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ご自由にお持ち帰りいただき、ぜひご活用ください。

事業再建
ハンドブック
第2次補正予算追加「改訂増補版」

このハンドブックは、第1次補正予算の

内容をお知らせした「生活再建・事業再建

ハンドブック」（5月12日発行）に、今回の

第2次補正予算（7月25日成立）に

盛り込まれた項目を追加した

「改訂増補版」としてみなさまに

お届けするものです。



東電福島原子力発電所事故のこと

すべての事業主のみなさま

中小企業のみなさま

水産業のみなさま

農業のみなさま

森林・林業のみなさま

ガス・石油関連事業のみなさま

その他の支援
　　輸出品に対する風評被害に対応しています
　　農林水産物等の輸出などを支援しています
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すべては一日も早い

被災地の事業再建のために──。

7月25日、震災からの復旧に向けた対策を進めるため、

約2兆円の第2次補正予算が国会で成立しました。

このハンドブックは、第１次補正予算の内容をお知らせした

「生活再建・事業再建ハンドブック」（5月12日発行）に、

今回の第2次補正予算に盛り込まれた項目を追加した

「改訂増補版」として、みなさまにお届けするものです。

みなさまの事業再建のため、ぜひお役立てください。

第2次補正予算の全体像

総合計1兆9,988億円

● 被災者生活再建支援金 3,000億円
● 事業再建の支援 774億円

被災者支援関係経費

3,774億円
● 福島県 健康基金 962億円
● 放射能モニタリングの強化 774億円

など

原子力損害賠償法等関係費

2,754億円

予測が難しい事態にも
臨機応変に対応するための予算を確保します

東日本大震災復旧・復興予備費

8,000億円
地方公共団体の復旧に向けた

自主的な取組を国がサポートします

地方交付税交付金

5,455億円

※合計額には、この他に、東日本大震災復興対策本部に必要な経費（5億円）を含む

第1次補正予算（5月2日成立）では、
4兆153億円を計上。

（第2次補正予算との合計約6兆円）
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東電福島原子力発電所事故のこと

→4億円

関係者のみなさまへの賠償を迅速、適切におこなうために

東京電力福島第一、第二原子力発電所の事故により生じる原子力損害に関して、事故と
の相当因果関係が認められるものについては、東京電力より、損害に対して適切な賠償
がおこなわれることとなります。
●政府として、この損害賠償の支払いが迅速、適切におこなわれるよう、原子力損害賠償
の支援をおこなう機構を新たに設立し、政府から機構に最大２兆円の国債を交付し、損
害賠償の支払いを支援します。

●東京電力と被害者間の賠償を円滑に進めるため、文部科学省に原子力損害賠償紛争審査
会を設置し、原子力損害の範囲の判定等に関する指針を策定しています。

●また、原子力損害の賠償に関する紛争が生じた場合には、同審査会において和解の仲介
をおこないます。

賠償支払いに必要な予算、仕組みを万全にします1

■損害賠償支払いのためのしくみ

お問い合わせ先 ● 賠償の手続きなどについて

　東京電力 0120-926-404（月～日　9:00～21:00）

● 指針などについて

　文部科学省研究開発局原子力課
　03-5253-4111（内線4576）（月～金　9:30～18:15　祝日除く）

放射能に関するみなさまの不安を減らすために

福島県および全国の放射線モニタリングデータの把握をさらに充実・強化します。また、把
握した情報は、ホームページなどを通じてみなさまに提供してまいります。

福島県や全国の放射線モニタリングを強化し、把握した
情報を提供します1

●福島県内の放射線量の状況を広域的に把握し、学校や地域
住民の安全・安心の確認に活用します。

●可搬型モニタリングポストを福島県内の全市町村に計354
台、および福島県隣接県（宮城、山形、新潟、群馬、栃木、茨城）
に130台設置

●小・中・高校、幼稚園、保育所、公園などにリアルタイムで放
射線量を測定するシステムを導入し、測定結果をリアルタ
イムで公表します

可搬型モニタリングポスト

■リアルタイム線量測定システムのイメージ

インターネット網

データ転送

線量計（通信タイプ）
データサーバー国・自治体・関係機関など

公表

→1次補正 17億円、2次補正 235億円（　　・　　の予算額を含む）

賠償金を支払うための資金の流れ

政府の資金回収の流れ

凡例
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交付国債 資金援助
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→2次補正 5億円

国内外の水産物の安全性に対する不安を解消し水産業の復興を支援するため、水産物への
放射性物質の影響に関する調査を強化し、その結果をホームページを通じて国内外に発信
します。
①水産物の放射性物質調査事業
原発事故周辺海域のカツオ、サバ、サンマといった回遊性魚種などについて、県や漁業者
団体などと連携し、計画的な調査を実施します。

②放射性物質影響解明調査事業
高精度な分析に必要な機器を整備するとともに、水生生物（魚介類のほか、その餌となる
プランクトンなども広く含む）における食物連鎖を通じた放射性物質の蓄積などについ
て、科学的な調査を実施します。

水産物への放射性物質の影響に関する調査を
強化し、把握した情報を提供します2

お問い合わせ先 ①の事業について 水産庁漁場資源課　03-3502-8487
②の事業について 水産庁研究指導課　03-6744-2370
（月～金　9:30～18:15　祝日除く）

農業や林業の継続・再開に向けた農業者、林業者のみなさまの取組などに役立てるため、農地
や森林の土壌への放射性物質の影響に関してくわしく正確な情報を把握し、その結果をみな
さまに提供してまいります。
●農地の土壌中の放射性物質濃度の調査について、特定避難勧奨地点の設定などを踏まえて、
調査点数を大幅に拡大（約500地点→約3,000地点）します。

●東電福島第一原子力発電所の周辺地域の大半を占める森林地域において、新たに、空間線
量率や土壌などの放射性物質濃度の調査をおこないます。

農地や森林の土壌などへの放射性物質の影響に
関する調査を強化し、把握した情報を提供します →2次補正 3億円

3

お問い合わせ先 ● 農地の土壌の調査について

 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課　
 03-3502-7406（月～金　9:30～18:15　祝日除く）
● 森林内の調査について

 林野庁森林整備部研究・保全課　
 03-3501-3845（月～金　9:30～18:15　祝日除く）

東電福島原子力発電所事故のこと
●全国における放射線モニタリングを強化します。

●全国にモニタリングポストを計250台増設
●青森県から愛知県まで（現在は福島県と隣接県の一部）におよぶ広域的な放射線量分布
を把握するための航空機による調査などを実施

お問い合わせ先 文部科学省　科学技術・学術政策局
原子力安全課防災環境対策室
03-6734-4039（月～金　9:30～18:15　祝日除く）
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すべての事業主のみなさま 中小企業のみなさま
被災した中小企業の事業継続・再開を支援します

事業の継続・再開支援のため、　～　にあるようなさまざまな支援策を創設しました。資金
繰りや経営の悩み、どこに相談したらよいか、お困りの中小企業のみなさま、お電話をくだ
さい。

中小企業電話相談ナビダイヤル 
0570-064-350（月～金　9:00～17:30　祝日除く）

中小企業再生支援協議会の体制強化・債権等買取機構設立支援
債務を抱えたまま被災した小規模事業者も含む、幅広い事業者のみなさまの事業再生を支
援するため、以下のような取組をおこないます。
●被災県（岩手県、宮城県、福島県など）において、商工会議所などに設置されている中小企
業再生支援協議会に総合的な相談窓口（「産業復興相談センター」）を設置、常駐専門家の
増員などにより、事業再生の相談体制を抜本的に強化します。

●協議会に相談をおこなった被災事業者であって、協議会の再生計画策定支援を受けた方
を対象に、事業再生の可能性を判断する間の利子負担を軽減するため、利子補給をおこな
います。

●債権等買取などをおこなう機構を設立し、金融機関からの新規融資を受けやすくするこ
とにより、被災事業者のみなさまの事業再生を支援します。

相談体制の強化、新たな機構の設立について
 経済産業省中小企業庁経営支援課 
 03-3501-1763（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
利子補給について
 経済産業省中小企業庁事業環境部金融課 
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二重債務対策として、相談窓口の強化や震災前の借入の
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1 8

