
県連・商工会等による支援の動き 10/11~10/20 
 
 

10/20岩手県・洋野町商工会女性部が東日本大震災復興支援事業でイベントを開催 

 ２３日、洋野町大野のおおのキャンパスで風人の祭ｉｎおおのキャンパスが開催される。

風人ブドゥリ太鼓、よさこい・てんつく連、南ぬ風人まーちゃんバンドライブが演奏。入

場無料。洋野町商工会女性部が東日本大震災復興支援事業で開催する。 

 

 

10/19静岡県下田・賀茂地区６市町商工会等が震災影響の地域経済の活性化策で意見交換 

 下田・賀茂地区６市町の商工会・商工会議所の意見交換会が１７日夕、下田市柿崎のホ

テル山田屋で開かれた。県の関係部局幹部らをオブザーバーとして迎え、疲弊する地域経

済の活性化策について話し合った。 

 ６団体の会長、会頭、事務局長、県賀茂地域支援局、県経済産業部の幹部ら約２０人と、

地元選出の森竹治郎県議が出席した。 

 会議ではまず、東日本大震災と計画停電を受けて県が発動した中小企業向け災害対策資

金について、森県議が経緯と利用状況を説明。青木昇・賀茂地域支援局長ら県の担当者が、

３万人の雇用創出を目指して年明けにスタートする「県雇用創造アクションプラン」など

の経済政策を紹介した。 

 この後、各団体の会頭、会長が各地域の現状と課題を報告。震災と計画停電による観光

客の減少と事業所の経営悪化、高齢化と後継者不在、廃業による会員の減少などの問題や

課題を訴え、県に対策の実施を求めた。県は、下田・賀茂地区の経済の窮状に理解を示し、

案件をそれぞれの担当部局に上げて、今後の政策に反映させていく方針を説明。さらに、

干潮時に沖の孤島が陸続きになる西伊豆町堂ケ島の「トンボロ現象」を例に、魅力ある観

光素材を発掘、発信して観光振興につなげる取り組みを促した。 ６団体は今後、意見交

換会を年２回程度定期開催していく予定。 

 

 

10/19岩手県・陸前高田商工会で震災関連相談会 

▼就職支援ナビゲーター相談２０日１１～１４時、陸前高田商工会仮事務所。 

 

 

10/17滋賀県・多賀町商工会がイベントで復興支援 

 宮城・岩手両県から直送された乾物やサンマが十六日、滋賀県多賀町の近江鉄道多賀大

社前駅一帯で開かれた「第六回多賀ふるさと楽市」で販売された。町商工会が復興支援と

して初めて実現させた。商工会長の沢田藤司一さん（７５）は「離れていても、同じ商工



業者として現地の人と心はつながっている。商品販売を通じて支援を続けたい」と話して

いる。 

 並んだのは南三陸町産ののりや、石巻市の缶詰工場から流された缶詰など。商工会女性

部のメンバーらが呼び込みの声を張り上げた。 

 復興支援は、沢田さんが、津波で店舗を流された南三陸町の「千葉のり店」がプレハブ

で営業を再開したことを伝える新聞記事を読んだのがきっかけ。すぐに「何かできること

はありませんか」と同店に手紙を書き、付き合いが始まった。 売り場には、同店社長の

千葉ひろ子さんからの「お買い上げのご支援、明日の商いへ希望がつながります」という

メッセージを掲示。沢田さん自身も大船渡市で水揚げされたサンマを焼きながら「復興に

ご協力お願いします」と呼び掛けた。 

 沢田さんは「現地の商品を継続的に扱うことで、顔の見える支援を続けていきたい」と

力強く話した。 

 

 

10/18長野県・軽井沢町商工会が被災地支援を目的に福島のナシを無料配布 

 軽井沢町商工会中軽井沢支部は１６日、同町長倉神社で「紅葉まつり」を開いた。出店

でそばなどを売る恒例の地域おこしイベントで、ことしは「東日本大震災の被災地が頑張

っていることを知ってほしい」と福島県相馬市産のナシ２００個を無料配布した。 

 配ったのは、同市の坂下果樹園で作った「新高（にいたか）」。直径１０センチを超え、

訪れた人たちは「立派なナシだ」と言いながら持ち帰った。尾台新次郎支部長は「復興支

援で何かしたいと思った。こちらに招いて売ってもらうことも考えたが、手間などを考え、

支部で購入して配った」と言う。 

 同果樹園は、副支部長の須永久さん（５８）が同県の友人から紹介された。作業小屋や

農機具、果樹園の一部も津波で失ったが、可能な範囲で生産を続けているという。９月下

旬に同県を訪れた須永さんは「放射能の風評被害が大きな問題と聞いた。（長期保存でき

ない）果樹の販売は待ったなしなのに大変だと思う」と話した。 会場では同果樹園のナ

シの注文も受けた。同町長倉の主婦、上原照美さん（６３）は「いつ災害に遭うか分から

ないのは私たちも同じ。こんな時こそ協力し合いたいですね」と話し、申し込んでいた。 

 

