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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

1 青森
節電の協力、朝から夕方までの時間帯の取り組みを徹底したいと思います。
＿

パフォーマンスはいいので、早く対応しなきゃいけない事と後で良いもの区別をつけて対応を
早くして欲しいと思う。なにか歯がゆさを感じる。
＿

応援してますが、あくまでも主役はあなた方です。立ち上がってください。よくがんばれってい
われてもどう頑張ればいいの？歯食いしばってなにがなんでも元の生活に戻るんだという気持
ちを忘れず、頑張ってほしい。

建設 建設 中小企業

2 青森
仮設住宅建設の応援。現在行なっている。
＿

原発や放射能の正しい情報を早く伝えて欲しい。被災地以外の企業の支援。
＿

これ以上最悪なことは無い。これから、きっといい事がある。亡くなった方の分まで生きてくださ
い。又、私たちに、もっと頼って下さい。
＿

建設 建設 小規模企業

3 青森

被災地の復旧が急がれるなか、国全体の景気低迷が危惧されている為、我が社では地元の
協力会社と連携し、被災地への応援は行いつつ、地元の経済の安定を図りたい、またライフラ
インが切断された場合の住宅を考慮し、対策を考えた住宅を研究する。
＿

原子力発電については、国直轄事業とし、民間に責任を転嫁するべきではなく、自然な終息を
考える必要があると思われる。自然エネルギー（太陽光・地熱・風力）を活用した電力開発及び
省エネに力を入れるべきだと思う。電力会社は、独占的企業なので各地域に２社以上配置し
競争させるべきではないでしょうか。
＿

私も被災地（陸前高田市・大船渡市）を、実際にみて非常に困難な状況だと思います。だだし
復興は可能だとも感じました。苦境に立った時の人間の強さを信じています。時間はかかると
思いますが、頑張って下さい。
＿

建設 建設 小規模企業

4 青森
震災地域に対する復興支援。
＿

十分な支援及び補償。
＿

がんばれニッポン。がんばれ東北。
＿

建設 建設 小規模企業

5 青森
募金、物資の提供、復興工事の手伝い
＿

早くの復興策の実施
＿

同じ東北人としてがんばりましょう
＿

建設 建設 中小企業

6 青森
節電と通常の消費活動
＿

税制改正や一層のムダをなくす施策、公務員改革による財源確保を執ること。また、規制や省
益、党利益の優先･誘導による復興の邪魔をしないで欲しい。
＿

多難な復旧活動だが、あきらめずに前進して欲しい。
＿ 不動産 不動産 中小企業

7 青森

加盟数団体と協力し被災者の方の支援を行っている。義援金、民間賃貸住宅の一定期間無
償提供、初期費用を低額に抑えての賃貸住宅の斡旋等。
＿

政府は本当に被災者の支援復興をする気があるのか。震災から1カ月以上もたっているのに
未だにトイレも使えないような状況で避難している。民間賃貸住宅の空室を何故活用しない。
被災地の近くには提供できる空室物件が多数ある。仮設住宅はいつになるかわからない状
態、賃貸住宅は今日にでも入居できて今日にでも風呂に入れる。いくら私たち業界が安価で
提供しようとしても政府も行政も知らん顔、空室物件の提供だけ出させて後は知らん顔。被災
者はあと何カ月避難所にいればいいのか、仮設住宅にかかる費用は莫大、民間賃貸住宅大
いに活用すべき。国会議員全員被災地、避難所にいってみろ。
＿

今の政府、他の政党に期待はできない政治家に苦しみはわかるのか、この苦しみ悲しみを本
当にわかる国民で乗り越えよう、私も仙台市に出張中被災し寒く辛い日を数日過ごし、八戸市
の家族の安否も一時とれなく、でも今家族と暮らせています。毎日の報道を見聞きするたび心
が痛みます、復旧復興には長い道のりです一歩一歩東北人の底力を出して助け合い励まし
合って未来に進んで。できる限りの支援をさせていただきます。
＿

不動産 不動産 小規模企業

8 青森
正確な情報                                                                                                        ＿ 気持ちをしっかりと力を合わせがんばりましょう

＿
製造

パルプ・紙・紙加工品
製造業

中小企業

9 青森
空文化していた消防計画の現実化し、会社独自の防災計画を策定する。
＿

燃料等ライフラインに必要な物資をセクショナリズムを越えてスムーズに供給する体制を整備し
てほしい。                                                                                                        ＿

ゼロからの再出発、どうすればよいのかわからない恐怖、自分が当事者ならそう思う。国の施策
を早く決めてもらって国民が一丸になって復興しましょう。応援します。
＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

中小企業

10 青森

３Ｒへの取り組み。
＿

野菜や魚への風評被害防止。今の政府の対策としては、風評被害を未然に防ぐと言われまし
たが、消費者への影響は逆でした｡現在、納品先へ毎日使用する野菜の産地報告が必要とさ
れています｡出荷停止品を使用していないのにも関わらずです｡
＿

東北が今、頑張らないと、日本は沈没します｡一致団結して頑張りましょう！
＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

中小企業

11 青森
この三陸沿岸・宮城・福島や更に原発事故を誘発した大規模災害は起こるという事実を前提に
経営方針を変更していきます。
＿

与党野党に関係なく、どしどし議員としての仕事をして欲しい。現場を見て法律を作り、日本国
を復興させることが議員の方々はできる仕事ではないのか。もう４０日過ぎてしまっています。
＿

テレビを見ていて強く感じます。いつまでも東電や管総理に怒りをぶつけていても、自身の生
活は変わりません。提案し、実行していく仕事のできる議員を探して、国を変えてもらいましょ
う。                                                                                                        ＿

製造 電気機械製造業 中小企業

12 青森
被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧復興を祈念致します。
＿

卸売 その他の卸売業 中小企業

13 青森
新しい街づくり計画
＿

卸売 その他の卸売業 中小企業

14 青森
被災地(最前線)に対する人的・物的・精神的な補給基地としての地域経済の活性化
＿

卸売 化学品卸売業 中小企業

15 青森
復興に必要な物を確保し供給したい
＿

被災者・被災企業への支援
＿

人生万事塞翁が馬、希望を捨てずに頑張ってほしい。
＿

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

16 青森
元気を出して、一歩一歩前に進みましょう。応援というより同じ仲間だと思っています。
＿

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

17 青森
風評被害を防ぐこと
＿

行き過ぎた自粛をしないこと
＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

小規模企業

18 青森
自社の経営状態を強くして、継続的に支援をしていく。
＿

被災地は、もちろんそうですが、その周りにいる我々も以前から非常に苦境にたたされていま
す。併せて考えていただかないと日本経済自体が大きく縮小してしまいます。
＿

共に歩みを進めていきましょう！
＿ 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製品
卸売業

中小企業

19 青森
節電協力、安全・安心な商品の供給
＿

震災後の対策を行うのに対して、周知が遅く対応に窮することがある。計画的な対策をお願い
します。                                                                                                        ＿