お問い合わせ先

雇用を維持する事業主を応援しています

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方々が、
従業員の方々を解雇せず、休業などの措置によって雇用を維持した場合、その費用の一部を
助成するものです。
●被災地域の事業主が、この助成金を利用する場合、事業活動の縮小の程度を判断する期間
を3カ月から1カ月に短縮する措置を、既に実施しています。
※事業主と一定規模（1／3）以上の経済的関係を有する他の地域の事業主の方々も同様です。

●支給限度日数については、特例の支給対象期間（1年間）において、被災前の支給日数にか
かわらず、最大300日利用可能とする特例措置を設けました。

●また、被保険者期間が６カ月未満であっても助成金の対象とする暫定措置を延長しま
した。

お近くのハローワーク（P37参照）お問い合わせ先

→1次補正 7,269億円

●被災して離職された方や、被災地域にお住まいで仕事を探しておられる方々を、ハロー
ワークなどの紹介で雇い入れた事業主の方々に、50万円を助成しています（中小企業
は90万円）。

お近くのハローワーク（P37参照）お問い合わせ先

→1次補正 63億円被災された方を雇用する事業主を
応援しています

●震災により被災された方（新規学卒者を含む）などを新規雇用・再雇用した中小企業事業主
が、その労働者に職業訓練（OJTを含む）をおこなう場合に、その訓練費を助成しています。

お近くのハローワーク（P37参照）お問い合わせ先

被災された方を雇い入れたり、再雇用して職業訓練を
おこなう中小企業事業主のみなさまを応援しています

→2次補正 215億円
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東日本大震災復興緊急保証
●信用保証協会が、震災により直接または間接に被害を受けた中小企業者の方を対象とし
て、金融機関からの事業の再建や経営の安定に必要な資金の借入を、債務保証してい
ます。

●災害関係保証、セーフティネット保証とあわせて無担保で1億6千万円、最大で5億6千
万円まで一般保証とは別枠で利用できます。

●保証料率は、0.8％以下、保証割合は融資額の100％です。
最寄りの信用保証協会
青森県信用保証協会 017-723-1354
 （月～金　9：00～19：00　土日祝日　9：00～17：00）

岩手県信用保証協会 019-654-1505
 （月～金　9：00～19：00　土日祝日　9：00～17：00）

宮城県信用保証協会 022-225-5230
 （月～金　9：00～19：00　土日祝日　9：00～17：00）

福島県信用保証協会 024-526-1530
 （月～金　9：00～19：00　土日祝日　9：00～17：00）

茨城県信用保証協会 029-224-7811
 （月～金　9：00～19：00　土日祝日　9：00～17：00）

など

金融機関からの借入を債務保証しています4

お問い合わせ先

→1次補正 3,209億円

 
本事業について 
 中小企業庁 新事業促進課 03-3501-1767（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
 経済産業省 通商政策課 03-3501-1654（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
国内展示会・国内商談会への参加について
 （独）中小企業基盤整備機構 03-5470-2375（月～金　9：00～17：00　祝日除く）
海外展示会、海外へのミッションへの参加について
 （独）日本貿易振興機構 03-3582-5539（月～金　9：00～17：00　祝日除く）

お問い合わせ先

中小企業のみなさま

再チャレンジ支援融資
日本政策金融公庫（日本公庫）が、今回の震災の被害を受け、いったん廃業した中小企業者な
どであって、新たに事業を開始する方を対象に、通常の融資とは別枠で、貸付期間の延長や
金利引き下げなどをおこなった低利・長期の融資で支援します。

中小企業の再チャレンジを低利・長期の融資で支援します2

日本政策金融公庫 0120-154-505（月～金 9：00～19：00　祝日除く）
 （中小企業事業） 0120-327-790（土日祝日 9：00～17：00）
 （国民生活事業） 0120-220-353（土日祝日 9：00～17：00）

お問い合わせ先

貸付限度額

貸付利率

貸付期間

日本公庫（中小企業事業） 日本公庫（国民生活事業）

今回の「別枠」

3億円

基準利率から
最大1.4％
引き下げ

設備：20年以内
運転：15年以内

通常の融資

7.2億円

1.75％
（基準利率）

設備：15年以内
運転： 7年以内

貸付限度額

貸付利率

貸付期間

今回の「別枠」

6,000万円

基準利率から
最大1.4％
引き下げ

設備：20年以内
運転：15年以内

通常の融資

2,000万円

2.25％
（基準利率）

設備：15年以内
運転： 7年以内

※貸付期間５年以内の基準利率（平成23年７月末現在）。利率は返済期間などにより変動。

中小企業海外展開等支援事業
風評被害を払拭し、中小企業の海外展開を強力に進めるため、以下のような取組をおこない
ます。
●国内外で実施される展示会への出展を支援します。
●海外の主要なバイヤーを日本に招き、被災県の製品を中心とした商談会を開催します。
●海外に販路開拓ミッション（訪問団）を派遣し、商談会をアレンジし、商品をＰＲします。

風評被害対策として、国内外での展示会
出展支援などをおこないます3 →2次補正 20億円

→2次補正 10億円
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中小企業のみなさま

中小企業組合等復旧・復興支援事業
地域経済の核となる中小企業などのグループが、県が認定する復興事業計画に基づいて、そ
の計画に不可欠な生産・販売施設などの復旧・整備をおこなう場合、国と県が連携して補助
をおこなっています。
●復旧・整備費用の1／2を国が、1／4を県が補助しています。

経済産業省中小企業庁経営支援課 03-3501-1763（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
東北経済産業局地域経済課 022-221-4876（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

中小企業グループなどが持つ施設などの復旧・整備費のうち
3／ 4を補助しています6

お問い合わせ先

被災地域産業地区再整備事業
中小企業の方などが速やかに事業を再開するため、（独）中小企業基盤整備機構が仮設工場、
仮設店舗などを整備して、地方公共団体を通じて原則として無料で貸し出しています。
 （独）中小企業基盤整備機構の窓口
 中小企業復興支援センター盛岡 
  090-4097-6989（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
  090-5219-5527（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
 中小企業復興支援センター仙台
  022-399-9077（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
 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 
  024-529-5113（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
 中小企業基盤整備機構関東支部
  03-5470-1509（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
 中小企業基盤整備機構震災緊急復興事業推進部 
  03-5470-1501（月～金　9：00～17：30　祝日除く）

仮設工場、仮設店舗などを整備して貸し出します7

お問い合わせ先

東日本大震災復興特別貸付
日本政策金融公庫（日本公庫）・商工組合中央金庫（商工中金）が、震災により直接または間接
に被害を受けた中小企業者の方などを対象に、長期・低利の融資をおこなっています。

●貸付限度額
日本公庫（中小事業）・商工中金 7.2億円、日本公庫（国民事業）4,800万円
※日本公庫（国民事業）の生活衛生貸付については5,700万円

●貸付利率
基準利率から最大で0.5％引下
※基準利率：日本公庫（中小事業）、商工中金1.75％、日本公庫（国民事業） 2.25％
　（貸付期間５年以内の基準金利〈平成23年7月末時点〉。利率は返済期間などにより変動）

──さらに、
①地震・津波などにより直接被害を受けた方
②原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内の方
③これらの方々と一定以上の取引がある方

には、別枠で貸付期間の延長や金利の引下を措置しています。

長期・低利の融資をおこなっています →1次補正 1,786億円

→1次補正 10億円、2次補正 215億円

→1次補正 155億円、2次補正 100億円

5

日本政策金融公庫による融資は
日本政策金融公庫  0120-154-505（月～金　9：00～19：00　祝日除く）
 （中小企業事業） 0120-327-790（土日祝日　9：00～17：00）
 （国民生活事業） 0120-220-353（土日祝日　9：00～17：00）
商工組合中央金庫による融資は
商工組合中央金庫
 各営業店舗の代表電話（http://www.shokochukin.co.jp）または、
 　 0120-079-366（月～金　9：00～19：00　祝日除く）　
 　 0120-542-711（土日祝日　9：00～17：00）