 

10/18福島県会津若松市内仮設住宅敷地内に商工会１３事業者が出展 

 会津若松市にある大熊町民が入居する松長近隣公園仮設住宅で１７日、食料品や日用雑

貨を扱う店舗「おおくまステーションおみせ屋さん」がオープンした。運営は大熊町商工

会の会員１３事業者が担う。会長の蜂須賀礼子さん（５９）は「いままで商売をさせても

らってきた大熊町の皆さんに恩返しするため良い店にしていきたい」と張り切っている。 

 同仮設住宅は２４０戸あり、１０月７日現在、２１３戸に４４１人が入居している。近



くに商店が少なく、車を持たない高齢者などから「仮設住宅の敷地内に店舗を作ってほし

い」という要望があがっていた。 

 店舗はプレハブ平屋で、広さ約２４０平方メートル。肉や野菜、洗剤、電池などを販売

する。飲食や談話ができるフリースペースを店内に設けており、住民の交流の場としても

活用される。運営する事業者も大熊町から同仮設住宅などに避難している。 

 この日は多くの客が訪れ、買い物を楽しんでいた。店舗の外では豚汁や餅が振る舞われ

た。同仮設住宅で長男と２人で暮らす井戸川ツタ子さん（８２）は「息子や友だちに車に

乗せてもらわないと買い物へ出かけられなかったが、仮設の中にできて便利になった。冬

になれば雪が降って余計に買い物に出かけづらくなると思っていたが、これでホッとした。

ありがたい」と話していた。 

 

 

10/18宮城県東松島市の仮設住宅に共同店舗、９業者が出店 

 東松島市大曲など市内３か所の仮設住宅内に１７日、地元の９業者による復興共同店舗

３棟がオープンし、野菜や日用品を買い求める被災者らでにぎわった。 

 東松島市市商工会（千葉三男会長）が、被災した業者の再建と被災者の利便性を図ろう

と、中小企業基盤整備機構からプレハブ造り仮設店舗の無償提供を受け、市が工事費を負

担して開業した。 

 同市大曲の堺堀では約２４０平方メートルの仮設店舗に鮮魚・青果店や理髪店など４軒

が店開きし、阿部秀保市長らがテープカットした後、待ちかねた客がサンマやイカなどを

買っていた。 

 訪れた及川てる子さん（７０）は「年配者には店が近くて助かります」と大喜び。鮮魚・

青果店主の三浦正信さん（５８）は「ここまで来るのが第一歩、やっとスタートした。被

災者に喜んでもらえる品ぞろえを心掛けたい」と意欲を見せた。 

 

 

10/17茨城県内商工会で原発事故の補償相談会が開催 

県内経済４団体（県商工会連合会、県中小企業団体中央会、県商工会議所連合会、県経

営者協会）は、福島第１原発事故で被害を受けた企業や個人事業者を対象に、東京電力に

対する損害賠償請求（書類作成含む）手続きに関する個別相談会を今月１７日から来月１

１日まで県内１６会場で開催する。いずれも午前９時から午後４時まで。なお、当日各会

場で請求書類の作成を希望する人は、事前にコールセンターで請求書類を取り寄せる必要

がある。期日と会場は次の通り。 

◇１７日～１９日 北茨城市商工会▽大洗町商工会 ◇１９日 北茨城市商工会▽笠間市

商工会 

 ◇２０日 ▽笠間市商工会▽稲敷市新利根支所 ◇２１日 大子町商工会▽稲敷市新利



根支所 ◇２４日～２5日鹿嶋市商工会 ◇２６日 鹿嶋市商工会▽大子町商工会 ◇２

７日 鉾田市商工会◇２８日 鉾田市商工会▽笠間市商工会 ◇３１日～１１月１日 つ

くば市旧桜支所 ◇同４日 大子町商工会 ◇同７日 下妻市千代川支所 ◇同９日 常

陸大宮市商工会▽下妻市千代川支所 ◇同１０日 常陸大宮市商工会▽下妻市千代川支所 

◇同１１日 常陸大宮市商工会 

 

 

