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資金繰りの支援 
 

資金繰り支援に関しては、震災前の借入に関する「債務負担の軽減」や、震災後に必要

となった運転資金、設備投資のための「融資制度」「信用保証制度」、また「共済制度」に

おける支援があります。 

各都道府県でも被災地域を中心に独自の融資制度を実施しております。 

 

１．借入金など債務の負担の軽減 

 

（１）借入金の返済                                 

被災企業の資金繰りに重大な支障が生じないよう、借入金の返済猶予などの条件

変更等に柔軟に対応するよう、民間金融機関に対しては金融庁・日本銀行から、公

的金融機関に対しては経済産業省から要請する中小企業金融円滑化法が、平成 25年

3月 31日まで延長されていましたが、現在は終了しております。 

 

（２）リース料の支払い                               

経済産業省では、リース会社に対し、中小企業からリースに関する支払猶予や契

約期間の延長などの申込みがあった場合には、柔軟かつ適切な対応を行うよう要請

しています。 

社団法人リース事業協会では、各会員リース会社の相談窓口において、被災企業

からのリースに関する問い合わせを受けています。 

 

【出典】社団法人リース事業協会『東日本大震災に係る会員各社相談窓口』 
http://www.leasing.or.jp/shinsailist.html 

 

（3）被災中小企業復興支援リース補助事業                      

経済産業省では、東日本大震により被災した中小企業が、設備を再度リースによ

り導入する際の費用を補助する事業「被災中小企業復興支援リース補助事業」を平

成 23年 12月 12日から開始しました。（補助事業者：日本商工会議所） 

東日本大震災に起因するリース設備の減失等によりリース債務を抱えた中小企業

に対し、設備を再度導入する場合のリース料の一部（補助率はリース料の 10％）が

補助されます。 

補助の対象は、平成 28年 3月 31日までに締結されたリース契約です。 

※補助金の申請受付期限は平成 28年 5月 31日までです。 

 

【出典】経済産業省『被災中小企業復興支援リース補助事業の申請受付期間を延長します』 

http://www.leasing.or.jp/shinsailist.html
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http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140317003/20140317003.html  

    日本商工会議所『被災中小企業復興支援リース補助事業の募集を開始』（平成 23 

年 12月 12日） 

    http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/yuushi/2011/1212201343.html 

 

（４）被災中小企業との取引継続、風評被害防止の要請                 

経済産業省では、親事業者及び都道府県の下請企業振興協会に対し、東日本大震

災により影響を受けている下請中小企業について、できる限り取引関係を継続する

ことや優先的に取引あっせんを行うことを要請しています。  

 

【出典】中小企業庁『東日本大震災により影響を受けている下請中小企業との 取引に関す

る配慮を要請する文書の発出について』（平成 23年 4月 22日） 
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110418Eq-K-T-H.html 

 

 

２．融資制度 

 

（１）東日本大震災復興特別貸付                           

東日本大震災により直接または間接被害を受けた中小企業者等を対象に、事業の

復旧に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する制度が新設されました。 

とくに事業所が全壊・流失した直接被害者や、原発事故に係る警戒区域等内の中

小企業者に対しては、県の財団法人等を通じた利子補給制度（実質無利子化）も創

設されました。 

平成 25年度からは対象が被災地域に重点化されていますが、平成 27年度につい

ても引き続き実施されます。 

 

【出典】中小企業庁『平成 23年度第三次補正予算を踏まえた東日本大震災の被災中小企業

者向け資金繰り支援策の御相談の開始について』（平成 23年 12月 8日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/111208SoudanKaishi.htm  

 

中小企業庁『東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策

を延長します』（平成 27年 3月 24日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150324shinsai.html 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150327shinsai.html 
 

中小企業庁『東日本大震災復興特別貸付の概要』（平成 27年度） 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150324shinsai2.pdf 

 

（２）原子力災害にともなう「特定地域中小企業特別資金」 

    原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等が福島県内において事

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140317003/20140317003.html
http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/yuushi/2011/1212201343.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110418Eq-K-T-H.html
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/111208SoudanKaishi.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150324shinsai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150327shinsai.html
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業を継続・再開する場合に必要な事業資金を長期・無利子で融資する制度です。経

済産業省が福島県とともに実施しています。 

当融資の取扱期間（融資申請受付期間）は、被災区域の状況や関係団体からの要

望等も踏まえ、平成 28 年 3月末日までとなっています。 

 