大変な事態になり、苦しい思いをしていると思います。できることを協力していきたいと思いま
す。                                                                                                        ＿

卸売 飲食料品卸売業 中小企業

20 青森
災害地へのボランティア及び義援金。
＿

被災地域への迅速な対応。災害復興の見通しのアナウンス
＿

みんなで東北ニッポンを救おう！
＿

小売 各種商品小売業 中小企業

21 青森

被災地域の復興の為、義援金箱を一カ月半設置して来店客及び従業員の方が、応援してい
ます。会社でも地域の団体に義援金を出しました。現地には色々お手伝いをしたいと思ってい
ますが、諸事情により行けそうもありません。とりあえず集まったお金は日本赤十字へ渡します
のでお役にたてたらと思います。
＿

仮説住宅を一日も早く造り個人のホット出来る場所の提供をお願いします。又、非難先でいじ
めにあっている子供がいるようですので、教育関係者、受け入れ先の各家庭の方の、心温まる
対応をお願い致します。
＿

必ず再建できる。日本全国民が背中を押しています。御身体に十分気をつけ自分を大事に明
日を信じて下さい。遠く離れて毎日テレビを拝見して泣いていましたが、被災地の子供達の元
気な笑顔をみて、逆にとても励まされました。将来はこの子供達の元気な笑顔があふれた町、
日本一のやさしく力強い町が出来る事を願っています。
＿

小売 各種商品小売業 中小企業

22 青森
売上の一部を義援金として寄付します。
＿

一刻も早く、菅首相には交代して欲しい。全ては、そこから始まると思います。
＿

小売 専門商品小売業 中小企業

23 青森
東北拠点宮城県の復旧作業を行う。
＿

今後広がっていくと予想される全業界の衰退に対する対策。早期に東北拠点の復旧を、復旧
は時間がかかるのを理解しているのであれば、そのほかの地域にて活動を行っている企業の
倒産を防ぐ策。

サービス
サービス（その他サー
ビス業）

小規模企業

24 青森
箱根の山越え（マーケットエリアの拡大）を行う
＿

JR新幹線の早期復旧、新幹線函館乗り入れの前倒し早期に復興のビジョンを示せ
＿

諦めないこと                                                                                                        ＿
サービス

サービス（情報サービ
ス業）

中小企業

25 青森
被災者の受け入れ。
＿

被災地以外での景気対策。
＿

頑張れ。                                                                                                        ＿
サービス

サービス（専門サービ
ス業）

中小企業

26 岩手
体力のない中小企業は、自分を守るので精一杯だが、そんな自分達でもできる事が見つかれ
ば支援していきたいと思う。無理しない支援を継続的することが大切だと思う。
＿

一生懸命やってくれているのはありがたいが、民間との提携、情報開示が何より大切。前例が
ないから、という言い訳はもうやめてほしい。
＿

体力、精神力ボロボロの中で、良く頑張っておられると思います。東北の季節は、これから美し
くなり、支援もちゃんと要望にそったものに必ずなっていくと思いますので、前を向いて生きてく
ださい。                                                                                                        ＿

建設 建設 小規模企業

27 岩手
平時の感覚のまま法律に縛られすぎ。震災から1カ月半も過ぎているのに、いまだガレキも処
分できていない。もう暖かくなっているのに衛生状況が心配である。県知事はもっと決断を早く
するべき。                                                                                                        ＿

建設 建設 小規模企業

28 岩手
事業をしっかりと運営し、雇用の確保及び個人消費により、普通の暮らしをすることで地域経済
を回すこと。                                                                                                        ＿

トップがある程度の権限委譲することで物事が回ると思う。一人の力では何もできない。限界が
ある。人材を生かすこと。
＿

出る限りの援助をしました。これからも引き続き応援します。共に頑張りましょう。
＿ 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

29 岩手
素早い対応を望みます
＿

製造 化学品製造業 中小企業

30 岩手
仮設住宅では、当社ユニットバスが優先的に被災地に出荷され、当社社員も毎日、メーカー社
員とともに現地立会いしている。７０，０００戸予定されているが、一戸でも多く貢献できる様がん
ばりたい。                                                                                                        ＿

対応が遅い。                                                                                                        ＿ 復興目指し頑張ろう。
＿ 卸売 その他の卸売業 中小企業

31 岩手

節電、ガス、練炭、灯油及び電池などの供給
＿

指導力の無さに唖然。復興のために指導力を発揮できる人を担いで欲しい。消費税アップ反
対。なお更消費が落ちる。国会議員の削減、公務員給与の35％ダウン、無駄遣い削減の徹底
などして復興に努めてもほしい。
＿

復興まで何年かかるか分からないが、国からの支援なくして復興はありえない。過疎部への引
越しで、山辺の生活をエンジョイするしかないのでは。明けない夜は無いのでは。
＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

中小企業

32 岩手
雇用の確保。                                                                                                        ＿ 政治主導が全くなされなかった。

＿
第二次大戦後の復興を思い出しましょう。
＿

卸売 化学品卸売業 中小企業

33 岩手
雇用の維持                                                                                                        ＿ 政府・行政の支援がまったく遅い。リーダーシップのある政治家が、不足していると思います。

優先順位の作成などを行いながら、いち早くすべきことがいまだに出来ていない状況だと思い
ます。                                                                                                        ＿