お問い合わせ先
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→1次補正 10億円、2次補正 215億円

→1次補正 155億円、2次補正 100億円

5

日本政策金融公庫による融資は
日本政策金融公庫  0120-154-505（月～金　9：00～19：00　祝日除く）
 （中小企業事業） 0120-327-790（土日祝日　9：00～17：00）
 （国民生活事業） 0120-220-353（土日祝日　9：00～17：00）
商工組合中央金庫による融資は
商工組合中央金庫
 各営業店舗の代表電話（http://www.shokochukin.co.jp）または、
 　 0120-079-366（月～金　9：00～19：00　祝日除く）　
 　 0120-542-711（土日祝日　9：00～17：00）

お問い合わせ先
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中小企業のみなさま 水産業のみなさま
水産業の復旧を支援します

復旧・復興のための支援専門家派遣
中小企業基盤整備機構が盛岡、仙台、福島などの被災地に支援拠点を設置し、無料で中小企
業の相談を受け付けています。
●災害対応の相談員が被災地域の支援機関（商工会・商工会議所など）を巡回し、無料で被
災中小企業の相談を幅広く受け付けるなどの支援をおこなっています。

中小企業復興支援センター盛岡
　090-4097-6989、090-5219-5527（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
中小企業復興支援センター仙台
　022-399-6111（代）（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
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
　024-529-5113（月～金　9：00～17：30　祝日除く）
または、お近くの商工会、商工会議所

復旧・復興のために無料で支援専門家を派遣しています8

お問い合わせ先

漁港施設等災害復旧事業
地震や津波の被害を受けた漁港や海岸などの復旧を、国が実施しています。
●国は、事業費の2／3（漁港、海岸）、6.5／10（漁業用施設）を補助しています。

漁港施設等災害関連事業
復旧に加え、構造物の強化など必要な災害防止対策を県や市町村がおこなう場合、国が支援
しています。
●国は、事業費の5／10を補助します。

P33参照
この事業についてのお問い合わせ先：
水産庁防災漁村課 03-3502-5638（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

※「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及
び助成に関する法律」による嵩上げ制度があります。

災害復旧と連携した水産基盤復旧復興対策
漁港の防波堤や堤防などの被災原因や設計条件に係る調査を実施しています。あわせて、漁
業集落の整備計画や漁港の機能回復を国が支援しています。
●漁業集落を整備する事業計画を策定する調査を県または市町村が実施する場合、事業費
の半額を国が補助しています。

●流通拠点漁港において、災害復旧事業と連携して用地などの嵩上げ、排水対策など漁港機
能の回復を図る整備を県または市町村が実施する場合、事業費の半額を国が補助してい
ます。

P33参照
この事業についてのお問い合わせ先：
水産庁計画課 03-3502-8491（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

漁港や海岸などの復旧の事業費を補助しています1

→1次補正 246億円

お問い合わせ先

お問い合わせ先

→1次補正 4億円

→1次補正 10億円

→1次補正 55億円
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水産業のみなさま
小型漁船の建造費を補助しています2

共同利用小型漁船建造事業
激甚災害法に基づき、漁業協同組合が、組合員が共同で利用する小型漁船を建造する場合、
国が支援しています。
●国は、建造費の1／3を補助しています。あわせて、都道府県が建造費の1／3以上を補助
しています。

水産庁沿岸沖合課 03-6744-2393（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
お問い合わせ先

→1次補正 76億円

さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業
平成24年春のさけ・ますの種苗放流を可能とするため、緊急対策として、仮設飼育池の整
備などを国が支援しています。
●国は事業費の最大２／３を補助しています。

P33参照
この事業についてのお問い合わせ先：水産庁栽培養殖課 03-3502-8489（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

さけ・ますの飼育池などの整備費の最大２／３を
補助しています5

お問い合わせ先

→1次補正 27億円

水産業共同利用施設復旧支援事業
●漁協などが、水産業共同利用施設（製氷・貯氷施設、冷凍冷蔵施設、市場、荷さばき施設、加
工施設など）の復旧に向け、機器などを整備する場合や施設の修繕、仮設施設の整備をする
場合、国が支援しています。
●国は、事業費の２／３または半額を補助しています。
　【補助率】　　
　岩手県、宮城県、福島県　2／３
　北海道、青森県、茨城県、千葉県　１／２

水産庁加工流通課 03-6744-2349（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

市場などの機器の整備費の最大２／３を補助しています6

お問い合わせ先

共同利用漁船等復旧支援対策事業
　の事業に加え、漁業協同組合などが共同計画を作り、漁船や定置網の漁具を導入する場
合、国が支援しています。
●国は、事業費の１／３を補助しています。あわせて、都道府県が事業費の１／３以上を補助
しています。

水産庁沿岸沖合課 03-6744-2393（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

漁船や定置網の漁具の導入費を補助しています3

2

お問い合わせ先

→1次補正 198億円

養殖施設災害復旧事業
激甚災害法に基づき、都道府県が養殖施設の災害復旧事業を実施する場合、国が支援してい
ます。
●国は、事業費の最大９／１０を補助しています。

P33参照
この事業についてのお問い合わせ先：水産庁栽培養殖課 03-3502-8489（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

養殖施設の復旧事業費の最大9割を補助しています4

お問い合わせ先

→1次補正 240億円

→1次補正 18億円、2次補正 193億円
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水産業のみなさま
漁場の漂流物の回収に補助金を支給しています7

漁場生産力回復支援事業
藻場や磯根資源（ウニ、アワビなど）の喪失により著しく低下した漁場の生産力の回復を図
るため、漁業者グループが漂流物の回収などをおこなう場合、国が支援しています。
●漁業者1人当たり12,100円／日、漁船1隻当たり21,000円／日（15トン未満の場合）
を支給しています。

水産庁漁場資源課 03-3502-8486（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
お問い合わせ先

→1次補正 93億円

漁船保険・漁業共済の再保険金等の支払
東日本大震災により発生する再保険金および保険金の支払いに万全を期するため、漁船普
通保険勘定および漁業共済保険勘定に支出しています。

P34参照

漁船や漁業共済の保険金支払を万全にしました9

お問い合わせ先

→1次補正 860億円

漁船保険組合及び漁業共済組合支払保険金等補助事業
漁船保険の保険金および漁業共済組合の共済金の支払に関し、組合の準備金を超過した場
合、その超過部分の財源の支援などをおこなう漁船保険中央会および全国漁業共済組合連
合会に国庫補助をおこなっています。

P34参照

共済金の準備金超過分の財源支援をおこなっています10

お問い合わせ先

→1次補正 80億円

お問い合わせ先

漁場漂流物回収処理事業

漁場堆積物除去事業
漁場に漂流・堆積している大型のがれきについて、専門業者による調査や回収処理をおこな
う場合、国が補助しています。

水産庁漁場資源課 03-3502-8486（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

漁場の大型がれきの回収費などを補助しています8

→1次補正 7億円

→1次補正 23億円

→1次補正 4億円

お問い合わせ先

漁業関係資金無利子化事業
被災漁業者が借りることができる、漁業近代化資金、日本政策金融公庫資金の貸付金利を実
質無利子化しました。
●融資枠は総額380億円（うち公庫資金60億円、近代化資金320億円）です。

漁業近代化資金の貸付を希望される方…P35参照
日本政策金融公庫資金の貸付を希望される方…
 日本政策金融公庫 0120-154-505（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
 沖縄振興開発金融公庫 098-941-1840（月～金　9：00～17：00　祝日除く）
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水産業のみなさま
漁場の漂流物の回収に補助金を支給しています7

漁場生産力回復支援事業
藻場や磯根資源（ウニ、アワビなど）の喪失により著しく低下した漁場の生産力の回復を図
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を支給しています。

水産庁漁場資源課 03-3502-8486（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
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　の貸付の際、無担保・無保証人にしました12

漁業関係公庫資金無担保・無保証人事業
　の事業で実質無利子化する日本政策金融公庫資金の貸付を、無担保・無保証人での融資も
可能としました。

P35参照
日本政策金融公庫資金の貸付を希望される方…
 日本政策金融公庫 0120-154-505（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
 沖縄振興開発金融公庫 098-941-1840（月～金　9：00～17：00　祝日除く）
この事業についてのお問い合わせ先：水産庁水産経営課 03-6744-2347（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

