
東日本大震災を受けての東北地域の産業の状況について

平成２３年４月７日

東北経済産業局

１．中小企業からの相談状況

３月１１日の地震発生から４月１日までに東北管内の商工会連合会、中小企

業団体中央会、商工会議所、各県及び当局に寄せられた中小企業からの相談は

延べ６，０３３件にのぼる。このうち、相談を分類集計している各県や当局等

の内容を見ると、資金繰りに関すること（４１．２％）、施策全般に関する情報

収集（３３．１％）に関する相談が多く、震災発生後、企業の多くが資金繰り

の問題に直面していることがうかがわれる。

＜主な相談事例＞

○資金繰り関係

・震災の影響で予約のキャンセルが相次ぎ、売上が大幅に減少し、当面の

資金繰りが厳しい。（岩手県・旅館業）

・津波で工場・機械が流出したため、従業員への給料の支払いや手形決済

用の資金等が手当できない。（宮城県・製造業）

・既契約工事の延期、災害復旧工事、材料不足等から運転資金が不足。（福

島県・建築業）

○中小企業

・融資ではなく助成金を交付する制度はないか。（岩手県・その他）

○雇用対策関係

・発電所関連の仕事をしていたが、今回の事故で仕事がなくなってしま

った。雇用調整助成金を利用したい。（宮城県・その他）

○風評被害関係

・原発事故の風評により宿泊客が少なくなっている。運転資金を借りたい。

（福島県・宿泊業）

○事業再開に向けた対策関係

・津波で工場が流されてしまったが、後継者は別会社を立ち上げたいと思

っている。創業の支援策を教えて欲しい。（宮城県・製造業）



２．企業・産業の概況

（１）沿岸部の企業・工場は、津波の被災により甚大な被害を受けている。水

産業・水産加工業に加え、火力発電所、石油精製所、鉄鋼、セメント、製紙

等の工場が被害を受け、操業再開まで長期間を要する企業がある。また、建

物・設備に壊滅的な被害を受けた中小企業は、廃業か再建か選択を迫られる

ケースもある。

（２）内陸部の企業・工場は、地震による被害を受けているが、建物・設備の

損壊等は比較的少ない。ラインの健全性の確認等準備が整えば操業可能な企

業等が多く、現在徐々に操業再開する企業等が現れている。しかしながら、

震災直後の操業停止による売上減や被災企業向け債権の回収不能等から、資

金繰りの問題を抱える中小企業が少なくない。

※操業再開（一部再開も含む）した企業・工場

○自動車関係

曙ブレーキ、古河電池いわき事業所 等

○半導体・エレクトロニクス関係

東京エレクトロン東北、富士通セミコンダクター会津若松工場・岩手工場

等、ＮＥＣトーキン、アルプス電気古川工場・平工場・小名浜工場 等

○製紙関係

三菱製紙北上工場、日本製紙勿来工場、いわき大王製紙 等

○化学

クレハいわき事業所、保土ヶ谷化学工業郡山工場 等

３．復旧・復興に当たっての要望等

（１）３月２９日（火）～４月５日（火）、東北６県の県、市、商工団体等（計

４５箇所）を訪問し、被災状況、復旧・復興に当たっての要望等を聴取。

（２）緊急の震災対策として、被災企業の資金繰り対策、雇用対策、風評被害

対策等の早急な実施、制度の拡充を求める声が強い。また、復旧・復興に向

けて、物流等のインフラの回復、復興のグランドビジョンづくり、事業再興

に対する思い切った支援等の要望が多く挙げられた。



＜主な要望内容＞

○資金繰り関係

・災害対策の融資・保証制度の拡充

利率の減免、貸付基準の緩和、セーフティネット保証との別枠化等

○中小企業関係

・間接被害に対する支援

観光業等への支援等

・事業再興に当たっての支援の強化

補助金等による支援

・中小企業に対する一括的支援体制の整備

ワンストップ相談窓口の設置等

○雇用対策関係

・雇用調整助成金、雇用保険制度の拡充

○風評被害関係

・風評被害への対策の強化

放射線検査体制の整備等

○事業再開に向けた対策関係

・貸工場・仮設工場、事業の共同化への支援

水産加工工場、商店街等



現地調査訪問先

＜青森県＞

○青森県庁

○八戸市役所

○青森市役所

○八戸商工会議所

○青森商工会議所

○青森県商工会連合会

○青森県中小企業団体中央会

○財団法人２１あおもり産業総合支援センター

＜岩手県＞

○岩手県庁

○盛岡市役所

○宮古市役所

○盛岡商工会議所

○宮古商工会議所

○岩手県商工会連合会

○岩手県中小企業団体中央会

＜宮城県＞

○宮城県庁

○仙台市役所

○石巻市役所

○仙台商工会議所

○石巻商工会議所