小売 飲食料品小売業 中小企業
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34 岩手

被災地への商品の安定供給
＿

ライフラインの早期整備
＿

今回の大震災は、想定をはるかに超えたまさにモンスターでした。私共もかけがえのない多く
の宝物を失いました。同じような、いえ、より大きな痛みを感じられている方々がたくさんおられ
ることを被災地を回りながら痛感しております。浅田次郎著「壬生義士伝」の石割桜の一節に
次のような語りがあります。「盛岡の桜ば石を割って咲ぐ。北を向いても咲ぐではねえか。んだ
ば、おぬしらもぬくぬくと春を来るのを待つではねえぞ。南部の武士ならば、みごと石ば割って
咲げ。盛岡の子だれば、北を向いて咲げ。春に先駆け、世にも人にも先駆けで、あっぱれな花
こば咲かせてみよ。」みんなで共に強く歩き出しましょう。
＿

小売 各種商品小売業 大企業

35 岩手

当社の営業所が被災し全壊したができるだけ早く復旧させ、ライフラインである家庭用エネル
ギーを取扱う会社として、社是である｢一燈照隅｣を胸に被災地の復興の為に全力で取組みた
い。                                                                                                        ＿

被災地の復興計画を早期に策定すべき。何といっても資金援助が必要。売り上げ回復の為の
資金調達は借金が増えることに変わりはない。今までの借金の返済も大変なのに増加した借
金の返済は更に大変だ。
＿

ふるさとは負けない、頑張ろう東北、頑張ろう岩手。岩手の偉人宮沢賢治の詩に、「雨にも負け
ず、風にも負けず、夏の暑さにも、冬の寒さにも負けぬ・・・・｣とあります。前に向かって頑張りま
しょう。                                                                                                        ＿

小売 専門商品小売業 大企業

36 岩手

エネルギー消費の更なる低減策の立案及び実行
＿

福島第一原発事故について東電だけに解決責任対応を負わせるのでなくすでに有害物質の
投棄など周辺国に被害を及ぼそうとしている今日、国がその先頭に立ち積極的に諸外国に応
援を求め人類の英知を結集し早期にこの問題を解決すべきである。
＿

この大震災をプラス思考に捉え明日の日本のため共にがんばろう！
＿

サービス
サービス（メンテナン
ス・警備・検査業）

中小企業

37 岩手

リース料の支払い猶予、流失・損壊した物件の代替設備のリース・割賦販売への相談の柔軟な
対応。リース・割賦支払シュミレーションの組み替えなど。
＿

被災企業等に対する支援の具体性、速度が遅すぎる。視察をして、何を得て帰ったのか、全く
見えない。地上のガレキのみではなく、岩手の海底には、多くのガレキや自動車、船舶が沈ん
だままになっている。日本の技術力の総力を挙げて取り組むべき。
＿

今、「頑張れ」とのメッセージが多いが、被災地は疲れ切っています。これ以上、「頑張れ」と気
安く言って欲しくない。それよりも、例えば、政府は一日も早く、私有地を買い取って、新たな街
づくりに努めて欲しい。我々中小企業のできることは限りがあるけれども、我々も企業としてのキ
ズを負いながら、被災企業のため、新たな出発のために、料率を抑え、リースを行ったり、新た
なシステムソフトを安価に提供して行きたい。

サービス
サービス（リース・賃
貸業）

中小企業

38 岩手
岩手県沿岸地域の被災者の宿泊施設への受け入れを行っています。
＿

交通網の早期の回復と諸外国からの観光客を震災前の水準に戻すように原発事故の早期の
終息と安全宣言を望みます。
＿

これまで地域や顧客のニーズを満たして来た訳ですから、一歩一歩着実に復旧への道を進ん
で欲しいと思います。
＿

サービス
サービス（旅館・ホテ
ル）

大企業

39 宮城
新しい顧客の獲得
＿

仕事は地元の建設業者に発注してください
＿

諦めないで一緒に立ち直りましょう
＿

建設 建設 中小企業

40 宮城
被災地の復興に建設業として出来ることを着実に実施したい。
＿

自粛ムードが過剰にならないことを期待する。
＿

ともに頑張りましょう。
＿

建設 建設 中小企業

41 宮城
地すべり等の復旧工事
＿

復旧工事の早期発注
＿

建設 建設 小規模企業

42 宮城
内陸部は土地もあり・空いている施設も多々まだあります。そこをもっと把握して被災地沿岸部
や福島の方々に提供するべき！学校も合併しただ空いている小学校多数あり！！
＿

自分達も被災してます。それでも前に進みます。一緒に進んでいきましょう。応援してくださ
い！！                                                                                                        ＿ 建設 建設 小規模企業

43 宮城
予算の積み上げに官僚を活用してほしい。
＿

建設 建設 中小企業

44 宮城
強力なリーダーシップを発揮して復旧してもらいたい
＿

建設 建設 小規模企業

45 宮城
有事の際の首相たる者の能力が問われるが本当に失望した。
＿

不動産 不動産 小規模企業

46 宮城

農業基盤が整っているので、被災地の分も生産拡大を目指したい！被災者への（一部）食料
の供給、他

・政治家がどこで何をしているか全く見えていない。この震災を契機に国会議員の数を　現在
の半分以下に、県議会議員や全国の市町村議員もさらに減らし、その分の経費を全て震災復
興に充てるべきである。（この事を、マスコミや全国の企業等が先導し、国民　運動にして日本
の体質を大改革すべきと思う。）・儲かっている企業は、財力を放出、及び雇用を拡大し、日本
の復興の為に最大限の支援　を行なうべき。
＿

・後ろばかり見ていてもどうにもならない。　どんなに辛くても希望を捨てず、前を見て　どんな
に小さくても一歩ずつ前に進んで行って下さい。　共に頑張りましょう！
＿ 製造

飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

47 宮城
復興に必要な生活用品の供給。雇用の臨時増枠。義援金の寄付を行う。
＿

過年度納税の還付（５カ年）。雇用の維持。都市計画マスタープランの早期発表。
＿

製造 化学品製造業 大企業

48 宮城

ボランティアで被害が大きかった地域に、スリッパ等6,000足、米、ガソリン、灯油、ゆで卵、牛
乳、菓子・漬物・乾電池・爪切り・クリーム等を自社の車で支援。会社、個人、社員一同、子供
達も義援金を送付しました。今後は、売り上げや給料の一部も義援金とします。きずな、繋がり
が希望になると思っております。

政治家・官僚は反省をして、人間として国民に求める前に自分たちの報酬は0にして、心をつく
す。原発は想定内なので、関連する人たちは、過去に渡って反省・検証してお金を返す。罪に
つく。そうでなければ、繰り返す。政治家・官僚は国民の幸せで価値が決まります。自分の給料
は最低にして、プライドを持ってください。
＿

