
県連・商工会等による支援の動き 4/22~4/30 
 

 

4/30 山形県・庄内町商工会などが「南三陸町の復興を願う集い」を開催 

庄内町の友好町で、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県南三陸町を支援しようと、

「南三陸町の復興を願う集い」が２７日、庄内町商工ふれあい会館で開かれた。 

 町や商工会などでつくる実行委員会が企画。自粛ムードが漂う中、町全体を活気づけ、

南三陸町への支援の意識をさらに高めようと開催された。町民有志が太鼓の演奏を披露し

たほか、参加者は両町で生産された「亀の尾」を酒米に使用した純米酒「南三陸庄内の風」

などを飲み、復興支援への誓いを新たにした。参加料３千円のうち一部を義援金として庄

内町を通じて南三陸町に届ける。 

 

 

4/30 福島県連、県内各商工会による窓口・支援情報 

県商工会連合会＝被災した事業者の特別相談窓口。午前８時半～午後５時１５分（土、

日曜、祝日は午前９時～午後５時）。総合連絡窓口は県連本部（電話）０２４（５２５）３

４１１。臨時商工会事務所は次の通り▽小高（鹿島商工会館内）（電話）０２４４（４６）

２２５０▽浪江町（あだたら商工会館内）（電話）０２４３（２２）９１００▽双葉町（あ

だたら商工会館内）（電話）０２４３（２３）３３３６▽大熊町（会津若松市大熊町役場内）

（電話）０２４２（２９）５７７０▽久之浜町（四倉町商工会館内）（電話）０２４６（３

２）２９００▽広野町・楢葉町・富岡町・川内村（アドレスいわき中央ビル内）共通（電

話）０２４６（２９）３０５０▽葛尾村（常葉町商工会館内）（電話）０２４７（７７）２

０１９▽矢吹町（矢吹駅西口コミュニティプラザ内）（電話）０２４８（４２）４１７６▽

都路町（船引町商工会館内）（電話）０８０（６０３０）９９２８ 

 

 

4/29 徳島県連などが県内企業への東日本大震災の影響の影響を調査 

徳島県連など徳島県内の経済団体などが３月末から４月中旬にかけて、県内企業に東日

本大震災の影響を問うアンケート調査を相次いで実施した。売り上げ・客数が落ち込んだ

企業が半数近くあるなど、各調査結果からは、震災の影響が県内のあらゆる業種に広がっ

ている現状がうかがい知れる。 県商工会連合会は県内２６商工会の計２８７事業所を訪

問。対面で聞き取りしたところ、６５・５％が原材料などの調達で「影響あり」と答えた。 

売り上げや来店者数が減少している事業所は４７％。卸売業（７６・９％）と製造業（５

４％）で高い比率を示した。 対応策は「在庫でしのぐ」「仕入れ先の変更」などの取り

組みが目立つが、大半は「我慢するしかない」と妙案を見いだせずにいる。「生産ができ



ず、つなぎ資金を借りている」と経営状況が深刻な事業所もあった。 

  

 

4/28 群馬県みなかみ町商工会が町などと復興に向け商品券を発行 

みなかみ町は町観光協会、町商工会と合同で、町内で宿泊した人に商品券を最大４千円

分贈る「エンジョイみなかみ商品券プラン」を実施する。東日本大震災の影響で落ち込ん

だ宿泊客の回復と町内消費の活性化が狙い。商品券は大人１人１泊を対象に、宿泊料金が

８千円以上なら４千円分、８千円未満なら２千円分を贈る。商品券の総額は７５００万円

で、町が５０％、宿泊施設が４０％、商店などが１０％を負担する。対象となる宿泊施設

と商品券を使える飲食店や商店は、観光協会や商工会の会員に限定せず広く募る。参加す

る施設や店舗が決まり次第、エリアごとの紹介マップを作製して商品券とともに宿泊者に

配布する予定。 

 

 

4/28 秋田県・大館北秋商工会などが再生会議を発足、経済活性化し被災地支援を目指す 

日本大震災の被災地支援のため、自粛ムードなどで冷え込んだ経済活動を平常化しよう

と、大館市災害復興支援・地域経済再生会議が２７日発足し、初会合が開かれた。 大館

北秋商工会、大館商工会議所、市観光協会、ＪＡあきた北、大館北秋田森林組合、市の計

６団体で構成。オブザーバーとして県北秋田地域振興局、ハローワーク大館、東北電力大

館営業所が参加した。この後、震災後の厳しい景気状況について出席者が報告。「建設資

材が復興支援に回っているため、いつどんな資材がいくらで入ってくるのかが分からず、

顧客に見積もりや工期を出せない」（建設業）、「３月の宴会予約は８、９割がキャンセ

ル、４月も例年の半分。大型連休も白紙状態で、このまま夏を乗り切らなければならない」

（飲食業）などと悲鳴にも似た発言が相次いだ。 今後は地元消費の推進策や構成団体に

よる意見交換、行政への要望活動に取り組む。決議も採択し▽イベントや会合を積極的に

開く▽風評に惑わされない▽被災地域の物産販売や取引を通じて被災地を支援を目指す。 

 

 

