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事業者への経営支援 
 

東日本大震災にともない、甚大な被害を受けた中小企業に対し数々の支援策や特例措置

が実施されています。事業者への経営支援に関しては、独立行政法人中小企業基盤整備機

構（中小機構）を中心に相談窓口を開設しています。また、日本貿易振興機構（ジェトロ）

等は輸出関連の支援を行っています。 

 

１．中小企業の復旧・復興のための支援 

 

（１）被災地への震災復興支援アドバイザー派遣震（無料）について 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）では、東日本大震災の被災中小

企業や被災地域の自治体、支援機関（各種経済団体）に震災復興アドバイザーを派

遣し、中小企業等の幅広い支援ニーズに対して無料でアドバイスを行います。 

今回の震災で生産設備に影響のあった中小企業に対しては、設備の復旧や応急処

置に関する助言を行います。 

※実際の補修（業務代行）を行うものではありません。 

 

  （おもな支援テーマ） 

   ■中小企業向け  

    •事業再建計画の策定 

•転業・新事業展開の検討 

•設備等の復旧・補修相談  

 

（問い合せ先） 

中小企業基盤整備機構（関東支部 経営支援部/震災緊急復興事業推進部、中小

企業復興支援センター（盛岡、仙台）、中小企業震災復興・原子力災害対策経営

支援センター福島） 

 

【出典】独立行政法人中小企業基盤整備機構『震災復興支援アドバイザー制度（無料）に

ついて』 

http://www.smrj.go.jp/kikou/earthquake2011/adviser_fukkou/067113.html 

 

（２）中小企業復興支援センターにおける経営相談                   

中小機構は、被災地域の中小企業からの各種課題に的確に対応するため、仙台市、

盛岡市、福島市に「中小企業復興支援センター」を設置しています。 

中小機構の支援策をはじめ、各種施策、経営に関する相談を無料で行っています。 

  （「中小企業復興支援センター」の設置先）  

岩手県 中小企業復興支援センター盛岡 

TEL 019－651－8850 

http://www.smrj.go.jp/kikou/earthquake2011/adviser_fukkou/067113.html
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・ 窓口開設時間（平日）9 時～17 時 30 分 

宮城県 中小企業復興支援センター仙台 

 ・TEL 022-399-9077 

      ・窓口開設時間（平日） 9 時～17 時 30 分 

福島県 中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島 

      ・TEL 024-529-5113 

・ 窓口開設時間（平日） 9 時～17 時 30 分 

中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島 相双分室 

      ・TEL 0244-44-1353 

・ 窓口開設時間（平日） 9 時～17 時 30 分 

中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島 いわき分室 

      ・TEL 0246-25-1017 

・ 窓口開設時間（平日） 9 時～17 時 30 分 

中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島 県中分室 

      ・TEL 0248-94-7575 

・ 窓口開設時間（平日） 9 時～17 時 30 分 

中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島 会津分室 

      ・TEL 0242-36-7844 

・ 窓口開設時間（平日） 9 時～17 時 30 分 

 

【出典】独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業復興支援センターについて』 

http://www.smrj.go.jp/kikou/earthquake2011/smrj/H23may/059423.html 

独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業復興支援センター相談窓口一覧』 

http://www.smrj.go.jp/kikou/earthquake2011/contact/ 

 

（３）産業復興相談センターにおける経営相談                   

二重債務問題への対応について、被災事業者への支援・相談体制を構築するため、

各県に「産業復興相談センター」を設置します。 

  

（「産業復興相談センター」の設置先） 

青森県 青森県産業復興支援センター 

   ・TEL 017－752－9225 

岩手県 岩手県産業復興支援センター 

   ・TEL 019－681－0812 

宮城県 宮城県産業復興支援センター 

   ・TEL 022－722－3858 

福島県 福島県産業復興支援センター 

   ・TEL 024-529-5113 

・窓口開設時間（平日）8 時 30 分～17 時 15 分 

茨城県 茨城県産業復興支援センター 

   ・TEL 029－302－5880 

・窓口開設時間（平日）9 時～17 時 

千葉県 千葉県産業復興支援センター 

・TEL 043-215-8790 

・窓口開設時間（平日）9 時～17 時 

 

【出典】青森県『青森県産業復興相談センターのご案内』 

http://www.smrj.go.jp/kikou/earthquake2011/smrj/H23may/059423.html
http://www.smrj.go.jp/kikou/earthquake2011/contact/


※情報は日々改訂されていますので、かならず参照元（出典：URL）でご確認下さい 

 - 3 - 

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/sangyo_fukko_sodan_center.html 

岩手県『岩手県産業復興相談センターのご案内』 
http://www.pref.iwate.jp/sangyoushinkou/kinyuu/soudan/009674.html 
http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/674/soudansent
a-pamp.pdf 

中小企業庁『中小企業復興支援センター盛岡 所在地』 

http://www.smrj.go.jp/utility/map/011726.html 

みやぎ産業振興機構『宮城県産業復興相談センター』 
http://www.rsc-m.jp/  

中小企業庁『中小企業復興支援センター仙台 所在地』 

http://www.smrj.go.jp/utility/map/011500.html 

中小企業庁『「福島県産業復興相談センター」の設立について』 
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/111124FukushimaFukkou.htm 

中小企業庁『福島県産業復興相談センターの概要』 

http://www.f-fukko-soudan.jp/相談センター概要/ 

中小企業庁『中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島 所在地』 

http://www.smrj.go.jp/utility/map/057326.html 

産業復興相談センター『茨城県産業復興相談センターのご案内』 

http://www.kogasyo.or.jp/html/emergency/img-3_merged.pdf 

中小企業庁『「千葉県産業復興相談センター」の設立について』 

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0228chibafukkou.htm 

 