私たちは、一心となり長い目でできるだけのことをやらせていただきたい。できれば、絆ができ
希望を持ち平和で幸せな日々が来ることを夢見ています。
＿ 製造

繊維・繊維製品・服飾
品製造業

小規模企業

49 宮城
規制の緩和など非常時に於ける被災者の迅速な救済、復興への足かせの解除。
＿

当社も微力ですが、公私共に、甚大な被災の復興や支援に取り組んでおります。頑張りましょ
う。                                                                                                        ＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

50 宮城
節電に心掛け、社内の蛍光灯の数を減少、昼は消灯しています。これ位しか出来ませんが続
けたいと思います。

原発関連の記事を見ると後手後手に対処していると思います。
＿

一言ですが、頑張って下さい。
＿

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

51 宮城
お客様のニーズに応える。原発付近行動指針として５０キロ内は見合わせ。政府情報により変
わる。                                                                                                        ＿

かんぽの施設を避難民や被災者に提供してはどうか
＿

現地を間の当たりにして愕然とした。ひとりで悩まない・ひとりで悲観しない・まわりで助け合い
＿

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

52 宮城
今後の復興を各々の地域任せにするのではなく国家規模での構想を持って当たるべきであ
る。                                                                                                        ＿

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

53 宮城
節電節約に心がけたい！
＿

情報開示と支援に対する具体策を分かりやすく表して欲しいです！
＿

今回の震災は想像以上の被害になり心よりお見舞い申し上げたいと思います。日本人の人と
しての素晴らしさをお互いに出し合って元気に乗り切って頂きたいと思います。
＿

小売
家電・情報機器小売
業

中小企業

54 宮城

弊社は物流業務が主体であり、今回の震災では微細な被害であり人災もなく安堵している状
況であります。よって、物流を通して貢献したいと考えております。既存のお客様はもちろんの
こと物流に困っている企業も含めて。
＿

政府に対しては、あまり法律を盾に行動しないで弾力的に行動して頂きたい。この大震災は戦
後経験したことのない災害である。特に、原発においてはなおさらであると考えます。
＿

とにかく、未曾有の大震災であるため、すべての人企業が混乱しております。何事にも冷静に
物事をとらえて、考えて行動してください。どんなに辛くても絶対に悲観しないで頑張ってくださ
い。我々も、微力ながら応援、努力いたします。
＿

運輸 運輸・倉庫 中小企業

55 宮城

同業者での地震共済の設計。
＿

政府は30年の長期の修繕復興資金を超低金利で制度設計すべき。長期低金利なら、思い
切って新しい創造性のある設備への希望のある復興投資を行う事ができるが、制度がうまく設
計出来ないと、ただの修復で、同じ施設の焼き直しになるだけ。
＿

運輸 運輸・倉庫 中小企業

56 宮城
風評被害排除。精度の高い地震予測。被災者への過度な取材の自粛。
＿

サービス
サービス（医療・福
祉・保健衛生業）

中小企業

57 宮城
セーフティネット保障の全業種への対応
＿

サービス
サービス（娯楽サービ
ス）

中小企業

58 宮城

弊社は産廃業を今期から参入したので復興にむけて、協会の指示のもと出来るだけ対応して
いくつもりです。
＿

やはり原発の問題は安全性の確保と情報の信頼性を要求いたします。震災に対して避難所で
役人は大元の指示命令等無しで動けないで、物資の配給等が遅延しているなどの現場での
違和感が理解できません。緊急対応は出来ないのた゛ろうか。
＿

自衛隊隊員の皆様ありがとうございます。感謝いたします。
＿

サービス
サービス（情報サービ
ス業）

中小企業

59 宮城
公共施設、被災者支援組織・機関等へのＩＴ技術者やオペレータの派遣。国内外の民間企業
からの震災復興支援活動資金の調達。
＿

一被災者という立場でありながら、休日を返上して被災者のために活動されている医師、看護
師、警察官、自衛官、救急隊員、自治体職員等の皆さんに、心から「ありがとうございます」
＿

サービス
サービス（情報サービ
ス業）

中小企業

60 宮城
無料のネットショップを提供し運営する。
＿

被災地への立地や仕事を供給した法人への優遇措置（助成金や補助）⇒沖縄援助と同等の
レベル                                                                                                        ＿

共に歩もう                                                                                                        ＿
サービス

サービス（情報サービ
ス業）

中小企業

61 宮城
ＩＴを利用した情報発信、情報収集のツールの無償提供(始めてます)をする
＿

原発の風評被害を防ぐ対策をしてほしい東北に本社がある企業に仕事を出してほしい
＿

サービス
サービス（情報サービ
ス業）

中小企業

62 宮城
社内的にはオフィスの安全対策と当社で出来る事で復興を支援したい。その後会社の方向性
を考えたい。                                                                                                        ＿

マスタープランの作成と復興への道筋の提言。出来るだけ早く復興への夢を示してほしい。
＿

若干時間が掛かるかも知れないが、今の日本の英知と財力を以てすれば必ず思い以上の復
興が出来る。                                                                                                        ＿

サービス
サービス（専門サービ
ス業）

中小企業

63 宮城
短期・中期・長期の政策を明確に発表してほしい個人負担はどのくらいになるのか、補助はど
のくらいでるのか知りたい
＿

サービス
サービス（旅館・ホテ
ル）

中小企業

64 福島
需要の減退から業績低下は必至であるが、経費圧縮で難局を乗り切りたい。
＿

原発事故の早期収束と風評被害の払拭。さらには福島県経済の復興に向けた具体的な支援
の明示と実行を望む。

金融 金融 中小企業
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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

65 福島
元通りになることが復興への近道だと思います。以前の姿を取り戻せるように取り組みたいで
す。                                                                                                        ＿

風評被害の根っこは政府の発表だと思う。健康に影響はないといいながら出荷を停止したり、
矛盾しすぎている。検査が必要なら、細かく検査して、安全を確認してほしいと思う。
＿

「がんばろう！福島！がんばろう！東北！」をスローガンに、風評被害に負けないで一歩一
歩、前に進みましょう。
＿

建設 建設 大企業

66 福島
できることは何でもやりたいが、指揮命令系統がはっきりせず、どう動いて良いのかわからな
い。会社でできることは夏場だけに限られるかもしれないが非難してきた人たちの雇用は考え
ている                                                                                                        ＿