11

水産業のみなさま 農業のみなさま
農業の復旧を支援します

土地改良法の特例措置等
東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国などが緊急的
におこなう災害復旧および除塩並びにこれとあわせて区画整理などの事業を円滑に実施して
います。
●国は、事業費の９／ 10（除塩事業）、6.5／10または５／10（災害復旧事業など）を補助し
ています。

●激甚災害法や東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律などによる
嵩上げ制度があります。

東北：東北農政局整備部防災課 022-263-1111（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
関東：関東農政局整備部防災課 048-600-0600（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
北陸：北陸農政局整備部防災課 076-263-2161（月～金　8：30～17：15　祝日除く）
東海：東海農政局整備部防災課 052-201-7271（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
この事業についてのお問い合わせ先：農林水産省農村振興局防災課 03-6744-2211（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
土地改良法の特例に関するお問い合わせ先：
 農林水産省農村振興局土地改良企画課 03-6744-2187（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

除塩や区画整理などの事業費の最大９割を補助しています1

お問い合わせ先

→1次補正 22億円

→1次補正 689億円（内数）

災害復旧事業等
●地震、津波により被災した農地・農業用施設などの災害復旧を実施しています。
●再度災害防止のために災害復旧事業とあわせておこなう施設の改築または補強および農
村生活環境施設などの復旧もおこなっています。

東北：東北農政局整備部防災課 022-263-1111（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
関東：関東農政局整備部防災課 048-600-0600（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
北陸：北陸農政局整備部防災課 076-263-2161（月～金　8：30～17：15　祝日除く）
東海：東海農政局整備部防災課 052-201-7271（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
この事業についてのお問い合わせ先：
農林水産省農村振興局防災課 03-6744-2211（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

農業の復旧と、施設改築・補強などの災害対策を実施しています2

お問い合わせ先

→1次補正 689億円（内数）

お問い合わせ先

漁業者等緊急保証対策事業
漁船建造資金や漁協の復旧資金などに対する融資が無担保・無保証人でおこなわれるよう、
緊急的な保証について支援しています。
●保証枠は総額630億円です。

P36参照

漁船の建造、漁協の復旧の融資を、
無担保・無保証人にしました13 →1次補正 48億円

漁協経営再建緊急支援事業
被災漁協などが経営再建のために借り入れる資金を実質無利子化しました。
●融資枠は総額150億円です。

水産庁水産経営課 03-3502-8416（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

経営再建の借入れを実質無利子化しました14

お問い合わせ先

→1次補正 4億円

11

お問い合わせ先
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農地などの排水を無料でおこなっています3

災害対策支援機械費
湛水している農地などについて早期に湛水解消を図るため、要請に応じて国が保有する災
害応急用ポンプを緊急的に配備し、排水対策を実施しています。
●沿岸部で津波の被災により排水不能となっている排水機場について、降雨に伴う洪水被
害などの二次災害を防止するため、ポンプを借り上げて、早期に排水対策を実施してい
ます。

●災害応急用ポンプなどの配備、運用の一切を、国が全額負担しています。
東北農政局土地改良技術事務所施設・管理課 
022-295-5547（月～金　8：30～17：15　祝日除く）

この事業についてのお問い合わせ先：農林水産省農村振興局設計課 03-3502-6094（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

お問い合わせ先

農業のみなさま

東日本大震災農業生産対策交付金
共同利用農業用施設（乾燥調製貯蔵施設、集出荷施設、加工施設、家畜排せつ物処理施設、自
給飼料保管調整施設、鳥獣被害防止施設など）、農業研修教育施設、乳業施設の復旧に対して
支援しています。
●農業用施設の安定的な運営を支えるバイオマス、小水力などの再生可能エネルギー供給施
設の復旧に対して支援しています。

●共同利用農業機械などのリース方式などによる導入や使用可能な農業機械の有効利用に向
けたメンテナンスを支援しています。

●被災農家の次期作に必要な生産資材（肥料、農業用薬剤など）の共同購入などを支援してい
ます。

●土壌中の放射性物質の農作物による吸収を抑制するための資材施用などに対して支援して
います。

●早期の営農再開を目指す地域において普及指導員がおこなう土壌分析、被災農業者への相
談・指導活動などに対して支援しています。

●国は、以上の対策を実施する都道府県、市町村、農業者の組織する団体、NPO法人などに
対して、事業費の1／２以内を都道府県向け交付金により補助しています。

P37参照

共同利用の復旧や生産資材の購入などを支援しています5

お問い合わせ先

→1次補正9億円

→1次補正341億円

農林水産業共同利用施設災害復旧事業
農協などが所有する農林水産業共同利用施設を復旧する場合、国が支援しています。
●国は事業費の最大９割を補助しています。

農業協同組合関係 
 東北農政局総務部検査課 022-221-6160
 関東農政局総務部検査課 048-740-0020
 北陸農政局総務部検査課 076-232-4190
 東海農政局総務部検査課 052-223-4616
 近畿農政局総務部検査課 075-414-9015
 中国四国農政局総務部検査課 086-224-9408
 九州農政局総務部検査課 096-211-9079
 沖縄総合事務局経営課 098-866-1628
 農林水産省経営局経営政策課 03-3502-6442
漁業協同組合関係 水産庁防災漁村課 03-3502-5638（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
森林組合関係 林野庁木材産業課 03-3502-8062（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
この事業についてのお問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課 03-3502-6442（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

農協施設などの復旧事業費の最大９割を補助しています4

お問い合わせ先

→1次補正76億円

（月～金　9：00～17：00　祝日除く）
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 東北農政局総務部検査課 022-221-6160
 関東農政局総務部検査課 048-740-0020
 北陸農政局総務部検査課 076-232-4190
 東海農政局総務部検査課 052-223-4616
 近畿農政局総務部検査課 075-414-9015
 中国四国農政局総務部検査課 086-224-9408
 九州農政局総務部検査課 096-211-9079
 沖縄総合事務局経営課 098-866-1628
 農林水産省経営局経営政策課 03-3502-6442
漁業協同組合関係 水産庁防災漁村課 03-3502-5638（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
森林組合関係 林野庁木材産業課 03-3502-8062（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
この事業についてのお問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課 03-3502-6442（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

農協施設などの復旧事業費の最大９割を補助しています4

お問い合わせ先

→1次補正76億円

（月～金　9：00～17：00　祝日除く）
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農業のみなさま

●畜産については、飼養再開に係る共同作業をおこなう場合に、家畜・家禽の頭羽数あたり
で支援金を交付しています。

注：単価の（  ）は、自力で施設の撤去などをおこなう場合

被災農家経営再開支援事業
復旧作業を共同でおこなう農業者に対して、復興組合などを通じてその活動に応じ経営再
開支援金をお支払いしています（地域で復興組合などを組織）。
●水田作物・野菜・果樹については、農作物の作付けが困難となった農地のうち、共同で復旧
作業をおこなう面積に対して支援金を交付しています。

生産が困難になった農業者に支援金を支払いしています6
→1次補正52億円

営農の種類

水田作物　 　　　 
露地野菜（花きを含む)
施設野菜（花きを含む)
果樹　　   

支援単価

3.5万円／10a
4.0万円／10a （ 7.0万円／10a）
5.0万円／10a （14.0万円／10a）
4.0万円／10a （ 9.0万円／10a）

家畜の種類

乳用牛
肉用牛（繁殖経営）
肉用牛（肥育経営）
肉用牛（育成経営）
豚（繁殖豚）
鶏（採卵鶏）

支援単価

29,700円／頭  
182,200円／頭  
21,700～59,000円／頭  
10,500～13,200円／頭  
22,400円／頭  
12,000円／1,000羽

県または市町村を通じ、
水田作物・野菜・果樹については
 農林水産省大臣官房戸別所得補償制度企画チーム 
 03-6744-1850（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
 農林水産省生産局生産支援課 
 03-3597-0191（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
 農林水産省生産局生産流通振興課 
 03-3501-6081（月～金　9：30～18：15　祝日除く）
畜産については 農林水産省生産局畜産部畜産企画課 
 03-6744-2113（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