4/28 茨城県連などが知事に復興メッセージ 

茨城県連など県内主要経済団体でつくる茨城産業会議（議長・関正夫県経営者協会長）

は２７日、県庁に橋本昌知事を訪問し、東日本大震災からの早期復旧と復興へ向け、経済

界の要望などのメッセージを手渡した。 
メッセージでは「震災の難局を乗り切り、災害からの早期復興と新しい茨城の創造に取り

組んでいかなければならない」と訴えた。その上で、産業界として自治体や市民らと被災

地支援や経済の立て直しに努力する、とした。また原発事故に伴う産業界の風評被害につ



いて、事態の解消のため国や自治体の対策を要望した。 
 

 

4/28 栃木県・桑絹商工会などが復興支援へバザー、オークションを開催  

喜沢の小山・思川温泉野外会場で東日本大震災の被災地復興を支援する「チャリティー

バザール」が２９日から５月８日まで開催される。市民提供の物品を販売するほか、３日

には市ゆかりの芸能人、スポーツ選手らの協力でオークションも行われる。 

 バザールは、桑絹商工会と県県南体育館の避難者を入浴に招待した同温泉などが、復興

支援の一助にと、桑絹商工会などと実行委員会を組織して開催する。オークションには小

山評定ふるさと大使の女優大場久美子（おおばくみこ）さん、映画監督秋原正俊（あきは

らまさとし）さんが参加。女優の三田佳子（みたよしこ）さん、歌手の園（その）まりさ

ん、伊藤咲子（いとうさきこ）さん、市出身スポーツ選手らが出品に協力する。 

 

 

4/28 静岡県・由比町商工会のＰＲキャラ「ゆいちゃん」が被災地支援活動に一役 

 「さくらゆいちゃん」は由比町商工会が１０年ほど前に制定したサクラエビのずきんを

かぶったキャラクター。当初、知名度は低かったが、昨年夏にストラップを販売したとこ

ろ好評で、「着ぐるみを作り、由比のＰＲ役になってもらおう」と、５月３日に静岡市清水

区の由比漁港で開かれる「由比桜えび祭り」に向け、由比産業振興会などが昨年末から準

備を進めてきた。 

 ところが、「桜えび祭り」は中止。一方、地元の商業者が「元気な由比をいつも通り盛り

上げよう」と「やらざーバザール」と銘打った復興支援イベントを企画、同日開かれるそ

のイベントで、デビューの場が確保されることになった。 バザール期間中は、旧東海道

に軒を連ねる商店などが、義援金を募り特売などを行う。「ゆいちゃん」は同公園を中心に

会場を歩き、記念撮影に応じる。 

 

 

4/28 宮城県商工会青年部連合会がクラウドサービスを使った被災者支援 
クラウドサービスが多くの企業、自治体の被災者支援に利用される中、宮城県商工会青

年部連合会は、グーグルの「Ｇｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」を使

って、「災害支援ｎｅｔ宮城＠３１１東北」と呼ぶＷｅｂサイトを開設した。全国から寄せ

られる支援物資の情報管理や商工会メンバーによる支援活動スケジュールの管理、被災地

の情報発信などに使っている。 

 

 

4/28佐賀県・唐津市商工会女性部が義援金活動 



唐津市商工会女性部では、通常総会時に部員へ呼び掛け、集まった義援金 121,364 円を佐賀善

意銀行（佐賀新聞社内）へ渡した。 

 

 

4/27 潮来市商工会などが請願、「水郷潮来あやめまつり」が開催へ 

東日本大震災の影響で開催が危ぶまれていた第６０回「水郷潮来あやめまつり」（５月

２１日～６月２６日）が、予定通り開催されることが決まった。潮来市の一大イベントで

ある「水郷潮来あやめまつり」には、毎年大勢の観光客が県内外から訪れている。昨年は

約８３万人。メーン会場の前川あやめ園の舟乗り場などが震災で一部破損し、その後の自

粛ムードなどもあり、開催が危ぶまれていた。そうしたなか、市商工会や水郷潮来観光協

会などの地元団体が「震災復興のメッセージとしてぜひ開催を」と嘆願書を市に提出し、

今回の開催にこぎつけた。 

 

 

4/27 茨城県・高萩市商工会が「復興祈念青空市」を開催 

高萩市商工会は域の活性化を目的に活動する高萩こうし隊と「復興祈念青空市」を開催。地元

の野菜、牛汁、牛串などが販売された。売上金の一部は高萩市災害義援金として復興に役立て

られる。当日は約４００人が訪れ、盛況だった。 

 

 

4/27 石垣市商工会がＣＯ２相殺で復興支援 

石垣市商工会は昨年１２月から今年１月に沖縄・石垣島の商店街で実施したクリスマス

イベントで発生したＣＯ２の相殺に、「震災復興支援型カーボンオフセット」を活用する。

これは使用クレジットの一部に被災地の東北地方から創出された国内クレジットを用い、

購入金額の１０％を震災復興支援プロジェクトに寄付する仕組みでこれにより、地球温暖

化対策と震災復興支援の両方に貢献することになる。 

 同商工会は石垣島美崎大通りで開催された「南の島商店街エコクリスマス」イベントに

おける照明使用等に伴って排出されたＣＯ２の相殺に、震災復興支援型カーボンオフセッ

トを利用する。同イベントに係る排出量は、ＣＯ２で２７２・３キログラムとなっている。

実際の排出量を上回る１トン分の国内クレジットを購入することで、カーボンオフセット

のみでなく、カーボンマイナスを実現、さらに購入金額の１０％を震災復興支援プロジェ

クト「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＪＡＰＡＮ」に寄付する。 

 