【出典】経済産業省『原子力災害にともなう「特定地域中小企業特別資金」』 

http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150327005/20150327005.pdf 

 

 

（２）小規模事業者向け（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制度です。小規模事業者へ

迅速な復興資金の供給を行う観点から、提出書類の簡素化等が行われています。 

 

【出典】日本商工会議所『中小企業向け支援策ガイドブック』（平成 23年 5月 13日） 

http://www.jcci.or.jp/2011/05/13/20110502.pdf 
 

日本商工会議所『「中小企業向け支援策ガイドブック ver.3」〔日本商工会議所版〕

の作成について』（平成 23年 5月 13日） 
http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/2011/0513180432.html 
http://www.jcci.or.jp/2011/05/13/20110502.pdf 
 

中小企業庁『中小企業支援ガイドブック』（平成 23年５月２日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf 
 

中小企業庁『中小企業施策利用ガイドブック』（平成 25年 4月） 
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h25/ 
 

中小企業庁『中小企業利用ガイドブック』（平成 26年） 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h26/ 
 
 

 

３．信用保証制度 

 東日本大震災の影響を受けた中小企業が、事業の再建や経営の安定のために金融機関

から借り入れをする場合、一般保証とは別枠で、以下の保証制度を利用することが出来

ます。 

 

（１）東日本大震災復興緊急保証                           

震災により直接または間接の被害を受けた中小事業者が、金融機関から事業の再

建、経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証する制度で

す（借入金の全額に対して保証します）。 

http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150327005/20150327005.pdf
http://www.jcci.or.jp/2011/05/13/20110502.pdf
http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/2011/0513180432.html
http://www.jcci.or.jp/2011/05/13/20110502.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h25/
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※災害関係保証、セーフティネット保証、一般保証とは別枠の保証です。 

※適用期限を平成２8年３月３１日まで延長する政令が閣議決定されています。 

 

【出典】中小企業庁『東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策

を延長します』（平成 27年 3月 24日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150324shinsai.html 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150327shinsai.html 

 

 

（２）災害関係保証（直接被害を受けた方）                     

東日本大震災により直接被害を受けた事業者が、金融機関から事業の再建に必要

な資金を借り入れる場合に、信用保証協会が保証する制度です。 

※セーフティネット保証とは同枠、一般保証とは別枠の保証です。 

※適用期限を平成２8年３月３１日まで延長する政令が閣議決定されています。 

 

【出典】中小企業庁『東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策

を延長します（追加）』（平成 27年 3月 27日） 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150327shinsai.html 

 

（３）セーフティネット保証（５号）（業況が悪化している方）             

震災被害に限らず、売上減少など業況が悪化している事業者が、金融機関から経

営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証する制度です。 

※災害関係保証とは同枠、一般保証とは別枠の保証です。 

 

（４）一般保証                                  

   金融機関から事業用資金を借り入れる場合に、信用保証協会が保証する制度です。 

 

【出典】中小企業庁『平成 23年度第一次補正予算を踏まえた東日本大震災の被災中小企業

者向け資金繰り支援策の御相談の開始について』（平成 23年５月２日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110502Eq-F-K.html 

 

中小企業庁『東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策

を延長します』（平成 27年 3月 24日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150324shinsai.html 

 

中小企業庁『東日本大震災復興特別保証の概要』 
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120327003/20120327003-2.pdf 
 

中小企業庁『セーフティネット保証制度』 
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm 

 

中小企業庁『中小企業支援ガイドブック』（平成 23年５月２日） 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150324shinsai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150327shinsai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/150327shinsai.html
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http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf 
 

中小企業庁『中小企業施策利用ガイドブック』（平成 25年） 
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h26/ 
 

中小企業庁『中小企業利用ガイドブック』（平成 26年） 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h26/ 
 

 

４．共済からの支援制度 

 

（１）小規模企業共済                                

災害によって直接・間接に被害を受けた契約者（小規模企業共済に加入している

方）を対象とした貸付制度と、計画停電、資材等の流通難、風評被害等の影響によ

って１月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる契約者に

対する貸付制度があります。 

利用対象者 種類 取扱終了日 

被災地（※）の共済契約者 災害時貸付け 平成 28年 3月 31日 

被災地（※）の共済契約者 

（直接被害に遭われた方） 
特例災害時貸付け 平成 28年 3月 31日 

※被災地（災害救助法適用地域）は、「東日本大震災 災害救助法適用地域」を参照 

 