楽観的な発言は慎むべき
＿

あなた方は、頑張らなくていい。私たちが頑張る番だから
＿ 建設 建設 中小企業

67 福島

まず、自社で出来る事店舗中心に防火下がり壁（硝子）修理とサッシ、硝子修繕福島県は地震
もそうだけど、原発ですよ私の考えですけど、福島県の企業はすべて電気代、社会保険代、厚
生年金代、をただにする、そうすれば、福間建に企業がまた戻ってくると思います。
＿

テレビ、ラジオ等メデアに御任せします。なぜなら言ったところで中央に届くはずがない。ただ
良くして下さい。
＿

我慢しないでどんどん中央にほいてください。
＿

建設 建設 小規模企業

68 福島
ガソリンの備蓄。
＿

原発は安全と４０年騙されてきました。嘘はつかないでください。
＿

建設 建設 大企業

69 福島
１日でも早くという気持ちで、被災した人たちへの復旧支援を行っています。
＿

災害廃棄物の回収期限が早すぎる。業者としては、間に合わない。未だに乗っているブルー
シート見てほしい。

建設 建設 小規模企業

70 福島
正確な情報提供と迅速なる対応をお願いし、最優先で収束に持っていって欲しい。
＿

建設 建設 大企業

71 福島
風評被害対策を徹底してやってもらいたい。
＿

建設 建設 小規模企業

72 福島
被災者へのサービスを行う
＿

原発事故詳細の開示
＿

私も辛いが皆さんの風評被害に負けないように
＿

不動産 不動産 小規模企業

73 福島

弊社は「食生活にやさしさと豊かさを提供する企業」をモットーに、学校給食へ「デザート」をお
届けしております。被災した地区の学校給食へ、子ども達の大好きな「デザート」をお届けし、
子ども達に明るさを取り戻して頂きたい。
＿

原発事故は、その責任を東電のみに追わせるべきではない。先日東電より「収束へのロード
マップ」が示されたが、私は前々から、政府が早くロードマップを示すべきとあらゆる機会に要
請してまいりました。国が進める原子力政策に則った福島第一原発ですから、政府はもっと積
極的にかかわって頂きたい。現状では、政府は東電のスポークスマン思えて仕方がない。
＿

当地、福島も未曾有の被害を被りましたが、会社も、社員の自宅も、更には社員やその家族ま
でも失われた三陸地方の多くの企業の皆様、心よりお見舞い申し上げます。企業同士、地域
同士が力を合わせ、１日も早い復旧をお待ちしております。早く三陸の美味しい海産物を頂け
ますことを祈って折ります。
＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

中小企業

74 福島
福島県の正確な情報をできるだけ開示する
＿

指揮系統の徹底（あまりにも場当たり的な指揮命令系統）
＿

負けるながんばれ東北
＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

75 福島
被災企業である
＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

76 福島
我々ができることは、同じ同業者の物資の搬送ぐらいしかできない！
＿

政府の対応が非常に遅い！実際に中にいるとはっきりとわかる！いろんな言い訳をしないで即
行動を起こして貰いたい！
＿

頑張れとしか、言いようがない！
＿ 製造 化学品製造業 小規模企業

77 福島
お客様への安定した製品の供給。
＿

国産部品の供給が間に合わないのであれば、国外産部品調達のﾙｰﾄの確立、対外的な政策
＿

とにかく復興できる企業、地域から復興し、未復興地域を引っ張って行きたい。
＿

製造 機械製造業 中小企業

78 福島

天災に関しては、今回の最大規模の地震に備え会社内の安全対策に最大の配慮をし、従業
員の非常時に対する独自のマニュアルと意識改革が必要と考えます。
＿

国家財政の弱体により今後の復興に向けても財源確保が難しくなるのと同時に、国家そのもの
が一新（心・身）し格差の無い社会作りを目指すべきと考えます。
＿

今回の災害は、地震・津波・原発・風評と4つの大きな災害に見舞われ、復興への足取りは長く
厳しい状況が続き忘れ去られる事無く再生出来るまで国や地方自治体・国民の絶大なる支援
活動が必要とされている。夢と目標が持てる施策を打ち出してもらい、国民全体で支えるバック
アップ体制が必要。被災地の方々が折れる事無く復興へ向けて頑張って戴きたいと思うと同時
に、福島の地にはおりますが、出来る限りのボランテアや支援活動に参加出来る様、頑張って
行きたいと思っております。

製造 機械製造業 小規模企業

79 福島
トライアル雇用などを申請し、地域や被災者の雇用を少しでも確保します。
＿

とにかく早く方針を決定し、迅速に動いて頂きたいです。
＿

復興はすぐに出来ると信じ、共に頑張りましょう。
＿

製造 機械製造業 中小企業

80 福島
兎に角、原発の放射線漏れを一刻も早く収束して欲しい。また、福島原発は東京に電気を送る
ために発電しているのも拘らず、福島に対して差別的態度を取る輩が多いのが許せない。厳
罰に処すべきだ。

製造 出版・印刷 中小企業

81 福島
復興については、復興庁を時限で設立して権限をもたせてスピード感のある対策が必要だと
思う                                                                                                        ＿

製造
精密機械、医療機
械・器具製造業

中小企業

82 福島

弊社は福島にあり、原発事故の最中にあります。周辺企業では風評被害が深刻で、農業・観
光が全くダメな状況です。市中にお金が回らない状況ではありますが、より酷い状況の浜通り
等への支援を継続したいと思っております。
＿

対策の実行を、もっとスピーディに行って欲しい。特に福島は特殊な状況下に置かれており、
企業努力だけではどうにもならない。少なくとも対策本部は地元に置き、強力な権限の元に推
進して欲しい。東京にある本部は役に立たない。
＿

弊社も被災企業であり、状況を鑑みると軽々に頑張ってくれとはいえない。こちらも色々と手は
打っているが、支援や公的なものは補助的なものであり、多少の助けにはなるが拠り所にはな
らないと覚悟して、強い意志で復興して欲しいです。共に頑張りましょう。
＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