 

4/27 栃木県連など社員旅行通常開催など観光地活性化を呼び掛け 



栃木県連など県内の５経済団体は２６日、東日本大震災からの復興支援と地元活性化に

向けた取り組みをまとめた。震災後の自粛ムードを払拭しようと、観光客が激減している

観光地での社員旅行開催などを会員企業に呼びかける。 ５団体は（１）各団体の年間行

事を自粛せず、通常通り行う（２）会員企業の社員旅行を風評被害を受けている観光地な

どで実施することを呼びかける（３）各団体が行うイベントで地産地消を徹底するなどの

取り組みを進めることで合意した。 
 取り組みをまとめたのは県商工会連合会、県経済同友会、県商工会議所連合会、県中小

企業団体中央会、県経営者協会の５団体。 

 

 

4/27 茨城県商工会青年部連合会が都内で野菜直売会を開催 

県商工会青年部連合会は５月８日午前１０時からサンストリート亀戸のマーケット広場

（東京都江東区）で「茨城あんしん野菜直売会」を開く。震災復興支援として、本県野菜

の安全性をアピールし、消費拡大を図る。県商工会連合会は「本県産野菜の安全を訴え、

農業を元気にしていきたい」としている。問い合わせは県商工会連合会ＴＥＬ０２９（２

２４）２６３５ 

 

 

4/27 福岡県・みやこ町商工会が岩手県内 4商工会にパソコン等を寄贈 

みやこ町商工会の城戸会長（福岡県連会長）、4月 11日(月)の全国連主催の商工会相談指

導事業改革検討委員会に出席。し、岩手県連から、津波被害の甚大な 4 商工会においてパ

ソコン等の事務機器も無く困っているとの話を受け、商工会が「国府の郷みやこ町物産直

売所」の運営により得ている手数料収入を活用して、岩手県連を通じて、4月末までに 4商

工会に対して、パソコン 2台＋複合機 1台を、それぞれ贈ることとした。定。 

 

 
4/27 千葉県連が中小企業復興支会議に参加 

千葉県は 26 日、県内経済団体や金融機関、関東財務局千葉財務事務所などで構成する中

小企業復興支援会議を立ち上げた。東日本大震災の復興で関係機関の連携を強化するほか、

中小企業などの要望を吸い上げ県の政策に反映させる狙い。 

 同日の初会議では、経済団体などが旭市など被害の大きかった地域の企業の被災状況を

説明した。「旭市飯岡地区の商店街が壊滅的な被害を受けた」（県商工会連合会）といった

報告のほか、農業や水産業への風評被害の懸念、旅行自粛で需要が急減する観光・宿泊業

への支援を求める声もあった。 千葉県は会議で出た要望を、５月の臨時県議会に提出す

る補正予算案などに反映させる方針。 

 



 

4/26 岩手県・山田町商工会会員が奮闘、高校入学式へ制服を間に合わせる 

山田町の衣料品店などでつくる町商工会洋品納入組合の組合員らが２５日、被災しなが

らも、今春、県立山田高校に入学する生徒のために制服を納入した。この日は、買い求め

る新１年生の親子らが長い列を作り、手にした制服のサイズを確認したり、同級生と試着

したりして、２８日の入学式を心待ちにしていた。 

 組合に加盟する１０店のうち、７店が津波や火災で被害を受けた。どの店も営業再開が

厳しい状況だ。組合長の大久保信之さんが、自身も再建のメドが立たない中、「新入生たち

に、例年通りに制服を届けよう」と組合員に呼びかけた。 

 山田高校の新入生は約８０人で、組合員らは入学説明会のあった６日に総出で採寸。必

要なメジャーなどは、被災を免れた他店舗からかき集めた。１１日にはメーカーに発注し

ていた制服が届き、思いのこもった制服を手にした新入生たちからは、大きな笑みがこぼ

れた。 

 

 
4/26 静岡県連などが避難者雇用で連携、協議会を設立   

静岡労働局は２５日、静岡県県商工会連合会、県商工会議所連合会など２０の関係団体

と連携し、「静岡県 日本はひとつ しごと協議会」を発足させた。県内で受け入れている

東日本大震災の避難者の就業先を確保するため、県内の製造業やサービス業、農林水産業

などの企業に働き掛けて雇用を開拓する。また、集まった求人情報を労働局を通じて被災

地にいる求職者に提供する。 

 協議会にはほかに、県中小企業団体中央会、連合静岡、県農業協同組合中央会、県漁業

協同組合連合会なども参加している。 

 
 
4/26 宮城県連が被災者の雇用促進の協議会に参加 

宮城労働局は２５日、県内の企業団体や国の出先機関などの関係者を集め、被災者の雇

用促進などに向けた協議会を設置した。協議会を通じて各機関が復旧・復興計画や雇用関

連の情報を集約し、ハローワークを通じて求人情報などを早期に提供する体制を整える。 

 第１回の会合には宮城県のほか東北地方整備局や農政局、県商工会連合会、県建設業協

会などが参加、今後、被災地のがれきの撤去や道路などインフラ整備の需要が高まること

を踏まえ、失業した被災者を建設業者などが優先的に雇用する方針を確認した。 

 
 