お問い合わせ先

農業経営復旧のための金融支援措置
農家の方々が一定期間（最大18年間）実質無利子・無担保・無保証人で融資が受けられるよ
う、国が支援しています。融資枠は400億円です。
●中長期の運転資金、農業用機械・施設の修理・導入などのための資金の融通が受けられま
す。

日本政策金融公庫　　0120-154-505
（月～金　9：00～19：00　土日祝日　9：00～17:00）　
またはお近くの金融機関（農協、銀行、信金など）

この事業についてのお問い合わせ先：農林水産省経営局金融調整課 03-3501-3726（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

実質無利子・無担保・無保証人で借入れができます7

お問い合わせ先

→1次補正74億円

被害農家営農資金利子補給等補助金
農林漁業者の方々が、経営の復旧に必要となる生産資材の購入などのために無利子で融資
が受けられるよう、国が支援しています。融資枠は1,000億円です。
●例えば、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具、薪炭原木、しいたけほだ木、漁業用燃料などの購入
資金として250万円、家畜、養殖、漁船の建造・取得資金として600万円、漁具の取得資金
として5,000万円をそれぞれ上限に融資が受けられます。

お近くの金融機関（農協、銀行、信金など）
この事業についてのお問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課 03-3502-6442（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

生産資材購入などのための借入れを無利子化しました8

お問い合わせ先

→1次補正4億円
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農業のみなさま

東日本大震災被災地域土地改良負担金償還助成
東日本大震災により一定規模以上の被災を受けた土地改良負担金を償還中の地区におい
て、負担金の償還猶予の期間に発生する償還金の利子相当額を最大3年間助成しています。

東北：東北農政局整備部農地整備課
 022-263-1111（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
関東：関東農政局整備部農地整備課
 048-600-0600（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
北陸：北陸農政局整備部農地整備課
 076-263-2161（月～金　8：30～17：15　祝日除く）
東海：東海農政局整備部農地整備課
 052-201-7271（月～金　9：15～18：00　祝日除く）
この事業についてのお問い合わせ先：農林水産省農村振興局農地資源課 03-3502-6277（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

土地改良のための借入れにかかる利子を3年間
助成しています9

お問い合わせ先

→1次補正5億円

森林・林業のみなさま
森林・林業・木材産業の復旧を支援しています

山林施設災害復旧事業
地震、津波により被災した防潮堤などの治山施設や林道などの復旧について、都道府県、市町
村、森林組合などが実施する場合に支援しています。なお、国有林は国が直接実施しています。
●国は、被災した施設の内容に応じて、事業費の2／3、6.5／10または5／10を補助してい
ます。

●激甚災害法による嵩上げ制度があります。　

最寄りの県または市町村の林務担当部局または
林野庁治山課山地災害対策室 03-3501-4756（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

防潮堤や林道の復旧費を補助しています →1次補正109億円1

お問い合わせ先

→1次補正47億円

山林施設災害関連事業
施設の復旧事業に加え、再度災害の防止に十分な効果が期待できない場合に、施設の改良事
業などを、国が直接実施するほか、都道府県、市町村、森林組合などが実施する場合に支援し
ています。なお、国有林は国が直接実施しています。
●国は、被災した施設に応じて、事業費の2／3または5／10を補助しています。
●激甚災害法、東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律に
よる嵩上げ制度があります。

最寄りの県または市町村の林務担当部局または
林野庁治山課山地災害対策室 03-3501-4756（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

再度の災害防止のため山林施設の改良などを
支援しています2

お問い合わせ先
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→1次補正26億円緊急治山対策
地震、津波などで被災した山地、海岸部の保安林のうち、緊急的に復旧整備を必要とする箇
所について、都道府県が事業を実施する場合に支援しています。なお、国有林などは国が
直接実施しています。
●国は、事業費の1／2を補助しています。

最寄りの県の治山担当部局または
林野庁治山課 03-6744-2308（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

被災した山地などの復旧事業費の５割を補助しています3

お問い合わせ先

森林・林業のみなさま

災害復旧関係資金利子助成事業
林業者・木材産業者が、被害を受けた森林・林道・林業施設などの復旧に必要な資金や運転
資金について、日本政策金融公庫から、実質無利子・無担保・無保証人で借りることができ
ます。
●融資枠は35億円です。

全国木材協同組合連合会 03-3580-3215（月～金　9：30～19：00　祝日除く）

森林・林業施設の復旧のための借入れを実質無利子化・
無担保・無保証人にしました4

お問い合わせ先

→1次補正5億円

東日本大震災復旧林業信用保証事業
林業者・木材産業者が、民間金融機関から震災の復旧に取り組むために必要な資金を借り受
ける場合、（独）農林漁業信用基金から、無担保・無保証人・保証料無料で100％の債務保証を
受けることができます。
●保証枠は182億円です。

農林漁業信用基金 03-3294-5585（月～金　9：30～17：00　祝日除く）

無担保・無保証人・保証料無料で100％の債務保証を受けられます5

お問い合わせ先

→1次補正94億円

森林組合経営再建緊急支援事業
被災森林組合が、民間金融機関から経営再建などのために借り入れる資金について、最大
2％まで利子助成し実質無利子化しました。
● 融資枠は23億円です。

全国森林組合連合会 03-3294-9711（月～金　9：00～17：00　祝日除く）

森林組合の経営再建のための借入れを、実質無利子化しました6

お問い合わせ先
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森林組合経営再建緊急支援事業
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森林組合の経営再建のための借入れを、実質無利子化しました6

お問い合わせ先
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ガス・石油関連事業のみなさま
ガス・石油に関する事業の復旧を支援しています

被災ガス関連設備の復旧支援
大きな被害を受けた宮城県、岩手県、福島県におけるガス製造設備、ガス導管などの設備の
復旧を支援しています。
● 被災されたガス事業者のうち、被災状況から自力での復旧が著しく困難な中小規模の事
業者を支援しています。

●事業者の復旧経費の半額を補助しています。
資源エネルギー庁ガス市場整備課 
03-3501-2963（月～金　9：00～17：00　祝日除く）

お問い合わせ先

ガス製造設備などの復旧事業経費の5割を補助しています1

→1次補正20億円

被災LPガス関連設備の復旧支援
大きな被害を受けた宮城県、岩手県、福島県におけるＬＰガス充てん所の設備の復旧を支援
しています。
●被災した充てん所のうち、中小企業事業者が所有するもので特に重要な拠点の復旧を支
援しています。

●事業者の復旧経費の半額を補助しています。
資源エネルギー庁石油流通課 
03-3501-1320（月～金　9：00～17：00　祝日除く）

お問い合わせ先

LPガス充てん所設備の復旧経費の5割を補助しています2

→1次補正15億円

被災地域簡易給油所設置等支援事業
大震災によって営業不能となった揮発油販売業者に対し、ポータブル計量器の設置費用な
どを定額補助しています。

資源エネルギー庁石油流通課 
03-3501-1320（月～金　9：00～17：00　祝日除く）

お問い合わせ先

ポータブル計量器の設置費用などを定額補助しています3

→1次補正5億円

被災地域石油製品販売業早期復旧等支援事業
被災地域における揮発油販売業者に対し、損壊した給油設備の補修や全壊したSSの撤去、
安全点検にかかる費用を定額補助することで、被災地SSの早期立ち上げを支援してい
ます。

資源エネルギー庁石油流通課 
03-3501-1320（月～金　9：00～17：00　祝日除く）

お問い合わせ先

給油設備の補修や給油所の安全点検にかかる費用を
定額補助します4 →1次補正46億円

石油製品販売業災害特別保証事業
運転資金の100％の信用保証枠を創設し、大震災により経営が悪化している揮発油販売業
者の資金繰りを支援しています。
●揮発油販売事業者が金融機関から資金調達する際に債務保証のための基金の造成先であ
る民間団体などが保証人となり、金融機関に対し、借入債務を保証しています。