83 福島
原発問題での風評被害対策などにより、被爆量測定検査済みでの製品を要求されている。放
射線測定器などを企業に貸し出しをして頂ければありがたい。
＿

製造 電気機械製造業 小規模企業

84 福島

当社の業種として、こちらからのアクションはとりようが無い
＿

原発事故に対し、中央での対策は現地のことを知らない(知ろうとしない）人たちの勝手な発言
ばかりで、被害者不在の対策をこね回しているとしか見えない。経済団体でも被害地区の産業
に対して理解をして欲しい。また、とにもかくにも原発事故の早期収束。東京電力が起こした事
故に対し、東京電力そのものが反省も無く自己保全しか考えていないのではないか。原子力
委員会は法律で直ちに現地に入らなければならないのに、1カ月以上過ぎて、県庁に来たが、
いまだ現地に入らないのは、法令違反であり、厳重な処罰の対象である。保安院が経産省の
一部であることはおかしいのではないか。東京電力の会長は日本海地震の際の柏崎原発での
不手際で会長職に回った人で、もともと能力に疑問のある人でしょう。関東地方にお願い。そち
らで使う電力の発電所の立地はそちらでお願いします。
＿

がんばれ！がんばれ！応援ありがとうございます。
＿

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

85 福島
いち早い原発の終息
＿

卸売 化学品卸売業 中小企業

86 福島
ライフライン復旧への支援、仮設住宅の支援
＿

災害復旧への指揮系統を明確にしてほしい、国から地方へ災害支援の際、窓口が定まらず時
間ばかりが過ぎてしまう。各分野、省庁から民間団体への要請（指揮系統）の構築
＿

戦後の焼け野原から日本が奇跡の復興を成し遂げたように、日本が一丸となれば必ず復興は
出来ます。がんばりすぎずにがんばってください。
＿

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

87 福島
お客様が必要とされる商品の安定供給。お客様が必要とされる取扱商品の拡大。
＿

原発事故の一日も早い収束。風評被害の撲滅。（特に行政機関による過剰反応（例：つくば市
の対応）は撲滅してほしい）
＿

みんなでがんばろう
＿ 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

88 福島
義捐金を送る                                                                                                        ＿ 責任者を決め全権を与え指示命令系統の機能高める、実績を公表し事後評価を可能にする

＿
企業個人風評被害に負けないようがんばりたい
＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

小規模企業

89 福島
復興に向け関連グル－プで、取り組んでいます。
＿

福島原発の事故で放射能による、風評被害の防止を要望します。（他県での嫌がらせ）
＿

応援ありがとうございます。
＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

中小企業

90 福島

事業を通じた社会的機能の能力向上
＿

人材の育成、リーダー育成が重要。現在の教育システムの見直しが必要だ。文部省の解体も
視野に入れた改革が必要だ。震災被災県の国税、社会保険の震災終了までの納付延長が行
われた、終了宣言から１月後の納付。被災県全域が経済的な困難に陥っているわけではな
い。農作物出荷制限で非難されたように現場に即した判断ができていない。教育システムを含
めて、地方分権を促進すべきと改めて思う。
＿

各企業の多くの人が、この困難の中で、感動的な行動をチャレンジしてきた。そんな人たちとと
もに活動できたことを誇りに思う。
＿ 卸売 再生資源卸売業 中小企業

91 福島
できるかぎりの節電をする。
＿

経済復興に全力をかけてもらいたい。サプライチェーンを一刻も早く回復するよう、政府・自治
体の支援を迅速に最大にしてもらいたい。
＿

希望を捨てないでいただきたい。
＿ 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製品
卸売業

中小企業

92 福島
原発の安全性確保を最優先に業界への規制の強化。旧設備から安全性を強化した新機種へ
の交換促進。                                                                                                        ＿

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製品
卸売業

中小企業

93 福島
首都圏などの人脈を活かし、風評被害をなるべく小さくできる運動を展開する。
＿

無電化製品を活用し、これからの計画停電に備える
＿

ガンバロウという言葉しか見当たらない。
＿

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

94 福島
早急に解決して頂きたい。
＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

大企業

95 福島
安全の確保に動く
＿

とにかく情報発信
＿

できることで応援していきます。共にがんばろう。
＿

小売 各種商品小売業 中小企業

3/6 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2011



(株)帝国データバンク　産業調査部　2011/5/9

＜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

96 福島
自社の設備の復旧は、現時点でほぼ終了した。今後は、自分たちの仕事を全うすることが地域
の復興になると信じる。
＿

指導力、実行力の発揮。
＿ サービス

サービス（その他サー
ビス業）

中小企業

97 福島

弊社は被災者(避難者)の方を対象に雇用の確保ができます
＿

福島県民が4つの被害に遭っています。地震・余震・放射能・風評被害。どれも恐ろしいもので
す。特に放射能による風評被害は政府の発表が遅れたり、訂正したり。他県の方をも恐怖に陥
れ、更に悪いイメージがわきます。早期に正確な情報を発表し、対策を考え福島県民を（既に
風評ではなく）「現実被害」から守って欲しいものです。
＿

私たちも被災者です。が、沿岸部の被災状況は想像を超えると聞いています。一日も早く安心
できる日がくることを願っています。お互いに頑張りましょう。
＿ サービス

サービス（人材派遣・
紹介業）

中小企業

98 福島
すべての情報公開
＿

サービス
サービス（専門サービ
ス業）

中小企業

99 福島

大きな協力は出来ないが出来る範囲内で復旧について支援したい
＿

避難範囲の決め方が一方的で、小出しみたいでこれからも次から次と出てくるのかと心配して
います。明るい見通しとは行かないが、特に原発の福島県はこれからの前向きな姿勢は取れな
いのかと。避難区域、安全区域、とを区別して詳細な計画を策定して欲しい。
＿

その他 その他 小規模企業

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

131 千葉
自分ができる事。売り上げの１％を義援金として送ること。
＿

なんとかなります。何とかしましょう。
＿

金融 金融 小規模企業
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132 千葉

建設業を営んでいるので、復興に協力したいと思っています。
＿

政府や行政の危機管理が、まるで出来て居なかった様に思える。いまだに、何も進んでいない
し、瓦礫の中や海中には、まだご遺体が眠って居るのではないですか。震災から1週間なら生
存者が沢山いたはず。報道を見ていると何も政府が動いてなかった。すべてが後手後手もっと
素早い対応策を、作るべきと思います。仕事柄原発事故について、設計から問題があったので
はないですか。今後巨大地震の発生が起こりうる地域の原発は、出来るだけ早く停止し対応策
を取らないといけないと思います。