4/25 熊本県・宇土市商工会がバザー益金を被災地へ  



 市商工会の商店街活性化推進協議会が主催する、うと１００円商店街「飛躍縁祭」が ２

３日、開催された。約６５店が通常数百円の品物を１００円で販売。各店が商品を無償提

供した東日本大震災復興支援のチャリティーバザーやプレミアム（割り増し）付き食事券

を販売する企画もあり、多くの客でにぎわった。バザーの益金は全額被災地へ送られる。 

 
 
4/25 茨城県・ 那珂市商工会復興支援イベンをト開催 

東日本大震災で大きな被害を受けた那珂市民を元気づけようと、「復興支援八重桜チャ

リティーイベント」が２３、２４日、同市の静峰ふるさと公園で開かれた。 

 「日本さくら名所１００選」にも選ばれている同園の八重桜の開花に合わせ、震災の影

響で中止になった市主催の「八重桜まつり」の代わりに那珂市商工会がイベントを企画し

た。 

 会場では風評被害に苦しむ農家を応援しようと、地元産のダイコンやインゲンなどを煮

た郷土料理「七運汁（ななうんじる）」が振る舞われたほか、鉾田産のメロンなども販売

された。 

 

 

4/25 岩手県・陸前高田商工会が労働・生活相談会を開催 

労働・生活相談会２８日、５月１２、１９、２６日１１～１４時。高田町鳴石５０の４７、陸

前高田商工会仮事務所。０８０・１６６７・５４８７ 

 

 

4/25 山形県・庄内町商工会などが友好町の南三陸町を支援 

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県南三陸町を支援しようと、同町の友好町であ

る庄内町の有志が２７日、庄内町商工ふれあい会館で、「南三陸町の復興を願う集い」を

開催する。会食形式のイベントで、参加料の一部を義援金とする。町や商工会などでつく

る実行委員会（呼びかけ人代表・原田真樹町長）が企画。自粛ムードが漂う中、庄内町を

活気づけ、南三陸町を支援しようと開催を決めた。町商工会や企業の協賛を受け、売り上

げの一部を義援金として庄内町を通じて届ける。 

 

 

4/24  埼玉県・騎西商工会などが避難住民支援の「双葉町自立支援隊」を発足 

福島第一原発の事故を受け、福島県双葉町の住民が集団避難している加須市騎西地域の

商店や団体が集まり、「双葉町自立支援隊」を発足した。目的は、旧騎西高校から周辺の住

宅へ引っ越した町民の生活支援。隊長の美容室経営内田昇さん（５６）は「地元で協力し

合い、息の長い活動にしたい。双葉町の人たちが古里に戻るまで、地元を挙げて手を差し



伸べたい」と意気込んでいる。  

 町民が旧騎西高校に移転して約三週間たち、騎西地域の商店や団体の代表ら二十二人が

集まり、支援隊の立ち上げを決めた。「騎西商工会」など十三団体や、各団体に属する商店

が参加。不動産会社代表の酒巻忠重さん（６１）は周辺の一戸建てやアパートへ移った町

民は既に十五世帯以上に上るといい、「避難所を離れると支援が一切なくなる。これでは双

葉の人たちは自立できない」と話した。 

 支援隊は二十三日、同校から引っ越す町民向けに、物資提供や地元スポーツ団体の入会

情報に関する掲示板と「要望かなえ箱」を校内に設置。今後、加盟店・団体は「双葉町自

立支援協力店」と書かれた黄色いのぼりを掲げ、客や知人に食器類や電化製品の提供を呼

び掛け、物資情報を町民に知らせていくという。 

 

 

4/24 沖縄県・渡嘉敷商工会青年部が海開きバザーで売り上げを寄付 

 渡嘉敷村商工会青年部（古波蔵善之介部長）は１７日に開かれた「２０１１鯨海峡海開き」会場の阿波

連ビーチ入り口に出店し、募金活動を行った同商工会のオリジナルＴシャツやカレーライス、おにぎり、

焼きそばなどの売上金全額を震災被災者の義援金にした。 

 また、被災地福島県から村内の青少年交流の家に３月３１日から避難中の伊藤路子さん（６３）、絵里

さん（２４）親子を海開きに招待し、同青年部がＴシャツとグラスボート乗船券をプレゼントして喜ばれた。

古波蔵部長は「被災者の多くが海の仕事に携わる方々。海に関わる者同士として被災地のために何

かしたいと思い青年部で計画した」と話した。 

 
 

4/23 秋田県・男鹿市商工会青年部・女性部が岩手県大船渡市で被災者支援の炊き出しを実

施 

男鹿市商工会青年部・女性部は市青年経営者協議会と協力し、岩手県大船渡市で被災者

支援の炊き出し（男鹿のやきそば 600 食）を実施した。同地で炊き出しを行うのは２回目

で 4 月７日にも青年部・婦人部・そして市青年経営者協議会か協力し、このときはきりた

んぽ鍋の炊き出しを行っている。 

 

 