○塩釜商工会議所

○東松島市商工会

○松島町商工会

○宮城県商工会連合会

○宮城県中小企業団体中央会

○社団法人東北経済連合会

○社団法人みやぎ工業会

○日本政策金融公庫仙台支店

○商工中金仙台支店



＜秋田県＞

○秋田県庁

○秋田市役所

○秋田商工会議所

○秋田県商工会連合会

○秋田県中小企業団体中央会

○財団法人あきた企業活性化センター

＜山形県＞

○山形県庁

○山形市役所

○山形商工会議所

＜福島県＞

○福島県庁

○福島市役所

○福島商工会議所

○郡山商工会議所

○いわき商工会議所

○福島県商工会連合会

○福島県中小企業団体中央会
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青森県

１．被災状況等

・八戸市の産業基盤の被害が大きい。国際コンテナ航路である八戸港の防波堤

の復旧・復興が重要。また、漁港に隣接した水産加工場の多くは津波被害が

甚大。

・ホテル、イベント、百貨店、飲食業、冠婚などの自粛や観光客キャンセルに

よる間接的な被害による影響が大きい。また、新幹線の不通等による浅虫温

泉の被害は甚大。

・物流拠点の仙台の機能停止の影響が県内のサービス・流通業にも出ている。

２．復旧・復興に当たっての主な課題・要望

（全般）

・復興に向けての展望・ビジョンを明確に示すべき。また復興等にかかる予算

は前例にとらわれず必要な金額は全て措置してもらいたい。

・水産加工企業への貸し工場や集団化は可能性として高いのではないか。

・計画停電の影響を業種別に考えることが必要。

・原子力発電所事故の影響で、事故前のものも含め海外から水産物の安全証明

を要求されていることから、放射線測定機器の整備が必要。

（中小企業対策）

・新幹線が不通になっており、観光がストップしている。間接被害に対しても

実効ある金融支援を行って欲しい。

・今後、中小企業向け金融を拡充するためにも、信用保証協会の財務基盤強化

が必要。

（雇用対策）

・雇用調整助成金については、手続きの簡素化や適用要件の緩和を行って欲し

い。

・ハローワークの人員を増やし、円滑に相談に対応できる体制にして欲しい。
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岩手県

１．被災状況等

（沿岸部）

・沿岸部では、町の機能を全て失った地域が相当数存在している。また、広範

囲にがれきが散乱し復興の妨げとなっている。がれきの撤去なくして地域の

グランドデザインを描ける状況にない。

・水産加工場、旅館・ホテルの被害が甚大。また、浄土ヶ浜の白砂や高田松原

など、三陸海岸の観光資源の魅力が失われる恐れもある。

（内陸部）

・内陸部は直接的な大きな被害は少ないが、沿岸部の取引先の被災による間接

的な被害は深刻。

２．復旧・復興に当たっての主な課題・要望

（全般）

・地域のグランドデザインも大切だが、人や企業の活動は待ってくれない。優

先順位を決めて事業を継続する意志のある企業や地域の牽引者的な役割を担

う企業から重点的に支援する必要がある。

・最低限の機能回復をするための資金を借入金ではなく補助金で手当できるよ

うお願いしたい。特に、誘致企業の撤退は地域に与える影響が大きいことか

ら、設備投資に対する補助をお願いしたい。

・水産加工業のための貸し工場・共同工場についてはニーズが出てくるかもし

れない。共同店舗は仮設のもの、長期的に使用できるものの２本立てで必要。

・大槌、山田では小売機能がゼロになった。支援物資がなくなった後、自立が

できないので、仮設の小売店舗が必要。なお、物流網が途切れているので、

商品仕入れについては、大手卸の協力を仰ぎたい。

・国として、防災に関する考え方・基準などある程度の指針を示すことを期待。

・各種施策の公募期間について柔軟に対応して頂きたい。

・県内の復旧事業の発注に当たり、大手企業は資材供給などのバックアップ役

として位置付け、事業主体は可能な限り地元優先をお願いしたい。

（中小企業対策）

・既存債務の支払いを特例的にストップさせないと、新たに借金して復興する

ことができない。また、毎月のリース料の支払いを止めないと直ぐに倒産し

てしまう。

・災害貸付の利率は低くなっているが、それでも厳しいとの声が出ている。実
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質利率がゼロになるようにしないと厳しい。