資源エネルギー庁石油流通課 
03-3501-1320（月～金　9：00～17：00　祝日除く）

お問い合わせ先

運転資金の100％の信用保証枠を創設し資金繰り
を支援しています5 →1次補正51億円
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お問い合わせ先

→1次補正 7億円

貿易円滑化事業
風評被害による物流の停滞を防ぐため、国が指定した検査機関がおこなう輸出品に係る放射線量
検査の検査料を補助しています。
●国が指定する検査機関により輸出品の放射線量検査を受ける輸出事業者などは、従来の検査料
から一定割合の費用を控除した検査料で検査を受けることができます。

P38参照

輸出品に対する風評被害に対応しています

その他の支援 お問い合わせ先一覧

●漁港施設等災害復旧事業　●漁港施設等災害関連事業
●災害復旧と連携した水産基盤復旧復興対策　お問い合わせ先

●養殖施設災害復旧事業 ●さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業
お問い合わせ先

 北海道 水産林務部漁港漁村課 011-204-5474

 青森県 農林水産部水産局漁港漁場整備課 017-734-9614

 岩手県 農林水産部漁港漁村課 019-629-5830
   019-629-5829

 宮城県 農林水産部水産業基盤整備課 022-211-2942

 秋田県 農林水産部水産漁港課 018-860-1889

 福島県 土木部河川港湾総室港湾課 024-521-7496

 茨城県 水産振興課 029-301-4125

 千葉県 漁港課 043-223-3021

 北海道 水産林務部漁業管理課 011-204-5480

 青森県 農林水産部水産振興課（栽培・資源管理Ｇ） 017-734-9594

 岩手県 農林水産部水産振興課 019-629-5819

 宮城県 農林水産部水産業基盤整備課 022-211-2944

 福島県 農林水産部生産流通総室水産課 024-521-7379

 茨城県 農林水産部水産振興課 029-301-4114

お問い合わせ先

輸出農産物等信頼回復活動事業
都道府県または民間検査機関などが輸出品に係る放射性物質の検査をおこなうための放射能測定
機器整備などを支援するとともに、日本産農林水産物・食品の安全イメージを回復・増進するための
プロモーションをおこなっています。
●放射能測定機器の設置費用などの1／2を国が支援しています。

農林水産省大臣官房国際部輸出促進室 
03-3502-3408（月～金　9：30～18：15　祝日除く）

農林水産物等の輸出などを
支援しています →1次補正 1.6億円、2次補正 5億円
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お問い合わせ先一覧

●漁船保険・漁業共済の再保険金等の支払
●漁船保険組合および漁業共済組合支払保険金等補助事業　お問い合わせ先

●漁船保険組合  

 根  釧 0153-24-2215

 宗  谷 0162-22-5360

 日振勝 0146-22-3131

 道  南 0138-23-3246

 北  見 0152-44-6221

 青森県 017-723-1313

 岩手県 019-622-2928

 宮城県 022-224-1028

 福島県 0246-29-2323

 茨城県 029-221-8526

 千葉県 043-242-6861

 日本鰹鮪 03-5646-2665

 全国広域 03-3591-3109

 東京都 03-3458-1433

 新潟県 025-241-1610

 富山県 076-432-1343

 石川県 076-234-8823

 静岡県 054-251-3666

 愛知県 052-971-3917

 三重県 059-226-6521

 和歌山県 073-422-8883

 島根県 0852-21-0003

 徳島県 088-636-0533

 高知県 088-875-3237

 大分県 097-538-1177

 宮崎県 0985-27-8001

 鹿児島県 099-257-5311

●漁業共済組合  

 北海道 011-241-6761

 青森 017-722-4044

 岩手 019-625-2281

 宮城 022-367-7705

 千葉 043-242-6826

 愛知 052-961-2646

 三重 059-226-6141

 兵庫 078-919-1256

 徳島 088-636-0540

 香川 087-851-4486

 愛媛 089-933-9238

 宮崎 0985-27-6712

 鹿児島 099-256-7725

●全国合同漁業共済組合

  03-3294-9698

 福島県 0246-28-4747

 茨城県 029-225-1036

 東京都 03-3458-9811

 神奈川県 045-778-5007

 静岡県 054-252-7884

 愛知県 052-961-2646

 大阪・和歌山 073-433-3470

 高知県 088-822-4825

 大分県 097-536-4528

 沖縄県 098-860-2625

●全国漁業共済組合連合会

  03-3294-9651

●漁業関係資金無利子化事業　●漁業関係公庫資金無担保・無保証人事業
お問い合わせ先

 北海道信用漁業協同組合連合会 011-261-7822
 青森県信用漁業協同組合連合会 017-722-1471
 岩手県信用漁業協同組合連合会 019-623-8315
 宮城県漁業協同組合 0225-21-5713
 秋田県漁業協同組合 018-845-1311
 山形県漁業協同組合 0234-24-5611
 福島県信用漁業協同組合連合会 0246-29-2331
 茨城県信用漁業協同組合連合会 029-221-6281
 千葉県信用漁業協同組合連合会 043-242-5261
 東京都信用漁業協同組合連合会 03-3458-3031
 神奈川県信用漁業協同組合連合会 045-778-3880
 新潟県信用漁業協同組合連合会 025-241-7291
 富山県信用漁業協同組合連合会 076-441-3528
 福井県信用漁業協同組合連合会 0776-21-6080
 石川県信用漁業協同組合連合会 076-234-8821
 静岡県信用漁業協同組合連合会 054-273-4447
 愛知県信用漁業協同組合連合会 052-962-1481
 三重県信用漁業協同組合連合会 059-226-6134
 滋賀県漁業協同組合連合会 077-524-2418
 京都府信用漁業協同組合連合会 0773-75-4195
 大阪府漁業協同組合連合会 072-422-4763
 兵庫県信用漁業協同組合連合会 078-919-1210
 和歌山県信用漁業協同組合連合会 073-432-0761
 鳥取県信用漁業協同組合連合会 0857-23-1351
 漁業協同組合　JFしまね 0852-21-0002
 岡山県漁業協同組合連合会 086-262-4443
 広島県信用漁業協同組合連合会 082-247-2301
 山口県漁業協同組合 083-231-4282
 徳島県信用漁業協同組合連合会 088-636-0530
 香川県信用漁業協同組合連合会 087-851-5311
 愛媛県信用漁業協同組合連合会 089-933-8716
 高知県信用漁業協同組合連合会 088-823-2251
 福岡県信用漁業協同組合連合会 092-751-2064
 佐賀県信用漁業協同組合連合会 0952-22-3180
 長崎県信用漁業協同組合連合会 095-829-2470
 熊本県漁業協同組合連合会 096-356-8551
 大分県漁業協同組合 097-534-1522
 宮崎県信用漁業協同組合連合会 0985-27-4177
 鹿児島県信用漁業協同組合連合会 099-253-5531
 沖縄県信用漁業協同組合連合会 098-860-2611
 農林中央金庫本店相談ダイヤル 0120-055-132
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●漁船保険組合および漁業共済組合支払保険金等補助事業　お問い合わせ先