4/23 福島県内各商工会で特別相談窓口を開催中   

県商工会連合会＝被災した事業者の特別相談窓口。午前８時半～午後５時１５分。総合

連絡窓口は県連本部（電話）０２４（５２５）３４１１。土、日曜も受け付け。臨時商工

会事務所は次の通り。月－金曜▽小高（鹿島商工会館内）（電話）０２４４（４６）２２５

０▽浪江町・双葉町（あだたら商工会館内）（電話）０５０（５８０７）５１３９▽大熊町

（会津若松市大熊町役場内）（電話）０２４２（２９）５７７０▽久之浜町（四倉町商工会



館内）（電話）０２４６（３２）２９００▽広野町（アドレスいわき中央ビル内）（電話）

０９０（３６４３）５１４９▽楢葉町（アドレスいわき中央ビル内）（電話）０９０（３６

４６）６２０７▽川内村（アドレスいわき中央ビル内）（電話）０７０（５５５４）２４２

６▽富岡町（アドレスいわき中央ビル内）（電話）０７０（５５６８）２５３４▽葛尾村（常

葉町商工会館内）（電話）０２４７（７７）２０１９▽矢吹町（矢吹駅西口コミュニティプ

ラザ内）（電話）０２４８（４２）４１７６▽都路町（船引町商工会館内）（電話）０８０

（６０３０）９９２８ 

 

 

4/23富山県・小矢部市商工会青年部が宮城県気仙沼市で炊き出し 

小矢部市商工会青年部の部員１９名は、宮城県気仙沼市を訪問し、4 月 23 日、昼食とし

て、興福寺において、うどん 100 食、浄念寺において、うどん 150 食、夕食として、光ヶ

丘保養園において、うどん 250 食の炊き出しを実施した。また、青年部より学童用文具の

提供を行った。 

 

 

４/22 秋田県・藤里町商工会青年部が南三陸商工会に救援物資を届ける 

藤里町商工会青年部では、交流のある南三陸商工会と連絡がつき、カップラーメン、電

子レンジ等を直接、商工会へ持参した。平成２１年６月２１日に南三陸商工会青年部１５

名が「森のえき」を視察に来ており、その時から青年部同士の交流が続いていた。南三陸

商工会青年部では、視察に来てくれた部員６名が行方不明とのことである。 

 

 

4/22 静岡県・伊豆の国商工会、伊豆市商工会が経営対策相談会等を開催 

観光を基幹産業としている伊豆市や伊豆の国市で、東日本大震災後の観光客激減に伴い、

地域経済の冷え込みが深刻化している。キャンセルが続出した旅館にとどまらず観光関連

の他業種にも影響は波及。旅館の予約状況は多少改善しつつあるが、団体客や外国人客は

戻らず、「今後は廃業や倒産の事業所が出かねない」（地元商工関係者）厳しい状況が続く。 

  伊豆の国市商工会が３月末に開いた融資や助成金制度の説明会には「予想の３倍超」

（担当者）の約７０事業所が出席し、業種は旅館業以外に飲食業や小売業など多岐にわた

った。３月の宿泊客数が前年の約３割に落ち込んだ伊豆市でも、４月２０日に商工会が緊

急経営対策相談会を開催し、旅館業や小売業の相談が目立った。 震災後の地域経済を活

性化するため、伊豆市は例年秋に発行するプレミアム商品券を前倒して５月に発行するこ

とを決めたが、打つ手は限られている。 

 

  



4/22 埼玉県寄居町商工がオリジナル被災者支援ステッカーを販売  

寄居町商工会が、商工会のイメージキャラクター「乙姫ちゃん」、町特産ハーブのイメ

ージキャラクター「キナナン」など町内四つのゆるキャラをあしらった被災者支援ステッ

カーを販売している。売上金全額を日本赤十字社を通じて被災地に寄付する。 町役場や

県立川の博物館などで販売している。問い合わせは、同商工会（（電）０４８・５８１・

２１６１）へ。 

 

 

4/22 那須町商工会などが「那須元気」を東京でＰＲ 野菜販売や抽選会を開催 

東日本大震災、福島第１原発事故による自粛ムードで観光客が激減、農産物への風評被

害も心配されるとして、那須町と、那須観光協会、那須町商工会、那須町森林組合、那須

野農業協同組合が那須町は２８日、東京・有楽町駅前のイトシア広場で、町内主要団体と

「ホッとしにおいで那須 那須元気！宣言」キャンペーンを実施し、「那須観光の安全性」

と「那須の農産物の安心感」を強くＰＲする。 キャンペーンでは、高久勝町長の「那須

の安全宣言」、町内産の野菜の販売や観光パンフレットの配布、那須元気バッジの販売、抽

選会などを計画している。野菜の売り上げの一部は被災地への義援金にする。 

 震災から１カ月以上が経過したが、自粛ムードが漂い、観光施設、宿泊施設は、観光客

の激減に頭を抱える。ゴールデンウイークが迫っており、主催者側は「少しでも早く、一

人でも多くの人が那須観光に訪れるキャンペーンにしたい」と力を込めている 

 

 

4/22 鳥取県県中部商工会産業支援センターが震災の影響を調査 

東日本大震災の影響で県内温泉地の宿泊キャンセルが続いている。鳥取県県中部商工会

産業支援センターの調査では、三朝、はわい、東郷の９割を超える旅館が前年同期より売

り上げが減ったと回答した。 調査は１４、１５日、２３社に面接方式で行った。震災以

降の売り上げ▽採算▽資金繰りなど６項目を前年同期と比較した。 

 売り上げは、「減少」が８３％▽「やや減少」が１３％。資金繰りは、「悪化」が３９％

▽「やや悪化」が４３％だった。今後３カ月の予測は、売り上げは「減少」６１％▽「や

や減少」３９％。資金繰りは、「悪化」４３％▽「やや悪化」３５％と厳しい結果になっ

た。 

 