・無担保や無保証などの貸付基準の緩和、倒産防止共済の弾力的な運用、雇用

保険における休業補償の支給額や支給期間の拡大が必要。

・内陸部では、今後の運転資金の相談などが出てきているが、沿岸部は、元金

支払いを１～２年猶予して欲しいなどの返済猶予の相談が中心。

・経営支援に向けたワンストップの相談窓口の設置、移動相談所の開設、巡回

相談が必要であるとともに、それら窓口等の設置の広報が大切。

・商店街向けの補助金を要望。支援策があれば、事業主の意欲向上につながる

のではないか。
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宮城県

１．被災状況等

・沿岸部の漁業、水産加工関係の被害が甚大。

・仙台市沿岸の工業団地・事業所の被害も大きい。電気・水・ガスのインフラ

が整わず、がれき等も散乱しており復旧が遅れている。

・震災直後は、物流の停滞により、地域の商店は開店できなかった。現在では、

徐々に開店し、並ぶ客の列は短くなったが、通常の状態に戻るにはまだ時間

がかかる。

・石巻など被害が甚大な地域でも、高台の工場など、原料などがあれば操業可

能なところもある。

２．復旧・復興に当たっての主な課題・要望

（全般）

・気仙沼、南三陸など津波により壊滅的な被害を受けた地域については、復興

に向けたグランドビジョンが必要。先ずはまちづくり計画の策定が必要。

・復興も域外の大企業頼りでいると地域経済が自立化できない。復旧の中で地

元企業も役割を果たすことが重要。

・仮設店舗は早急に整備したい。被災した商店街を共同化してコンパクトにす

ることも選択肢としてある。

・個々の水産企業の再建は困難であり、仮設工場や再編成による集団化が必要。

・復興に向けて、専門家による相談・指導が必要。

・物流面では、仙台空港の早期復旧が必要。また、仙台港背後地の被害も大き

く、がれきの撤去には民地も含め公費負担が必要。

（中小企業対策）

・マル経融資、日本公庫の災害復旧貸付の拡大が必要。

・無利子・長期の融資制度を設けて欲しい。据置期間も３～５年程度と長くす

ることが必要。

・被災事業者については、過去の融資の残債を含めて新規借り入れ（残債分は

借り換え）し、長期の据置期間を設けた上で期限一括返済といった仕組みが

できないか。

・間接被害の罹災証明をとるのは大変であり、柔軟に対応してほしい。

・災害関係保証をセーフティネット保証とは別枠にして欲しい。

・借金が残っているのに新しい事業を始めることはできない。事業を始めるた

めにはきっかけづくりとしての補助金が必要。補助が難しいのは分かるが、

中小企業がなくなることによって地域経済がガタガタになるよりましではな

いか。協同組合を形成するのも一案。
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・被害を受けた商店街に対してハード・ソフト両面で（全額）補助をお願いし