●漁船保険組合  

 根  釧 0153-24-2215

 宗  谷 0162-22-5360

 日振勝 0146-22-3131

 道  南 0138-23-3246

 北  見 0152-44-6221

 青森県 017-723-1313

 岩手県 019-622-2928

 宮城県 022-224-1028

 福島県 0246-29-2323

 茨城県 029-221-8526

 千葉県 043-242-6861

 日本鰹鮪 03-5646-2665

 全国広域 03-3591-3109

 東京都 03-3458-1433

 新潟県 025-241-1610

 富山県 076-432-1343

 石川県 076-234-8823

 静岡県 054-251-3666

 愛知県 052-971-3917

 三重県 059-226-6521

 和歌山県 073-422-8883

 島根県 0852-21-0003

 徳島県 088-636-0533

 高知県 088-875-3237

 大分県 097-538-1177

 宮崎県 0985-27-8001

 鹿児島県 099-257-5311

●漁業共済組合  

 北海道 011-241-6761

 青森 017-722-4044

 岩手 019-625-2281

 宮城 022-367-7705

 千葉 043-242-6826

 愛知 052-961-2646

 三重 059-226-6141

 兵庫 078-919-1256

 徳島 088-636-0540

 香川 087-851-4486

 愛媛 089-933-9238

 宮崎 0985-27-6712

 鹿児島 099-256-7725

●全国合同漁業共済組合

  03-3294-9698

 福島県 0246-28-4747

 茨城県 029-225-1036

 東京都 03-3458-9811

 神奈川県 045-778-5007

 静岡県 054-252-7884

 愛知県 052-961-2646

 大阪・和歌山 073-433-3470

 高知県 088-822-4825

 大分県 097-536-4528

 沖縄県 098-860-2625

●全国漁業共済組合連合会

  03-3294-9651

●漁業関係資金無利子化事業　●漁業関係公庫資金無担保・無保証人事業
お問い合わせ先

 北海道信用漁業協同組合連合会 011-261-7822
 青森県信用漁業協同組合連合会 017-722-1471
 岩手県信用漁業協同組合連合会 019-623-8315
 宮城県漁業協同組合 0225-21-5713
 秋田県漁業協同組合 018-845-1311
 山形県漁業協同組合 0234-24-5611
 福島県信用漁業協同組合連合会 0246-29-2331
 茨城県信用漁業協同組合連合会 029-221-6281
 千葉県信用漁業協同組合連合会 043-242-5261
 東京都信用漁業協同組合連合会 03-3458-3031
 神奈川県信用漁業協同組合連合会 045-778-3880
 新潟県信用漁業協同組合連合会 025-241-7291
 富山県信用漁業協同組合連合会 076-441-3528
 福井県信用漁業協同組合連合会 0776-21-6080
 石川県信用漁業協同組合連合会 076-234-8821
 静岡県信用漁業協同組合連合会 054-273-4447
 愛知県信用漁業協同組合連合会 052-962-1481
 三重県信用漁業協同組合連合会 059-226-6134
 滋賀県漁業協同組合連合会 077-524-2418
 京都府信用漁業協同組合連合会 0773-75-4195
 大阪府漁業協同組合連合会 072-422-4763
 兵庫県信用漁業協同組合連合会 078-919-1210
 和歌山県信用漁業協同組合連合会 073-432-0761
 鳥取県信用漁業協同組合連合会 0857-23-1351
 漁業協同組合　JFしまね 0852-21-0002
 岡山県漁業協同組合連合会 086-262-4443
 広島県信用漁業協同組合連合会 082-247-2301
 山口県漁業協同組合 083-231-4282
 徳島県信用漁業協同組合連合会 088-636-0530
 香川県信用漁業協同組合連合会 087-851-5311
 愛媛県信用漁業協同組合連合会 089-933-8716
 高知県信用漁業協同組合連合会 088-823-2251
 福岡県信用漁業協同組合連合会 092-751-2064
 佐賀県信用漁業協同組合連合会 0952-22-3180
 長崎県信用漁業協同組合連合会 095-829-2470
 熊本県漁業協同組合連合会 096-356-8551
 大分県漁業協同組合 097-534-1522
 宮崎県信用漁業協同組合連合会 0985-27-4177
 鹿児島県信用漁業協同組合連合会 099-253-5531
 沖縄県信用漁業協同組合連合会 098-860-2611
 農林中央金庫本店相談ダイヤル 0120-055-132
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お問い合わせ先一覧

 北海道漁業信用基金協会 011-281-2816
 青森県漁業信用基金協会 017-723-2714
 岩手県漁業信用基金協会 019-623-5281
 宮城県漁業信用基金協会 022-221-5326
 秋田県漁業信用基金協会 018-823-7362
 山形県漁業信用基金協会 0234-24-2604
 福島県漁業信用基金協会 0246-29-4433
 茨城県漁業信用基金協会 029-226-0717
 栃木県漁業信用基金協会 028-664-0237
 千葉県漁業信用基金協会 043-241-5510
 東京都漁業信用基金協会 03-3458-2431
 神奈川県漁業信用基金協会 045-778-5070
 新潟県漁業信用基金協会 025-245-0814
 富山県漁業信用基金協会 076-441-6127
 福井県漁業信用基金協会 0776-22-6279
 石川県漁業信用基金協会 076-234-8827
 静岡県漁業信用基金協会 054-251-0717
 愛知県漁業信用基金協会 052-950-2737
 三重県漁業信用基金協会 059-226-6441
 滋賀県漁業信用基金協会 077-528-3871
 京都府漁業信用基金協会 0773-77-2238
 大阪府漁業信用基金協会 06-6945-5690
 兵庫県漁業信用基金協会 078-919-1314
 和歌山県漁業信用基金協会 073-432-4800
 鳥取県漁業信用基金協会 0857-26-8392
 島根県漁業信用基金協会 0852-21-0006
 岡山県漁業信用基金協会 086-234-2711
 広島県漁業信用基金協会 082-247-1989
 山口県漁業信用基金協会 083-261-1237
 徳島県漁業信用基金協会 088-636-0535
 香川県漁業信用基金協会 087-851-5424
 愛媛県漁業信用基金協会 089-933-5126
 高知県漁業信用基金協会 088-873-7693
 福岡県漁業信用基金協会 092-781-4981
 佐賀県漁業信用基金協会 0952-23-7823
 長崎県漁業信用基金協会 095-823-8171
  熊本県漁業信用基金協会 096-329-9400
  大分県漁業信用基金協会 097-532-3496
  宮崎県漁業信用基金協会 0985-29-1313
  鹿児島県漁業信用基金協会 099-253-8815
  沖縄県漁業信用基金協会 098-860-2633
  全国遠洋沖合漁業信用基金協会 03-5646-2658

 農林水産省生産局総務課生産推進室 03-3502-5945

 東北農政局生産経営流通部農産課 022-221-6179

 関東農政局生産経営流通部農産課 048-740-0407

 北陸農政局生産経営流通部農産課 076-232-4302

 東海農政局生産経営流通部農産課 052-223-4622

 近畿農政局生産経営流通部農産課 075-414-9020

 中国四国農政局生産経営流通部農産課 086-224-9411

 九州農政局生産経営流通部農産課 096-211-9370

 内閣府沖縄総合事務局生産振興課 098-866-1653

●漁業者等緊急保証対策事業　お問い合わせ先 ●東日本大震災農業生産対策交付金　お問い合わせ先

●ハローワーク　お問い合わせ先 （月～金　8：30～17：15　祝日除く）

〈福島県〉
 福島 024-534-4121
 平 0246-23-1421
 磐城 0246-54-6666
 勿来 0246-63-3171
 会津若松 0242-26-3333
 南会津 0241-62-1101
 喜多方 0241-22-4111
 郡山 024-942-8609
 白河 0248-24-1256
 須賀川 0248-76-8609
 相双 0244-24-3531
 相馬 0244-36-0211
 富岡 0246-24-3055
 二本松 0243-23-0343
 福島新卒応援ハローワーク 024-534-0466

※1　月～金 8：30～17：00　祝日除く

※2　月～金　10：00～18：30　祝日除く

※3　月～金 8：30～18：30　祝日除く
 土 10：00～17：00

〈岩手県〉
 盛岡 019-624-8902～8
 沼宮内 0195-62-2139
 釜石 0193-23-8609
 遠野 0198-62-2842
 宮古 0193-63-8609
 花巻 0198-23-5118
 一関 0191-23-4135
 水沢 0197-24-8609
 北上 0197-63-3314
 大船渡 0192-27-4165
 二戸 0195-23-3341
 久慈 0194-53-3374
 盛岡新卒応援ハローワーク 019-653-8609

〈宮城県〉
 仙台 022-299-8811
 大和 022-345-2350
 石巻 0225-95-0158～9
 塩釜 022-362-3361～3
 古川 0229-22-2305～6
 大河原 0224-53-1042～4
 白石 0224-25-3107
 築館 0228-22-2531～2
 迫 0220-22-8609
 気仙沼 080-2807-4956～7
 仙台新卒応援ハローワーク 022-726-8055