 

4/22 青森県・下北地域の６商工会などが原子力施設早期着工を要望 

東通村など下北地域の６商工会で構成する「むつ下北地区商工会連絡協議会」と、むつ

商工会議所などでつくる「むつ下北地区エネルギー懇談会」は２１日、同地域で原子力関

連施設を建設または計画する４事業所を訪問し、建設工事の早期着工を要望した。 



 ４事業所は、東日本大震災後に原発施設の建設工事を見合わせている東京電力の東通原

子力建設所（東通村）と電源開発の大間原子力建設所（大間町）、貯蔵建屋の工事を依然

中断しているリサイクル燃料貯蔵（むつ市）、２号機の建設を計画している東北電力の東

通原子力発電所（東通村）で、それぞれ所長らに要望書を手渡した。 

 要望書では、工事見合わせによって地元の経済活動が停滞し、解雇が増えているなどと

指摘し、〈１〉安全性の早期確保と建設工事の早期着工〈２〉防災道路や広域避難道路整

備〈３〉原子力エネルギー利用計画の堅持と地域振興策――などを求めた。 

 

 

4/22 山形県・南陽市商工会などが震災による窮状を報告 

震災後、低迷する景気を立て直そうと、置賜地方の商工観光関係者が米沢市内で２１日

に開催した緊急の経済対策連絡会議で、自粛ムードを受けた売り上げの激減や宿泊のキャ

ンセルなど窮状を訴える声が相次いだ。 

 県置賜総合支庁や地元市町のほか、商工団体や金融機関、農協などの関係者約３０人が

出席。南陽市商工会は「赤湯温泉では震災後、宿泊客ら約１万２０００人のキャンセルが

あり、１億５０００万円から２億円の減収」と訴えた。 

 

 

4/22 陸前高田商工会仮事務所で労働・生活相談が開催 

労働・生活相談会２８日、５月１２、１９、２６日１１～１４時。高田町鳴石５０の４

７、陸前高田商工会仮事務所。０８０・１６６７・５４８７ 

 

 

4/22 宮城県・東松島市商工会で被災者を対象にした特別相談会を開催 

東松島市商工会鳴瀬支所で宮城労働局による被災者を対象とした「ワンストップ出張相

談」が開催される。震災で離職した被災者の雇用保険受給手続きや、会社が被災して休業、

廃止を余儀なくされた場合の雇用保険特例措置などの相談に応じる。年金事務所も窓口を

開設する。 開設場所は次の通り。【２２日】東松島市商工会鳴瀬支所（同市小野、午前１

０時～午後４時） 

 

 
4/22 石川県連などが復興に向け消費回復による経済活動の正常化目指す 

東日本大震災による経済への影響が深刻化する中、県内の経済、観光、労働団体と県が

一丸となり、消費回復へののろしを上げる。 震災発生以降、被災地に配慮した自粛ムー

ドの広がりにより、温泉旅館やホテルでは多数のキャンセルが発生。県商工労働部による

と、小売りや飲食、サービス業でも、売り上げが大幅に下落するなど、消費の低迷が県内



経済に甚大な被害を与えている 

 各団体は、被災地の早期復興のためにも、被害を受けなかった地域が日本経済を支えて

いく必要があるとして、各団体の会員企業や県民に対する消費マインドの喚起を目的とす

る懇談の開催を、県に呼び掛けた。 

 懇談には、金沢経済同友会、県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中小企業団体中

央会、県観光連盟、日本旅行業協会中部支部石川地区会、連合石川の７団体が参加。各団

体が震災の影響を報告するとともに、今後、積極的な消費を行っていくことへの意欲を示

す。 

 

 

4/22山形県・大江町商工会青年部が宮城県亘理町でがれきの撤去等の支援 

青年部が、町職員ボランティアと一緒に、宮城県亘理町において、4月 21日・22日に泥

の片付け、がれきの撤去等の支援を実施した。 

 

 

