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＜被災地からの声＞

地域名 自社の被災地への支援、取り組み 政府や行政等への提案、要望 応援メッセージ
景気指標用業
界10分類名称

景気指標用業種
51分類名称

TDB規模
3区分

100 茨城
当社も中小企業なのでできる事は限られてしまうとは思いますが、たとえば同業者の方で仕事
を失くした方の雇用とか小さい事の援助はさせていただきたいと考えています
＿

絶対にまた元気な東北になることを祈ってます。あのすばらしい景色美味しい食べ物、またぜ
ひ行きたいです。早く復興できるのを待ち望んでいます。そのためには私たちも頑張らないと
いけないと思っています。

建設 建設 大企業

101 茨城
災害復旧に全力を尽くします。
＿

素早い対応とリ－ダ－シップの発揮を望みます。
＿

東北人の粘り強さを信じています！
＿

建設 建設 中小企業

102 茨城 節電                                                                                                        ＿ 建設 建設 中小企業

103 茨城
このたびの震災で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。一日でも早い復興と、
本当の笑顔が戻るようお祈りいたしております。全国民が復興を応援していますので、希望を
持ってお過ごし下さい。

建設 建設 大企業

104 茨城
法人税を引き上げて復興財源にして欲しい。
＿

建設 建設 中小企業

105 茨城
義援金の取り組み（実施済み）、住居の提供（国交省からの依頼で情報の提供・協力（実施済
み）                                                                                                        ＿

全ての対応が後手に回っている。こういう時こそ、政府・行政主導が必要である。与党・野党の
協力、迅速な対応を求む。
＿

東北地方太平洋沖地震災害の被災者の皆様には、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げま
す。                                                                                                        ＿ 不動産 不動産 大企業

106 茨城
復興には早急に対応すること
＿

地震は止めることはできないが、原発事故処理対応に関しては国民の不安を解消できるよう、
頑張ってほしいと同時に被災者の安全を確保してほしい。
＿

できるかぎりの応援はしたいので、頑張ってください。
＿ 製造 機械製造業 中小企業

107 茨城
まずは節電から取組んでいる。
＿

既存概念や保身にとらわれない素早い復興支援への判断。
＿

製造 機械製造業 中小企業

108 茨城
今回は被災したので、BCPの必要性を痛感した。再構築する。
＿

原発の安全性にかなり疑問がある。
＿

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。少しでも早く復興されます事を祈念致しま
す。                                                                                                        ＿

製造
精密機械、医療機
械・器具製造業

中小企業

109 茨城
ライフラインの復旧に向け、資材を滞りなく納入したい。公共事業の重要性を皆に理解してもら
う。                                                                                                        ＿

原発事故の早期収束を願う。後出しでなく、情報の公開を望む。夏季電力調整の方針を決定
してもらう。                                                                                                        ＿

諦めないで頑張って！
＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

110 茨城
利益は度外視して、弊社が製造している製品や取り扱っている製品が、少しでも復興の役に立
つようにしたい。

特に首相を初めとする民主党は、もっと真面目で真摯に対応して欲しい。
＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

111 茨城
平常の生活を確保する
＿

将来のビジョンを示す
＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

112 茨城
早く営業状態を平常に戻し、社会貢献のたくさんできる会社になりたい。
＿

スピーディな政治決断と国に殉ずる気概を政治家に臨みます。責任の取り方が現在の政治家
は非常に醜く見える。

一日も早い復興を・・・祈ります。
＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

113 茨城
出来る範囲での現金寄付。会社、全従業員の自粛の自粛。電子部品の調達努力。
＿

被害を受けた、個人、企業(中小、零細)に現金を早く、理屈は後で。原発のこと、嘘をつくな、
落ち着いたら責任を徹底的に糾弾。
＿

前向きに。                                                                                                        ＿
製造 電気機械製造業 小規模企業