※1

※2

※3

※3

※3

※3
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 北海道漁業信用基金協会 011-281-2816
 青森県漁業信用基金協会 017-723-2714
 岩手県漁業信用基金協会 019-623-5281
 宮城県漁業信用基金協会 022-221-5326
 秋田県漁業信用基金協会 018-823-7362
 山形県漁業信用基金協会 0234-24-2604
 福島県漁業信用基金協会 0246-29-4433
 茨城県漁業信用基金協会 029-226-0717
 栃木県漁業信用基金協会 028-664-0237
 千葉県漁業信用基金協会 043-241-5510
 東京都漁業信用基金協会 03-3458-2431
 神奈川県漁業信用基金協会 045-778-5070
 新潟県漁業信用基金協会 025-245-0814
 富山県漁業信用基金協会 076-441-6127
 福井県漁業信用基金協会 0776-22-6279
 石川県漁業信用基金協会 076-234-8827
 静岡県漁業信用基金協会 054-251-0717
 愛知県漁業信用基金協会 052-950-2737
 三重県漁業信用基金協会 059-226-6441
 滋賀県漁業信用基金協会 077-528-3871
 京都府漁業信用基金協会 0773-77-2238
 大阪府漁業信用基金協会 06-6945-5690
 兵庫県漁業信用基金協会 078-919-1314
 和歌山県漁業信用基金協会 073-432-4800
 鳥取県漁業信用基金協会 0857-26-8392
 島根県漁業信用基金協会 0852-21-0006
 岡山県漁業信用基金協会 086-234-2711
 広島県漁業信用基金協会 082-247-1989
 山口県漁業信用基金協会 083-261-1237
 徳島県漁業信用基金協会 088-636-0535
 香川県漁業信用基金協会 087-851-5424
 愛媛県漁業信用基金協会 089-933-5126
 高知県漁業信用基金協会 088-873-7693
 福岡県漁業信用基金協会 092-781-4981
 佐賀県漁業信用基金協会 0952-23-7823
 長崎県漁業信用基金協会 095-823-8171
  熊本県漁業信用基金協会 096-329-9400
  大分県漁業信用基金協会 097-532-3496
  宮崎県漁業信用基金協会 0985-29-1313
  鹿児島県漁業信用基金協会 099-253-8815
  沖縄県漁業信用基金協会 098-860-2633
  全国遠洋沖合漁業信用基金協会 03-5646-2658

 農林水産省生産局総務課生産推進室 03-3502-5945

 東北農政局生産経営流通部農産課 022-221-6179

 関東農政局生産経営流通部農産課 048-740-0407

 北陸農政局生産経営流通部農産課 076-232-4302

 東海農政局生産経営流通部農産課 052-223-4622

 近畿農政局生産経営流通部農産課 075-414-9020

 中国四国農政局生産経営流通部農産課 086-224-9411

 九州農政局生産経営流通部農産課 096-211-9370

 内閣府沖縄総合事務局生産振興課 098-866-1653

●漁業者等緊急保証対策事業　お問い合わせ先 ●東日本大震災農業生産対策交付金　お問い合わせ先

●ハローワーク　お問い合わせ先 （月～金　8：30～17：15　祝日除く）

〈福島県〉
 福島 024-534-4121
 平 0246-23-1421
 磐城 0246-54-6666
 勿来 0246-63-3171
 会津若松 0242-26-3333
 南会津 0241-62-1101
 喜多方 0241-22-4111
 郡山 024-942-8609
 白河 0248-24-1256
 須賀川 0248-76-8609
 相双 0244-24-3531
 相馬 0244-36-0211
 富岡 0246-24-3055
 二本松 0243-23-0343
 福島新卒応援ハローワーク 024-534-0466

※1　月～金 8：30～17：00　祝日除く

※2　月～金　10：00～18：30　祝日除く

※3　月～金 8：30～18：30　祝日除く
 土 10：00～17：00

〈岩手県〉
 盛岡 019-624-8902～8
 沼宮内 0195-62-2139
 釜石 0193-23-8609
 遠野 0198-62-2842
 宮古 0193-63-8609
 花巻 0198-23-5118
 一関 0191-23-4135
 水沢 0197-24-8609
 北上 0197-63-3314
 大船渡 0192-27-4165
 二戸 0195-23-3341
 久慈 0194-53-3374
 盛岡新卒応援ハローワーク 019-653-8609

〈宮城県〉
 仙台 022-299-8811
 大和 022-345-2350
 石巻 0225-95-0158～9
 塩釜 022-362-3361～3
 古川 0229-22-2305～6
 大河原 0224-53-1042～4
 白石 0224-25-3107
 築館 0228-22-2531～2
 迫 0220-22-8609
 気仙沼 080-2807-4956～7
 仙台新卒応援ハローワーク 022-726-8055

※1

※2

※3

※3

※3

※3
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メモお問い合わせ先一覧

●貿易円滑化事業　お問い合わせ先

 一般社団法人全日検 03-5765-2125 （月～金　9：00～17：00　祝日除く）

 一般社団法人日本海事検定協会 03-3454-5721 （月～金　9：30～17：30　祝日除く）

 財団法人食品環境検査協会 03-3535-4351 （月～金　9：00～17：30　祝日除く）

 財団法人新日本検定協会 03-3449-2611 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）

 財団法人日本食品分析センター 03-3469-7131 （月～金　9：00～17：00　祝日除く）

 財団法人日本乳業技術協会 03-3264-1921 （月～金　9：30～17：30　祝日除く）

 財団法人日本冷凍食品検査協会 03-3438-1414 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）
 ※飲食料品等（化粧品・医薬品・香料などを含む）の成分分析（放射性核種分析）検査のみ補助対象となります。

 CCIC・JAPAN株式会社 06-6241-3278 （月～金　9：30～17：30　祝日除く）

 社団法人青森県薬剤師会衛生検査センター 017-762-3620
  （月～金　9：00～18：00　土　9：00～12：00）

 住重試験検査株式会社 075-323-6353 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。

 中外テクノス株式会社 03-3863-0055 （月～金　9：45～17：30　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。

 テュフズードジャパン株式会社 03-3372-4894 （月～金　9：30～18：30　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。

 テュフラインランドジャパン株式会社 045-470-1850 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。
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メモお問い合わせ先一覧

●貿易円滑化事業　お問い合わせ先

 一般社団法人全日検 03-5765-2125 （月～金　9：00～17：00　祝日除く）

 一般社団法人日本海事検定協会 03-3454-5721 （月～金　9：30～17：30　祝日除く）

 財団法人食品環境検査協会 03-3535-4351 （月～金　9：00～17：30　祝日除く）

 財団法人新日本検定協会 03-3449-2611 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）

 財団法人日本食品分析センター 03-3469-7131 （月～金　9：00～17：00　祝日除く）

 財団法人日本乳業技術協会 03-3264-1921 （月～金　9：30～17：30　祝日除く）

 財団法人日本冷凍食品検査協会 03-3438-1414 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）
 ※飲食料品等（化粧品・医薬品・香料などを含む）の成分分析（放射性核種分析）検査のみ補助対象となります。

 CCIC・JAPAN株式会社 06-6241-3278 （月～金　9：30～17：30　祝日除く）

 社団法人青森県薬剤師会衛生検査センター 017-762-3620
  （月～金　9：00～18：00　土　9：00～12：00）

 住重試験検査株式会社 075-323-6353 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。

 中外テクノス株式会社 03-3863-0055 （月～金　9：45～17：30　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。

 テュフズードジャパン株式会社 03-3372-4894 （月～金　9：30～18：30　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。

 テュフラインランドジャパン株式会社 045-470-1850 （月～金　9：00～18：00　祝日除く）
 ※飲食料品に係る成分分析（放射性核種分析）検査は補助対象となりません。
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事業主のみなさまのための
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ご自由にお持ち帰りいただき、ぜひご活用ください。

事業再建
ハンドブック
第2次補正予算追加「改訂増補版」

このハンドブックは、第1次補正予算の

内容をお知らせした「生活再建・事業再建

ハンドブック」（5月12日発行）に、今回の

第2次補正予算（7月25日成立）に

盛り込まれた項目を追加した

「改訂増補版」としてみなさまに

お届けするものです。