4/22 北海道・奈井江町商工会がみやぎ仙台商工会秋保支所青年部へ直接支援物資配達 

奈井江商工会商工会、女性部、商工会職員、青年部 OBから送った支援物資 ダンボール 

22箱にのぼる。 

◇お米 約 240ｋｇ、味噌 約 65ｋｇ、カップ麺 約 4ケース、タオル 多数、お菓子類 

多数、その他 衣類・紙おむつ・筆記用具・おもちゃ・カバン・寝具・サッカーボール・ 

電池など。 

 青年部、女性部から支援物資の協力があり、またも奈井江町商工会青年部が被災地で足 

りない物資について青年部 OBにお願いをして商工会まで持参をして頂いた。平成 23年 4 

月 22日宅急便にて現地へ直接支援物資を配送した。 
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	県商工会連合会＝被災した事業者の特別相談窓口。午前８時半～午後５時１５分（土、日曜、祝日は午前９時～午後５時）。総合連絡窓口は県連本部（電話）０２４（５２５）３４１１。臨時商工会事務所は次の通り▽小高（鹿島商工会館内）（電話）０２４４（４６）２２５０▽浪江町（あだたら商工会館内）（電話）０２４３（２２）９１００▽双葉町（あだたら商工会館内）（電話）０２４３（２３）３３３６▽大熊町（会津若松市大熊町役場内）（電話）０２４２（２９）５７７０▽久之浜町（四倉町商工会館内）（電話）０２４６（３２）２９００...
	4/28秋田県・大館北秋商工会などが再生会議を発足、経済活性化し被災地支援を目指す
	4/28茨城県連などが知事に復興メッセージ
	茨城県連など県内主要経済団体でつくる茨城産業会議（議長・関正夫県経営者協会長）は２７日、県庁に橋本昌知事を訪問し、東日本大震災からの早期復旧と復興へ向け、経済界の要望などのメッセージを手渡した。 メッセージでは「震災の難局を乗り切り、災害からの早期復興と新しい茨城の創造に取り組んでいかなければならない」と訴えた。その上で、産業界として自治体や市民らと被災地支援や経済の立て直しに努力する、とした。また原発事故に伴う産業界の風評被害について、事態の解消のため国や自治体の対策を要望した。
	4/28栃木県・桑絹商工会などが復興支援へバザー、オークションを開催
	4/28静岡県・由比町商工会のＰＲキャラ「ゆいちゃん」が被災地支援活動に一役
	「さくらゆいちゃん」は由比町商工会が１０年ほど前に制定したサクラエビのずきんをかぶったキャラクター。当初、知名度は低かったが、昨年夏にストラップを販売したところ好評で、「着ぐるみを作り、由比のＰＲ役になってもらおう」と、５月３日に静岡市清水区の由比漁港で開かれる「由比桜えび祭り」に向け、由比産業振興会などが昨年末から準備を進めてきた。 　ところが、「桜えび祭り」は中止。一方、地元の商業者が「元気な由比をいつも通り盛り上げよう」と「やらざーバザール」と銘打った復興支援イベントを企画、同日開かれるそ...
	東日本大震災の影響で開催が危ぶまれていた第６０回「水郷潮来あやめまつり」（５月２１日～６月２６日）が、予定通り開催されることが決まった。潮来市の一大イベントである「水郷潮来あやめまつり」には、毎年大勢の観光客が県内外から訪れている。昨年は約８３万人。メーン会場の前川あやめ園の舟乗り場などが震災で一部破損し、その後の自粛ムードなどもあり、開催が危ぶまれていた。そうしたなか、市商工会や水郷潮来観光協会などの地元団体が「震災復興のメッセージとしてぜひ開催を」と嘆願書を市に提出し、今回の開催にこぎつけた。
	4/27石垣市商工会がＣＯ２相殺で復興支援
	4/27栃木県連など社員旅行通常開催など観光地活性化を呼び掛け
	栃木県連など県内の５経済団体は２６日、東日本大震災からの復興支援と地元活性化に向けた取り組みをまとめた。震災後の自粛ムードを払拭しようと、観光客が激減している観光地での社員旅行開催などを会員企業に呼びかける。　５団体は（１）各団体の年間行事を自粛せず、通常通り行う（２）会員企業の社員旅行を風評被害を受けている観光地などで実施することを呼びかける（３）各団体が行うイベントで地産地消を徹底するなどの取り組みを進めることで合意した。 　取り組みをまとめたのは県商工会連合会、県経済同友会、県商工会議所連合...
	4/27茨城県商工会青年部連合会が都内で野菜直売会を開催
	県商工会青年部連合会は５月８日午前１０時からサンストリート亀戸のマーケット広場（東京都江東区）で「茨城あんしん野菜直売会」を開く。震災復興支援として、本県野菜の安全性をアピールし、消費拡大を図る。県商工会連合会は「本県産野菜の安全を訴え、農業を元気にしていきたい」としている。問い合わせは県商工会連合会ＴＥＬ０２９（２２４）２６３５
	4/27福岡県・みやこ町商工会が岩手県内4商工会にパソコン等を寄贈

