を含め、どこに相談したらよいのか、お困りの中小企業者の皆さまが、全国どこか
らでも一つの電話番号で相談ができる

「中小企業電話相談ナビダイヤル」
を用意しております。 是非ご利用ください。

０５７０-０６４-３５０

（9:00～17:30）（土日・祝日を含めて実施）

（最寄りの経済産業局へ繋がります）
※土日・祝日には、一部の地域では管轄以外の経済産業局につながる場合があります。

※各制度詳細については中小企業庁ホームページをご参照下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
※国以外にも、お住まいの都道府県等の自治体で独自に用意されている資金繰り支援などもあります。
お住まいの自治体のホームページでご確認ください。
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中小企業向け資金繰り支援策の一覧

制度の対象者
制度名

災害の直接被害者

制度概要

（原発事故に係る警戒区域等の
区域内の者を含む）
事業の復旧に必要な設備資金・運転資金を長期・低利で融資

東日本大震災復興特別貸付
①貸付限度： 日本公庫（中小事業）・商工中金７．２億円、日本公庫（国民事業）4,800万円
（日本公庫・沖縄公庫）
危機対応業務
（商工中金）

右欄の①、②、③に該当する場合は、さらに別枠で以下の利用が可能
日本公庫（中小事業）・商工中金３億円、日本公庫（国民事業）6,000万円
②貸付利率： 日本公庫 中小事業1.65%、国民事業2.15%、商工中金1.65%
（基準金利（5年以内 平成23年5月23日現在））
対象者によって金利が減免される特別措置もあります。
③貸付期間： 設備資金15年以内、運転資金８年以内
右欄の①、②に該当する方は、設備資金20年以内、運転資金15年以内
右欄の③に該当する方は、設備資金、運転資金ともに15年以内
④据置期間： 最大３年以内
右欄の①、②に該当する方は、最大５年以内

マル経融資

小規模事業者の方が無担保・無保証で利用できる融資

（商工会、商工会議所）

＜震災対応特枠＞
直接又は間接的に被害を受け、一定の事業を行うことが見込まれる方
①貸付限度：通常枠と別枠1,000万円
②貸付金利：0.95%（平成23年5月20日現在 基準金利から▲1.2% 当初３年間）
③貸付期間：運転資金7年以内（据置期間1年以内）
設備資金10年以内（据置期間2年以内）
＜通常枠＞
①貸付限度：1,500万円
②貸付利率：1.85%（平成23年4月末現在 基準金利から▲0.3%）
※貸付期間、据置期間、担保等は震災対応特枠と同じ

東日本大震災復興緊急保証 金融機関から事業再建資金・経営安定資金の借入を行う場合、一般保証等と別枠で保証

災害の間接被害者
（左記の直接被害者等と相当程
度の取引関係のある方）

○

○

災害に伴う風評（契約の解除等）
の被害者
○

・以下のいずれかに該当する方が対象です。
①地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
②原発事故に係る警戒区域等（※）の区域内の中小企業者
③上記①、②の事業者等の事業活動に相当程度依存している中小企業者
④その他、震災の影響により、業況が悪化している中小企業者

（震災特枠）
（通常枠）

○
○

（震災特枠）
（通常枠）

○
○

（通常枠） ○

商工会等の経営指導を受けている小規模事業者が対象です。

○

○

○

（信用保証協会）

①保証限度：無担保８千万円、最大で２億８千万円
・一般保証、セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠。
借入額の全額を保証。
・セーフティネット保証・災害関係保証と合わせて、無担保１億６千万円、
最大５億６千万円まで利用可能
②保証料率：０．８%以下 ※詳しくは、各協会にお問い合わせください。

災害関係保証

金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、一般保証と別枠で保証

・以下のいずれかに該当する方が対象です。
【特定被災区域内の中小企業者】
①震災の影響により業況が悪化している中小企業者
②地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
③原発事故に係る警戒区域等（※）の区域内の中小企業者
【特定被災区域外の中小企業者】
④特定被災区域内の事業者と取引関係があり、かつ、震災の影響により業況が悪化している中小企業者
⑤震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で急激に業況が悪化している中小企業者
－
－
○

（信用保証協会）

①保証限度：無担保８千万円、最大で２億８千万円
・一般保証と別枠。セーフティネット保証と同枠。借入額の全額を保証。
②保証料率：各協会にお問い合わせください。

・以下のいずれかに該当する方が対象です。
①震災により直接被害を受けた中小企業者
②原発事故に係る警戒区域等（※）の区域内の中小企業者

セーフティネット保証（５号）

金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、一般保証と別枠で保証

（信用保証協会）

①保証限度：無担保８千万円、最大で２億８千万円
・一般保証と別枠。災害関係保証と同枠。借入額の全額を保証。
②保証料率：各協会にお問い合わせください。

一般保証

金融機関から事業用資金の借入を行う場合の保証

（信用保証協会）

①保証限度：無担保８千万円、最大で２億８千万円
②保証料率：各協会にお問い合わせください。

（注）審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
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○

○

○

・対象業種（平成23年度上期は原則全業種（82業種）が対象）のうち、震災被害に限らず、売上減少など業況が悪化して
いる中小企業者（直接被害者、間接被害者を含む）が対象です。
・具体的には、①最近３ヶ月の売上高が減少している中小企業者、②地震発生後、急激に売上高が減少し、その後２ヶ
月も同様に減少が見込まれる中小企業者であることについて、市区町村長の認定が必要となります。
○

○

○

・中小企業者であれば対象となります。

（※）警戒区域等とは、警戒区域、計画的避難区域、緊急避難準備区域
E ! KANSAI 2011 年 6 月号
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
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。

今月の表紙：「関西から日本を、世界を元気に！」
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