10/16福島県・きたかた商工会などが新そばまつりで震災復興・支援イベントを同時開催 

 第二十八回山都新そばまつりは十五、十六の両日、喜多方市山都町のみちくさ通りで開

かれている。今年は震災復興・支援イベントの特産品交流事業「海の幸 山の愛（めぐみ）」

との合同開催とし、内容をグンと充実させた。 実行委員会の主催。市、喜多方観光協会、

きたかた商工会、ＪＡ会津いいでの共催。 

 新そばまつりは長屋方式で、町内のそば店がずらりとブースを並べ、手打ちのもりそば

とかけそばを一杯五百円で販売している。十六日は午前十時から午後四時まで。 十五日

は時折、小雨が降るあいにくの天気となったが、秋の味覚の新そばを楽しみにしていた大

勢の家族連れらでにぎわった。 

 「海の幸 山の愛」では浜通りの海産物と喜多方の秋の産品をそろえているほか、地元

各団体が露店を出した。また、十五日は飯豊権現太鼓の演奏が披露された。十六日は午後

一時半からと午後三時からの二回、サンバカーニバルを繰り広げる。 

 

 

10/1６岐阜県内商工会で復興特別貸し付けなどの年末出張相談会を実施 

 日本政策金融公庫多治見支店は、管内の商工会などと連携し、年末出張相談会を実施す

る。東日本大震災以降の景気悪化により、売り上げや利益が減少している中小企業を対象

にした復興特別貸し付けの相談も受け付ける。▽１１日 白川町商工会▽２２日 川辺町

商工会。いずれも１０：００～１５：００。 

 

 

10/16兵庫県・丹波市商工会青年部が産業交流市で復興支援物産展を開催 

 丹波の秋を満喫してもらう「丹波ＧＯ！ＧＯ！フェスタ」と、丹波市内の企業が技術や

商品をＰＲする「丹波市産業交流市」が１６日午前１０時から、丹波市柏原町柏原の丹波

の森公苑で開かれる。 

 市商工会青年部の会員らでつくる実行委が主催し、同時開催は３回目。フェスタには、

人気のフリーマーケットに１５０ブースが出店するほか、災害復興支援物産展を初開催。

宮城県から仕入れた３０万円分の牛タンカレー、ずんだ生クリーム大福などを仕入れ値の

８５％（３００～千円前後）で販売し、売り上げの一部を義援金に充てる。 



 また、子ども向けの就業体験「キッズチャレンジ」も開催。重機の操縦（３００円）、

タコのつかみ取り（２００円）などに挑戦できる。 

 

 

10/16福島県・玉川村商工会などが福島空港で震災復興イベントを開催 

 福島空港から元気を発信する東日本大震災の復興イベント「Ｔｈｅ ＰＯＷＥＲ ｏｆ 

ふくしま」は十五、十六の両日開かれている。 

 須賀川市、玉川村、須賀川商工会議所、玉川村商工会、航空各社などでつくる福島空港

祭実行委員会の主催、県、福島民報社などの後援。初日は「音楽のチカラ」をテーマに、

ａｖｅ（エイブ）、菊池章夫、音速ライン、幹ｍｉｋｉ、アブー・シンガーズが熱唱した。

家族連れや友人グループが大勢訪れ、声援を送った。焼きそば、たこ焼きなどのテントが

周囲に並んだ。 十六日はさらに盛りだくさんのステージが続く。打楽器の演奏体験がで

きるドラムサークルや移動動物園、地場産品市などがある。 

 

 

10/16山口県連、県下２４商工会参加のイベントで東北物産コーナーを開催 

１０月１５日（土）～１６日（日）に甲府市小瀬スポ－ツ公園で第４回 商工会まつりが

開催され県内２４商工会から会員企業の自慢の商品や技術、グルメなどが大集合した。人

気投票でご当地グルメ No.1を決める「山梨うまいものコンテスト」や、ステージやフリー

マーケットなども行われた。また、今年は、震災復興支援として、東北物産コーナーを設

置し、岩手・宮城・福島の中小企業が出展した。 

 

 

10/15岐阜県・墨俣町商工会が町を代表する祭りで復興支援の物産展を開催 

 大垣市墨俣町の墨俣一夜城公園周辺で２３日、「すのまた秀吉出世まつり」が開かれる。

豊臣秀吉が一夜にして城を築いたという言い伝えにちなんで１９９４年に始まった同町を

代表する祭りだ。 

 午前９時４０分、段ボール製のよろいをまとった小中学生や老人クラブの会員ら約１０

０人の武者行列が市立墨俣小学校を出発し、同公園に向けて町内１・４キロを練り歩く。 

 また、同公園では同１０時半から、ヒョウタンに願い事を書いたひょうたん絵馬２５０

点を会場内に飾るセレモニーが行われる。さらに、同１１時２０分から７団体が和太鼓演

奏などの郷土芸能を披露。午後６時からは特設舞台で薪能（無料）が上演される。 飲食

物や物品を販売する「楽市楽座」コーナーでは、東日本大震災の復興を支援するため東北

物産展も開く。 問い合わせは町商工会内のまつり実行委員会事務局。 

 