114 茨城
会社の義援金BOXを設置し、かつメルマガを通じて応援メッセージを発信しています
＿

本当の意味で官民一体となった将来の日本の姿を追及すべき
＿

一緒に頑張ろう!弊社の資本を有効的に活用してください(設備と人)
＿

製造 電気機械製造業 中小企業

115 茨城
弊社製品である非常用発電装置が注目されている中、被災地の支援として、失業者への就労
の確保及び生活場の提供をしたい
＿

情報が遅いし、各業界団体も行動すべきなのに、一向に動かない団体もある。
＿

これから、復興に向けて動き出したところです。一歩一歩ゆっくりでいいので一緒に動き出しま
しょう。必ず復活できます。
＿

製造 電気機械製造業 中小企業

116 茨城
日本の生産が一時的な減少にとどまるような政府間での約束ごとの締結。
＿

成せばなる成さねばならぬ何事も。
＿

製造 電気機械製造業 小規模企業

117 茨城
義援金、近くに来た被災者への助け。
＿

野党は、ここぞとばかり与党の揚げ足を取っているけど、今はまず、被災者の救済、復興が必
要です。つまらん論争はやめてください。
＿

必ず、日本は、よみがえる。これを機会に、日本が変わる。
＿ 卸売 その他の卸売業 小規模企業

118 茨城
ただ一生懸命やること
＿

何を要望も無駄
＿

頑張って頑張ってここ一番もう少しの辛抱これからが勝負
＿

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

119 茨城

管工機材・住設機器の卸売りをしている会社です。震災後、特に上下水道の復旧の為、全社
員自宅の片付けも後回しに休み返上で材料の供給に努めました。しかしながら、緊急車両の
認定なども無く、軽油・ガソリン不足も重なり材料の調達と納品に大きく支障が出ました。
＿

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

120 茨城
自社の企業活動を一刻も早く正常に戻し、被災エリアへの支援ができるようにすること。
＿

自粛ムードを払拭しピンチをチャンスに変える政策を打ち出すこと。
＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

大企業

121 茨城
節電                                                                                                        ＿ 民主党も問題ではあるが、自民党、公明党共に政権批判している場合では無いのではない

か。一致協力して大連立を組、南極に対応して欲しい。
＿

被災地の復興の為にも、現地の雇用の確保の面の含め被災地の企業には一刻も早く操業を
開始していただきたい。
＿

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製品
卸売業

小規模企業

122 茨城
情報機器の活用、光回線の普及、SNSやyoutubeによるインターネット情報網の活用を、顧客
に積極的に推進していくこと。「カスタマーコミュニケーションで、笑顔の行き交う地域サービス
を目指します！」

正確な情報を出して欲しい。現状は、ネットを使い情報を収集し、人脈で精査して、予測し自衛
しています。                                                                                                        ＿

自分にできることをやっていきます。少しでもお役に立てればと願っています。
＿ 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

123 茨城

非常事態が終わり、復興に莫大な税をつぎ込む今こそ、国民に信頼される政権に託される事
を望む。それが国民の希望と幸せにつながる。憲法で任期が認められている事と、国民に信頼
されている事は全く異なる。信頼される政権の下で国民は困難に立向う事が幸せな事と考え
る。                                                                                                        ＿

小売 飲食料品小売業 中小企業

124 茨城
会社内での節電等の対応と冷静な分析等を行うこと。
＿

原発の早期復旧と経済活動への刺激策の実施を行う。
＿

一刻も早い普及に向けた対応を全力で行っていただきたいと思います。
＿

小売
自動車・同部品小売
業

中小企業

125 茨城
災害復興国債の発行
＿

小売
自動車・同部品小売
業

中小企業

126 茨城
今までどおり落ち着いて営業すること。営業することが最大の支援と考えます。
＿

風評被害の対応を迅速に。
＿

応援の言葉などみつかりません。早期の復旧を祈念するだけです。
＿

小売 専門商品小売業 大企業

127 茨城
韓国が復興したようにIMFより復興支援のための融資を要請すべき。今までと同じような国際の
発行や増税などという考えから脱却するべき。
＿

ガンバレ！                                                                                                        ＿
小売 専門商品小売業 小規模企業

128 茨城
すべては原発事故の早期安定収束にかかっていると思います。的確な情報開示と対応政策を
望みます。                                                                                                        ＿

サービス
サービス（リース・賃
貸業）

中小企業

129 茨城
災害地のインフラ整備の金を早く出して欲しい
＿

兎に角、前に進もう
＿

サービス
サービス（専門サービ
ス業）

中小企業

130 茨城
ライフライン復旧の早期対応
＿

サービス
サービス（電気・ガス・
水道・熱供給業）

中小企業
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