被災された方々には、心からお見舞い申し上げます。復興を逸早く出来る様願っております。
＿

建設 建設 小規模企業

133 千葉
耐震に対して、復旧に対して、当社の力を発揮したい。
＿

復興に対して、対応を早く決断してほしい。財源は大事だが、まず、動けと思う。
＿

ご苦労は計り知れないものだと感じます。しかし、誇りある日本人です。必ず、もっともっとよりよ
い日本になります。がんばろう日本。
＿

建設 建設 小規模企業

134 千葉
想定される災害に対する備えや心構えの準備。技術力の強化によるインフラ整備への貢献。
会社存続への資産の蓄積
＿

中小企業に対する資金繰り支援の一層の強化（財務内容だけでの審査はしない）。公共工事
契約時の履行保証保険の廃止や前払金支給率の引き上げ
＿

決して運が悪かったと諦めないで、行政機関や他の地域の人々に援助を求めて下さい。お互
い様です。関東地方の人は、明日は、わが身かもしれません。
＿

建設 建設 大企業

135 千葉
短期的な災害地のがれき撤去作業等の協力。
＿

福島原発の解決を最優先に実施してもらいたい。
＿

建設 建設 小規模企業

136 千葉
節電をする                                                                                                        ＿ 方向性を早めに示してほしい

＿
被災地（企業）を支えられる様に、頑張ります。
＿

建設 建設 小規模企業

137 千葉
機械の確保とその見とうし。
＿

迅速な対応。                                                                                                        ＿ 頑張ってください。
＿

建設 建設 小規模企業

138 千葉
状況、動向の静観のみ
＿

しっかりして下さい。
＿

大変と思いますが、とにかく頑張って下さい。
＿

建設 建設 小規模企業

139 千葉
復旧に絡んだ仕事が多く出てほしい。
＿

東電の処遇。                                                                                                        ＿ 出来ることしかできないが、少しでも役に立ちたい。
＿

建設 建設 中小企業

140 千葉
省エネにより電力不足対応へ協力、更に効果的な被災地支援策等への貢献。
＿

政府は増税ありきの雰囲気に染まらないこと。経済団体は政府に対して積極的に提言をして欲
しい。                                                                                                        ＿

出来ることは何でも応援したい。それが判らないもどかしさがある。出来る限り情報発信して欲
しい。                                                                                                        ＿

建設 建設 中小企業

141 千葉
義援金                                                                                                        ＿ 菅首相のもとでは、国民の復興への士気は持続しない

＿
建設 建設 大企業

142 千葉

超法規的な考えも必要ではないのか。たとえば液状化した土砂を処分するのに自然由来のヒ
素、フッ素が含まれているので産業廃棄物として処分するとの官庁の考え、そうであれば海水
浴に行って海岸の砂には触れることはできなくなる。大いに矛盾がある。
＿

日本の経済界がリードしていかないと、頼られる日本ではなくなるのでは？費用入れるときは早
めに継続的に。小出しでは、復興に時間がかかり、今まで日本で作っていたものが他国で生
産するようになり、必要でない国になってします。
＿

あきらめないで・・・
＿

建設 建設 小規模企業

143 千葉
要請があれば、建築に関する復興支援をお手伝いしたい。
＿

もっとお金を出して、被災地の復興並びに原発の補償を先手先手でやってほしい。真実を曲
げた発表や報道はやめてもらいたい。
＿

被災者並びに被災地域にお住まいの方には、心よりお見舞い申し上げます。ただでさえ滅
入っている状況の中、風評や心無い言動等でなお苦しめる輩もいますが、どうか負けずに、早
期復旧を願っております。

建設 建設 小規模企業

144 千葉

業種柄ライフラインの復旧・復興に貢献したい。
＿

22世紀を見据えた都市形態、産業と生活スタイルに地域性を加味した斬新、大胆な未来型の
東北地域の設計図を早期に提示し、全国民や世界にアピール、被災地域の人や応援する人
達に元気を与えるような夢と希望を可能な形で力強く示して頂きたい。
＿

建設 建設 大企業

145 千葉
復興に向けて当社の出来うることで協力させていただきたい。鉄骨製作を通じて被災地・被災
企業への支援・お手伝いが出来ればと思っています。
＿

復興にむけての青写真を早く描き動き出せるようにしてほしい。
＿ 建設 建設 大企業

146 千葉
津波、原発の放射能汚染などによる一次産業へのダメージを、可及的速やかに解消する施策
を実施してほしい。
＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

中小企業

147 千葉
福島県の被災者を新たに雇用し、宿泊施設を無償で提供した。
＿

被災者の将来設計のため、補償金額の概算を被災者へ通知。早い段階での、自立への誘
導、立ち直り事例の紹介。
＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

小規模企業

148 千葉

通常通り操業し、商品の供給を継続すること。被災企業（仕入れ）に対して、仕入れ量の安定
化を行うとともに、支払いサイトの短縮を行うこと。
＿

（政府・行政へ）インフラの復興を急ぐとともに、緊急低利融資の拡大を行ってもらいたい。（マ
スメディアに対し）科学的根拠の乏しい報道や、不安を煽る報道は厳に慎んでもらいたい（流
す価値のない内容が多すぎる）。また、メディアも節電（夏に再開されるであろう計画停電）に協
力すべき。                                                                                                        ＿

製造
飲食料品・飼料製造
業

中小企業

149 千葉
毎月、義援金を贈ること。すでに物資は3回送っている。
＿

商工会や法人会などの全国組織は、こんな時だからこそ、その組織力を生かして被災地、被
災企業を応援すべきだと思います。
＿

いろいろな手段を通じて、困ったことや要望を声にしましょう。応援している人や企業がいること
を信じて下さい。一緒に一つ一つ、一歩一歩、進んでいきましょう。
＿

製造 化学品製造業 小規模企業

150 千葉
一日も早く復興するよう、何事も被災地を最優先に考えていただきたい
＿

応援しています、頑張って下さい
＿

製造 化学品製造業 中小企業

151 千葉
節電、省エネ関係設備の導入等（寄付は実施済み）をする
＿

明確に指示を出し、実行すること。間違えていたら明確に反省し、修正指示を出す。実行する
ことからはじめること。

Never give up!
＿

製造 機械製造業 中小企業

152 千葉
弊社水戸工場も久内です。早く復興して皆の力に成りたいが取り合えづ社員の皆が頑張れる
ようにする事です。

適切な指示と嘘の無い回答を望む
＿

月並みですか頑張るのみです。
＿

製造 機械製造業 小規模企業

153 千葉
とにかく、菅首相、枝野官房長官に、直ちにお辞めいただきたい。
＿

製造 機械製造業 小規模企業

154 千葉
本業に専念すること。社員の生活を維持すること。お客様に迷惑をかけないよう供給すること。
節電など出来ることは積極的に行う。普通の生活を行う。
＿

原発の早期解決。風評被害の沈静化。災害地への支援（物資と現金）。被災地の土地を国が
買い上げし防災都市を早急に建設する。働く場所を提供する（被災地の人のボランティア活動
には日当など支給する）