 



10/15福島県・桑折町商工会が震災復興を願う催しを開催へ 12 

 震災からの復興を願って福島県桑折町（コオリマチ）で竹で作った灯ろうを「いのり」

という文字にあわせて並べ、明かりをともす催しが開かれた。 

 地元の商工会などで作る実行委員会が開いたもので、およそ４００個の竹灯ろうを、福

島県の形と、ひらがなの「いのり」という文字にあわせて子どもたちが並べていき、日が

暮れて灯ろうに明かりがともされると、福島県の中に「いのり」の３文字が浮かび上がっ

た。 

 原発事故で避難生活を続けている福島県浪江町（ナミエマチ）の住民も参加して、伝統

の「相馬流れ山踊り（ソウマナガレヤマ）」も披露され、浪江町から避難している女性は、

「みんなで元気に、早く浪江町に戻れることを祈っています」と語った。 

 

 

10/15茨城県・常陸大宮市商工会が震災復興、経済振興を目的にプレミアム商品券を発売へ 

常陸大宮市商工会（岡部雄光会長）は１６日から、１０％のプレミアム付き商品券を発

売する。東日本大震災の復興支援と同市内の商工業振興が目的。同商工会のプレミアム付

き商品券の販売は３度目となる。商品券は１セット１万円（５００円券２２枚つづり）で、

計１万セットを販売。完売となった時点で終了する。市から事務費を含め１１５０万円の

補助金を受けて実施する。利用期間は、販売当日から２０１２年１月３１日まで。7市内の

各商店をはじめコンビニやホームセンター、大型電器店、スーパー、ゴルフ場、温泉施設

などで使用できる。市内商工業の活性化が最大の目的のため、市内の大型店で使用できる

のは１セット５千円までとする。同商工会では、低迷する地域経済の振興を図るため、合

併５周年という節目の２００９年５月と１２月に２０％のプレミアム付き商品券を販売。

３度目となる今回の販売で、一層の商工業振興を図りたい意向だ。 

 

 

10/15栃木県・佐野市あそ商工会が物産展で復興支援 

 葛生庁舎西側の「葛の里壱番館」周辺で１６日、物産展や市民出演のステージなどが行

われる「第１０回葛生ワンダーランド 壱番館で、え～っ級グルメ２」が開かれる。 

 東日本大震災の復興支援として宮城県南三陸町や茨城県大洗町の海産物コーナーも出展。

サンマの塩焼きやホタテの貝焼き、生めかぶ、かまぼこ、しらす、ちりめん、煮干しなど

を販売する。ＪＡ佐野の新鮮な青果、地元女性らが製造した加工品なども並ぶ。 

 ステージでは地元高校の生徒が和太鼓やダンス、チアリーディングを披露するほか、正

午からは東京・新宿の歌声喫茶「ともしび」で活躍した青柳常夫（あおやぎときお）さん

（７８）が登場する。 

 

 



10/15北海道・豊頃町商工会が参加する訪問団が福島県相馬市でイモやサケを配布 

東日本大震災で大きな被害を受けた姉妹都市・福島県相馬市に復興支援のため訪れてい

る豊頃町の訪問団（団長・島昇之町交流協議会会長）は１４日、現地の仮設住宅約１４０

０戸（入居者約３７００人）に豊頃産のジャガイモや大津産新巻サケを配布し、住民を喜

ばせた。 

 訪問団は町交流協議会を中心に、ＪＡ豊頃町や町商工会、町担い手サポート協議会の９

人で構成。１３～１７日の日程で同市を訪れている。 

 支援物資は訪問団メンバーが３グループに分かれて配布。同市の職員やＮＰＯ法人相馬

はらがま朝市クラブ（高橋永真理事長）のスタッフとともに、トラックで１５カ所の仮設

住宅を巡った。メンバーらは住民から地震や津波発生時の状況、仮設住宅での生活などに

ついて話を聞き、震災の大きさを実感した。 

 

 

10/13福岡県・須恵町商工会が軽トラ市を開催、売り上げを震災支援 

 ２３日、須恵軽トラ市「のっこらしょ」が開催が開催される。地元商工業者や農家など

全ての事業者が協力し軽トラ約４０台が出店。わき水を石炭で沸かしたコーヒー無料サー

ビスや青年部が集めた洋服、靴、日用品を販売し、その売り上げは全額震災支援に。また

共催のＪＲ九州による海軍炭鉱などの史跡巡りウオーキング２時間コースも行われる 

 