（４）中小企業基盤整備機構（中小機構）による販路開拓に対する支援の強化 

中小機構に登録されている販路開拓支援スペシャリストによる「被災中小企業 販

路開拓支援専門チーム」を編成します。 

福島県（福島市）、宮城県（仙台市）、岩手県（盛岡市）の中小企業復興支援セン

ターにおいて、販路開拓専用の支援相談窓口を整備します。 

福島県内４箇所に事業再開や売上げ回復等についての相談対応等をワンストッ 

プで行う拠点を新たに整備します。福島県、宮城県、岩手県の被災中小企業・小規

模事業者を対象に、首都圏等で の展示販売会の開催や出展費用支援・展示ノウハウ

提供等を通じた販売機会の 提供を行います。 

 

【出典】中小企業庁『東日本大震災における被災中小企業・小規模事業者に対する支援の

拡充を行います』 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/140716earth.html 

 

（５）グループ補助金における資材等価格の高騰に対する支援の強化 

中小企業等グループ補助金交付決定後の資材等価格の高騰により建屋の復旧工事

契約を結ぶことができていない事業者に対する増額措置を実施し、復旧の促進を図

ります。 

具体的には、交付決定後、制度上の上限となっている 2 回の繰越しや特別な措置

である再交付を行ったにも拘わらず、当該期間に大幅に（１割超）費用が増加した

http://www.pref.iwate.jp/sangyoushinkou/kinyuu/soudan/009674.html
http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/674/soudansenta-pamp.pdf
http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/674/soudansenta-pamp.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/111124FukushimaFukkou.htm
http://www.f-fukko-soudan.jp/相談センター概要/
http://www.kogasyo.or.jp/html/emergency/img-3_merged.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0228chibafukkou.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/140716earth.html
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ため に、復旧工事契約を結ぶことができていない被災事業者を対象として、増額支

援を行うことと致します。 

【出典】中小企業庁『東日本大震災における被災中小企業・小規模事業者に対する支援の

拡充を行います』 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/140716earth.html 
 

 

 

２．各商工会、商工会議所における経営相談 

 

各商工会、商工会議所で、窓口相談、巡回相談等を行っています。 

 

 

３．輸出事業者支援 

 

（１）日本から輸出される物品の証明について                     

東日本大震災の影響を受け我が国から輸出される貨物について外国政府や海外取

引者から放射線量検査の実施や証明書の添付を要求される事例が発生しています。   

そこで、輸出される食品・物品につき放射能基準適合証明書等の書類が以下の各

省庁・機関で発行されますので、ご確認下さい。 

 

【出典】日本貿易振興機構（ジェトロ）『各国規制・証明書・放射線検査関連情報ナビ』 
https://www.jetro.go.jp/world/shinsai/navi.html 
 

日本貿易振興機構（ジェトロ）『日本から輸出される物品の証明について』 
https://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110405_02.html 

 

農林水産省『食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について』 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/index.html 

 

水産庁『水産物輸出に関する情報』 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html#a-4 

 

国税庁『酒類を輸出する酒類業者の皆様へ』 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm 
 

日本商工会議所『非放射能汚染に関する証明への対応について』 

http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/2011/0328150527.html 

 

なお、食品に関する諸外国・地域の輸出規制の現況については、以下の URL を参

照下さい。 

農林水産省『諸外国・地域の規制措置』 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/140716earth.html
https://www.jetro.go.jp/world/shinsai/navi.html
https://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110405_02.html
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/index.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/eu/genpatsu/index.html
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm
http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/2011/0328150527.html
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http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html 

農林水産省『諸外国・地域の規制措置』（平成 28 年 5 月 13 日更新） 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kisei_all_160513.pdf 

 

 

（２）放射能検査機関                                

上記の各省庁・機関は直接検査を行う機関ではありません。下記ジェトロホーム

ページでは現時点で確認できた検査機関を案内していますので、ご参照下さい。 

 

【出典】日本貿易振興機構（ジェトロ）『国内の放射線検査機関（全国対応）について』（平 

成 26 年 2 月 3 日更新） 
https://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110318_11.html 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ）『国内の放射線検査機関（地方自治体等による対応）

について』（平成 24 年４月 10 日更新） 

https://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110427_02.html  

 

（３）放射線量の検査料への補助（貿易円滑化事業）                  

    日本から輸出される物品について、放射線量検査を希望する企業に検査費用の一

部を補助するものですが、平成２５年３月末をもって終了しました。 

なお、放射線検査料は、東京電力に賠償金として請求できます。 

（お問い合わせ先） 

東京電力株式会社 福島原子力補償相談室 

電話：0120-926-404（受付時間：9:00～21:00） 

 

【出典】経済産業省『貿易円滑化事業について』（平成 25 年 4 月） 

http://www.meti.go.jp/earthquake/smb/pdf/130430a.pdf 

 

（４）貿易保険                                   

独立行政法人日本貿易保険（NEXI）は、東日本大震災による被災者に対する救済

と一刻も早い我が国経済の復興に向けて、①被災者対策、②「放射能汚染」を理由

とした損失に対する保険金の支払い、③新たな相談窓口の設置に取り組んでいま

す。 

 

【出典】独立行政法人日本貿易保険『東日本大震災に対する貿易保険の対応について』（平 

成 23 年 4 月 11 日） 
http://nexi.go.jp/topics/newsrelease/003597.html 
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