	4/27千葉県連が中小企業復興支会議に参加
	千葉県は26日、県内経済団体や金融機関、関東財務局千葉財務事務所などで構成する中小企業復興支援会議を立ち上げた。東日本大震災の復興で関係機関の連携を強化するほか、中小企業などの要望を吸い上げ県の政策に反映させる狙い。 　同日の初会議では、経済団体などが旭市など被害の大きかった地域の企業の被災状況を説明した。「旭市飯岡地区の商店街が壊滅的な被害を受けた」（県商工会連合会）といった報告のほか、農業や水産業への風評被害の懸念、旅行自粛で需要が急減する観光・宿泊業への支援を求める声もあった。　千葉県は会議...
	4/26岩手県・山田町商工会会員が奮闘、高校入学式へ制服を間に合わせる
	山田町の衣料品店などでつくる町商工会洋品納入組合の組合員らが２５日、被災しながらも、今春、県立山田高校に入学する生徒のために制服を納入した。この日は、買い求める新１年生の親子らが長い列を作り、手にした制服のサイズを確認したり、同級生と試着したりして、２８日の入学式を心待ちにしていた。 　組合に加盟する１０店のうち、７店が津波や火災で被害を受けた。どの店も営業再開が厳しい状況だ。組合長の大久保信之さんが、自身も再建のメドが立たない中、「新入生たちに、例年通りに制服を届けよう」と組合員に呼びかけた。 ...
	4/26静岡県連などが避難者雇用で連携、協議会を設立
	静岡労働局は２５日、静岡県県商工会連合会、県商工会議所連合会など２０の関係団体と連携し、「静岡県　日本はひとつ　しごと協議会」を発足させた。県内で受け入れている東日本大震災の避難者の就業先を確保するため、県内の製造業やサービス業、農林水産業などの企業に働き掛けて雇用を開拓する。また、集まった求人情報を労働局を通じて被災地にいる求職者に提供する。 　協議会にはほかに、県中小企業団体中央会、連合静岡、県農業協同組合中央会、県漁業協同組合連合会なども参加している。
	4/26宮城県連が被災者の雇用促進の協議会に参加
	宮城労働局は２５日、県内の企業団体や国の出先機関などの関係者を集め、被災者の雇用促進などに向けた協議会を設置した。協議会を通じて各機関が復旧・復興計画や雇用関連の情報を集約し、ハローワークを通じて求人情報などを早期に提供する体制を整える。 　第１回の会合には宮城県のほか東北地方整備局や農政局、県商工会連合会、県建設業協会などが参加、今後、被災地のがれきの撤去や道路などインフラ整備の需要が高まることを踏まえ、失業した被災者を建設業者などが優先的に雇用する方針を確認した。
	4/25熊本県・宇土市商工会がバザー益金を被災地へ
	4/25岩手県・陸前高田商工会が労働・生活相談会を開催
	労働・生活相談会２８日、５月１２、１９、２６日１１～１４時。高田町鳴石５０の４７、陸前高田商工会仮事務所。０８０・１６６７・５４８７
	4/24沖縄県・渡嘉敷商工会青年部が海開きバザーで売り上げを寄付
	県商工会連合会＝被災した事業者の特別相談窓口。午前８時半～午後５時１５分。総合連絡窓口は県連本部（電話）０２４（５２５）３４１１。土、日曜も受け付け。臨時商工会事務所は次の通り。月－金曜▽小高（鹿島商工会館内）（電話）０２４４（４６）２２５０▽浪江町・双葉町（あだたら商工会館内）（電話）０５０（５８０７）５１３９▽大熊町（会津若松市大熊町役場内）（電話）０２４２（２９）５７７０▽久之浜町（四倉町商工会館内）（電話）０２４６（３２）２９００▽広野町（アドレスいわき中央ビル内）（電話）０９０（３６４３...
	観光を基幹産業としている伊豆市や伊豆の国市で、東日本大震災後の観光客激減に伴い、地域経済の冷え込みが深刻化している。キャンセルが続出した旅館にとどまらず観光関連の他業種にも影響は波及。旅館の予約状況は多少改善しつつあるが、団体客や外国人客は戻らず、「今後は廃業や倒産の事業所が出かねない」（地元商工関係者）厳しい状況が続く。 　　伊豆の国市商工会が３月末に開いた融資や助成金制度の説明会には「予想の３倍超」（担当者）の約７０事業所が出席し、業種は旅館業以外に飲食業や小売業など多岐にわたった。３月の宿泊...
	4/22埼玉県寄居町商工がオリジナル被災者支援ステッカーを販売
	4/22那須町商工会などが「那須元気」を東京でＰＲ　野菜販売や抽選会を開催
	東日本大震災、福島第１原発事故による自粛ムードで観光客が激減、農産物への風評被害も心配されるとして、那須町と、那須観光協会、那須町商工会、那須町森林組合、那須野農業協同組合が那須町は２８日、東京・有楽町駅前のイトシア広場で、町内主要団体と「ホッとしにおいで那須　那須元気！宣言」キャンペーンを実施し、「那須観光の安全性」と「那須の農産物の安心感」を強くＰＲする。　キャンペーンでは、高久勝町長の「那須の安全宣言」、町内産の野菜の販売や観光パンフレットの配布、那須元気バッジの販売、抽選会などを計画してい...
	震災後、低迷する景気を立て直そうと、置賜地方の商工観光関係者が米沢市内で２１日に開催した緊急の経済対策連絡会議で、自粛ムードを受けた売り上げの激減や宿泊のキャンセルなど窮状を訴える声が相次いだ。 　県置賜総合支庁や地元市町のほか、商工団体や金融機関、農協などの関係者約３０人が出席。南陽市商工会は「赤湯温泉では震災後、宿泊客ら約１万２０００人のキャンセルがあり、１億５０００万円から２億円の減収」と訴えた。
	4/22陸前高田商工会仮事務所で労働・生活相談が開催
	労働・生活相談会２８日、５月１２、１９、２６日１１～１４時。高田町鳴石５０の４７、陸前高田商工会仮事務所。０８０・１６６７・５４８７
	4/22宮城県・東松島市商工会で被災者を対象にした特別相談会を開催
	東松島市商工会鳴瀬支所で宮城労働局による被災者を対象とした「ワンストップ出張相談」が開催される。震災で離職した被災者の雇用保険受給手続きや、会社が被災して休業、廃止を余儀なくされた場合の雇用保険特例措置などの相談に応じる。年金事務所も窓口を開設する。　開設場所は次の通り。【２２日】東松島市商工会鳴瀬支所（同市小野、午前１０時～午後４時）
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