（２）小規模企業共済（共済契約者の家族への支援について）              

    ※取扱（申請受付）は終了しました。 

 

（3）倒産防止共済                                

    中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）に加入している契約者を対象に、

無担保・無保証人で行う貸付制度などがあります。 

 

【出典】独立行政法人中小企業基盤整備機構『東日本大震災に対する小規模企業共済制度 

の特例措置について』（平成 27年 3月 2日更新） 
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/059477.html 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改

正について』（平成 23年 4月 8日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110408RensaDefKyousai.htm 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済制度

の運用を一層改善します』（平成 23年 4月 22日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110418Eq-T.html 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h26/
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h26/
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/059477.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110408RensaDefKyousai.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110418Eq-T.html
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中小企業庁『中小企業支援ガイドブック』（平成 23年 5月 2日） 
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構『東日本大震災に係る契約者貸付けの取扱期

間について』（平成 26年 3月 7日） 
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/066312.html  

 

中小企業基盤整備機構『東日本大震災 災害救助法適用地域』 
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/075825.html 

 

 

５．各都県の融資制度 

 

各都県でも震災により影響を受けた中小企業向けに、事業復旧のための資金の融資を行

っています。 

 

青森県 青森県特別保証融資制度（平成 27年 4月 24日更新） 
    http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/270401_sinsai_chirashi.
pdf 

 

岩手県 中小企業東日本大震災復興資金等（平成 26年 1月 17日更新） 

http://www.pref.iwate.jp/engan/shien/010076.html 
 

宮城県『みやぎ中小企業復興特別資金』（平成 27年 3月 27日更新） 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokeisi/saigai2.html 

『経営環境変化対策資金（セーフティネット資金）』 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/safety.html 

 

福島県 福島県産業振興センター『被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金のご

案内』  

http://www.utsukushima.net/kashituke/seibi.html 

経済産業省『原子力災害にともなう「特定地域中小企業特別資金」』 
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140328002/20140328002.html 

 

茨城県 東日本大震災に係る中小企業復興支援・雇用対策 
http://www.sangyou.pref.ibaraki.jp/pdf/shinsai_chusho_fukko_taisaku0412.pdf 

中小企業向け融資制度のご案内（平成 27年 4月 1日） 
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/yushitop.html 
 

栃木県 東日本大震災復興緊急融資（現在は募集されていません） 

 

千葉県 千葉県制度融資（震災復興枠）（現在は行われていません。） 

 

東京都 【出典】東京都『東京都中小企業制度融資における「災害緊急」の新設について）』

（平成 23年 5月 12日） 

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/066312.html
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/075825.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/270401_sinsai_chirashi.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/270401_sinsai_chirashi.pdf
http://www.pref.iwate.jp/engan/shien/010076.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokeisi/saigai2.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/safety.html
http://www.utsukushima.net/kashituke/seibi.html
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140328002/20140328002.html
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/yushitop.html
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    http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/05/20l5c100.htm 

東京都『平成 27 年度 災害復旧資金融資の案内 （ 東日本大震災 ）』 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/kinyu/yuushi/270331_01_higashi.pdf 

 

【出典】青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都各ホームペ 

ージより 

 

 

６．資金についての相談窓口 
 

金融庁、財務省財務局、一般社団法人全国銀行協会、社団法人全国信用金庫協会、社

団法人全国信用組合中央協会のホームページに相談窓口が記載されています。 

 

（金融庁） 
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/debt.html 

 

（財務省財務局） 

  ①東北財務局 
    http://tohoku.mof.go.jp/ 

   

②関東財務局 
   http://kantou.mof.go.jp/ 

 

（一般社団法人全国銀行協会） 
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/disaster/index.html 

 

（社団法人全国信用金庫協会） 
    http://www.shinkin.org/ 

 

（社団法人全国信用組合中央協会） 
    http://www.shinyokumiai.or.jp/ 

 

【出典】金融庁、財務省財務局、一般社団法人全国銀行協会、社団法人全国信用金庫 

協会、社団法人全国信用組合中央協会各ホームページ 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/05/20l5c100.htm
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/kinyu/yuushi/270331_01_higashi.pdf
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/debt.html
http://tohoku.mof.go.jp/
http://kantou.mof.go.jp/
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/disaster/index.html
http://www.shinkin.org/
http://www.shinyokumiai.or.jp/