 

10/13 北海道・池田町商工会青年部が被災地に名物を無償提供 

池田町商工会青年部（吉木建司部長）が中心となって２３日、東日本大震災で被災した

岩手県山田町で、池田のワイン祭りの名物・牛の丸焼きと十勝ワインなどを無料で振る舞

う。 

 民間の十勝ワイン応援組織「陸前山田十勝ワイン友の会」がある縁で、池田町は震災後、

山田町に町職員延べ５０人を派遣。今回は「自分たちにしかできないことで支援しよう」

と、今月２日に行われた町最大の観光イベント「ワイン祭り」の目玉の牛の丸焼きを届け

ることにした。 

 １２日には町建設業協会や食肉会社の十勝ハンナンなども加わって総勢２１人の「岩手

県山田町に牛の丸焼きを届け隊」の結成式が行われ、町建設業協会から活動資金１００万

円の提供を受けた。 

 出前をする道産牛１頭の丸焼きは約８００皿分で、ほかに十勝ワイン２００リットル、

レトルトぜんざい１００個、牛乳パック５００個も持参し、無料で配る。保冷車など４台

を連ねて２１日に池田を出発する。 

 町商工会青年部の吉木建司部長は「池田の味と北国の元気を山田町に届けてきたい」と



話している。 

 

 

10/12原発周辺の５つの商工会で商工会員が９年ぶりに増加 

 原発周辺の中小企業でつくる商工会の会員数が９年ぶりに増加した。７社減ったが、５

２社増えた。東電への賠償手続きの助言や政府への要望など、商工会に対する期待が高ま

っているからだ。商工会側も「こんな時だからこそ、小さいものが結束して頑張りたい」

と意気込んでいる。 

 原発から約９キロ、浪江町で「マスヤ釣具店」を営んでいた大川ユキエさん（６４）は

４月、浪江町商工会に加入した。創業１００年を超える老舗で、売り上げの帳簿はそろば

んで管理。パソコンを使うことはなかった。震災以降、避難所を転々とする中で情報はま

ったく入らなかったという。「パソコンもインターネットも自分じゃ使えない。何も分か

らなかった」 

 減収した収益は賠償の対象になると聞いたが、在庫の損害はどうなるのだろうか。「商

工会なら個別に相談に乗ってくれる」。請求の仕方は一から教わるつもりだ。 

 商工会の活動はこれまで、経営や税務申告の支援、講習会などが中心だったが、そもそ

も企業数が減少しており、会員数も減る一方だった。 

 そんな中、震災後、会員数が増えたのが、原発周辺にある５つの商工会だ。第一原発が

立地する大熊町は９社、双葉町は８社。浪江町は２５社が入会し、計５２社が仲間入りし

た。 

 原発周辺の商工会を束ねる相双地区商工会連絡協議会の田中清一郎会長は８月９日、海

江田万里経済産業相（当時）と面談。復旧にかかわる作業や物品の発注は被災地域の中小

企業と契約するよう、要望した。海江田氏からは「誠意を持って対応するように伝える」

と返答があったという。これまで「政府に陳情や要望をすることなどなかった」（田中会

長）が、今では相双地区商工会の代表として、各大臣のほか、東電の清水正孝社長（当時）

にも直接会い、「仕事を失って避難している会員が多い。仕事を与えてほしい」と訴える

ようになった。 

 商工会員数が増加しているのは、原発周辺が中心だが、実損、風評被害は県内全域の中

小企業に広がっており、東電への賠償手続きも本格化している。県商工会連合会の佐藤敏

文・経営支援グループ主幹は「震災で商工会の存在意義が見直されている。皮肉なことだ

が、今こそ活躍してもらいたい」と話した。 

 

 

10/12茨城県・鉾田市商工が復興青空市を開催 

鉾田市商工会主催の商工復興青空市がこのほど、同市塔ケ崎の旧鉾田駅隣地で開かれ、

大勢の市民でにぎわった。青空市には商工会加盟の飲食店や食料関係などさまざまな商店、



企業、関係団体が出店した。県立鉾田二高生が撮影した、東日本大震災の被害を受けた市

内の商店や農家などの写真、茨城新聞社が提供した大震災被災地の写真も展示された。会

場内のステージでは、ひょっとこ大会も開かれ、おはやしに乗せてユーモラスに演じる踊

りが会場を盛り上げた。また、高所作業車の試乗会は子どもたちの人気を集めていた。 
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