たい。

（雇用対策）

・採用内定を取り消された新卒者に対しても、具体的な雇用対策を講じて欲し

い。
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秋田県

１．被災状況等

・太平洋側に比べ、直接被害は少ない。

・物流への影響は大きく、資材・原材料が入ってこない、域外への出荷が出来

ないことから、県内生産活動が停滞している。商品の入荷も少なく、秋田市

内のコンビニエンスストアは空いた棚が目立つ状況。

・観光業では、冬期の客減少を春以降の集客でカバーしているが、予約キャン

セルが相次いだことから、従業員の解雇、廃業したホテルがある。

・雇用を支えてきた建設業では、建設資材が入らず、豪雪による雪害の修繕作

業も進まない状況であり、今後、雇用への影響も懸念される。

・中国等、放射能検知を理由に輸出ができないケースが出ている。

２．復旧・復興に当たっての主な課題・要望

（全般）

・電力の安定供給について、誘致企業の他地域への移転を防止するためにも、

東北全域で考えて欲しい。

・県の経営支援方策と二重になることを避け、効果的な内容にするため、国の

融資・貸付制度等の施策を早く示してもらいたい。

・復興計画策定の際には、東北を仙台への一極集中から、地域へのリスク分散

を前提としたものとして欲しい。

（中小企業対策）

・被災地域に工場・支店・販売店等を持つ企業、被災地域からの入荷・受注停

止より被害を被っている企業もある。風評被害・自粛ムードにより、観光・

宿泊・飲食・土産品製造等関係企業への影響も大きいことから、地震による

直接的被災地のみならず、二次的被災発生地域も被災地域に指定して欲しい。

・融資制度は、大幅に要件を緩和（無利子、返済期間延長等）して欲しい。

・放射線量測定と安全証明のシステムを国が整備するとともに、海外の安全基

準による評価との統一を図って欲しい。

・計画停電は、なるべく回避してもらいたいが、実施する場合は企業の生産活

動（特に復興資材等生産）に影響を与えないことと、生命の安全確保の観点

から計画を立て、早期に情報を提供することは必要。
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山形県

１．被災状況等

・被災企業の操業停止や生産縮小により、特に、電気・機械関係の産業では、

部品・資材の調達に苦労している。

・結婚式や送別会等が自粛ムード。宿泊施設のキャンセルが相次ぐなど間接被

害の影響が大きい。

２．復旧・復興に当たっての主な課題・要望

（全般）

・被害を受けている中堅企業に対する支援の仕組みを考えて欲しい。

・計画停電は、特に半導体に影響が大きい。一度ラインを止めると立ち上げに

時間を要する。

・原材料の大半を太平洋側から仕入れていたため、一般機械、自動車、半導体

の生産が停止した企業がある。

・日本製というだけで、輸入の際に放射能に汚染されていないことの証明を求

められるようになった。どこでどのように証明を受ければよいのか早急に検

討して欲しい。

（中小企業対策）

・国の保証制度は、直接被災地になっているため、山形県は対象になっていな

いが、被害があるので対象地域の見直しをお願いしたい。

・つなぎ融資があればありがたい。

（雇用対策）

・地震被害に伴う雇用調整助成金の特例対象地域にして欲しい。
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福島県

１．被災状況等

・原子力発電所事故の影響により、県内生産物（農産品、食品、工業製品等）

の出荷停止や取引拒否による売上の減少、物流の停滞、宿泊予約のキャンセ

ルなど風評被害問題が深刻。海外に製品などを輸出する際にも相手方から安

全証明を要求されるが、検査機関も４月中頃まで対応できない状況。また、

サプライチェーンが崩れ始めており企業の海外流出が心配な状況。

・ホテル・旅館業では、５月の連休でも予約のキャンセルが多数発生。廃業、

営業再開の見通しが立たない事業者もあり極めて厳しい状況。

・自粛により消費の冷え込みが起きている。

２．復旧・復興に当たっての主な課題・要望

（全般）

・誘致企業を県内にとどめるためにも、減税や電気料金の引き下げなどの措置

を検討願いたい。

・浜通り地域の事業所移転に対しては、各種関係法令に基づく手続きの簡素化

や費用への助成等の支援をお願いしたい。

・復旧のための公共事業については、地元の中小建設業を使うようにして欲し

い。

・福島県産のイメージ回復のために、公的機関の食堂で農産品を利用して頂く

のが一番効果的。

（中小企業対策）

・原子力発電所事故による風評被害に対応した保証制度の創設、高度化資金に

係る返済猶予期間の設定などを要望。

・原子力発電所事故により県外に避難した中小企業者に対し、政府系金融機関

において優遇措置を図るなど県中小企業制度資金の補完を要望。

・取引先の被災により債権回収ができないといった間接被害に対応した保証制

度の創設などの支援策を要望。

・災害関係保証とセーフティネット保証との別枠化を要望。

・利子及び保証料の負担も厳しいとの声が多い。中小企業向け融資に対する利

子補給及び保証料に対する全額補助を要望。また、低利子であっても融資で

は事業を再開できない企業が多数出ていることから、補助制度の創設が必要。

（風評被害対策）

・放射能の状況、福島県産の安全性について、国民に対する迅速・正確な情報

提供が必要。この一環として、国が責任をもって迅速な検査体制の確保と検
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査費用の支援を行うことが必要。

・出荷に関する放射線量のガイドラインを早急に策定し、事業者が円滑に取引

できる体制を早急に確立すること。

・他国の過剰な輸入制限に対する撤廃への働きかけを行うことが必要。

・農林水産物のみならず、食品や工業製品等についても補償が検討されるべき。