日本国内、海外、全世界の人が応援しています。みんなで早期復興を頑張りましょう。
＿ 製造

建材・家具、窯業・土
石製品製造業

大企業

155 千葉
指示命令が一本化されていない。こういうときにこそリーダーシップを最大限に発揮すべき。そ
れが全く見えない。こんな時に政局に走るべきではない。管政権は即刻総退陣すべき。
＿

製造
建材・家具、窯業・土
石製品製造業

中小企業

156 千葉
1）復興需要への早期対応（出荷量を増やす）2）予想される東海・東南海震災への対応を図
る。                                                                                                        ＿

復興予算の早期立案・実施
＿

自然の力をより認識し、居住地区と勤労地区の明確化により、今後の津波に備えて頑張りま
しょう。                                                                                                        ＿

製造
建材・家具、窯業・土
石製品製造業

大企業

157 千葉
今が一番大変だが、この先の脱力感が出るので、心の高ぶりも、復興に必要です。負けないで
ほしい。                                                                                                        ＿

製造
精密機械、医療機
械・器具製造業

小規模企業

158 千葉

需要動向を冷静に見極め復興需要を含む経済全体の立ち直りに遅れないよう生産効率の改
善付加価値の回復に注力する
＿

原発事故により量質共に拡大した被災地の復興を含む日本経済全体の立ち直りに向けた明
確なビジョン、工程表を策定し、復興財源の確保や経済回復に関する明確な国家戦略を早期
に打ち出すべき
＿

心からお見舞い申し上げますと共に一日も早い復興をお祈り致します。子供たちの将来の為
に希望を失わず、一緒に誠心誠意努力をしていきたいと思います。
＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

159 千葉

弊社は自動車部品メーカーであることから、日系自動車メーカーの生産回復時に備え、それま
での間自社の損失を最小限に抑える努力程度のことしかできないが、自社の従業員の雇用の
維持を始め、節電の徹底などできることは最大限実行したい。
＿

つい先日中国･広州に出張する機会がありましたが、現地では日本への支援を呼びかけるCM
が放送されているなど、日本の状況を案じている様子が良くわかりました。中国に限らず、他の
国の人達も同じ気持ちであると思いますので、彼らの気持ちに応えるためにも私たちが協力し
て、復興を推し進める必要性を痛感しております。
＿

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 中小企業

160 千葉
弊社及び系列の会社にて義捐金を寄付したが、今後共、定期的に行いたいと思う。また、弊社
製品のユーザーで被災地からの修理等については、最低限の費用（部品代のみ）で対応して
いる。                                                                                                        ＿

政府の動きが遅い。被災者への生活支援に対して未だ担当行政任せで無責任過ぎる。原発
にしか目が行っていなく、政府及び国会議員は職務怠慢である。
＿

被災各地で皆さん頑張っており、心から敬意を表します。弊社でできる事をこれからも長期的
に実行してゆきたいと思います。
＿

製造 電気機械製造業 中小企業

161 千葉
まず新商品のアピール。利益を得られる体質を作る。微量なりとも義援金を送る。
＿

見えるように、うその無い対策を。
＿

私たちにできることはその能力の範囲内でやります。なんでも言って下さい。仲間ですから。
＿

製造 電気機械製造業 小規模企業

162 千葉
復興事業に参画する。
＿

原発事故に対しては、正しい情報を速やかに報告してほしい。
＿

被災地、被災企業には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い回復を願っております。
＿

製造
輸送用機械・器具製
造業

中小企業

163 千葉

弊社としてできることとしては義捐金、支援物資提供と考えておりますが、これらのことは実施済
みです。                                                                                                        ＿

まず最優先事項としては仮設住宅の早急な設置で、早く被災者の方々に少しでも精神的に楽
になっていただきたい。このことは政府がある程度強引にでも推し進めていかなければならな
い。また、経済団体は東北の復興あっての経済活動なのであるから、東北から逃げずにその
場で復旧を急いで、なおかつ下請、孫請けまで金銭的援助を行ってほしい。
＿

今より状況が悪くなることはないと信じ、一歩一歩普通の生活に近づけるよう応援しています。
また、東北の復興なくして、日本の存在はあり得ません。
＿ 卸売 その他の卸売業 小規模企業

164 千葉
災害復旧と事業継続に粛々と努める。まず自分自身が復興すること。
＿

この非常時に言いたくはないが、後手後手政権は何とかならんか。政治空白なしに。
＿

命あるものが頑張る。どこに住所があろうとも。
＿

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業
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165 千葉
国内メーカーの食料品供給が減っているので、その穴埋めをしたい。
＿

総理大臣がリーダーシップを発揮し、情報・方針を一つにまとめて欲しい。
＿

震災前に復元しようとするのではなく、白紙から新しい東北沿岸エリアのスタイルを築き上げて
欲しいです。                                                                                                        ＿

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

166 千葉
被災地に小さくてもよいから、手作業で出来る加工工場を作り、新たな雇用を創出したい。
＿

卸売 化学品卸売業 小規模企業

167 千葉
義援金を送ること
＿

１日でも早い復旧
＿

私たちの義援金なんて、たいして役にならないと思いますが、会社、社員、取引会社で義援金
を集めておりますので集まり次第送ります。どうか頑張ってください。私たちも何か協力いたしま
す。                                                                                                        ＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

中小企業

168 千葉

菅内閣は、なぜ４００人以上いる民主党議員を登用せず、一部の議員に頼ってばかりいるのだ
ろうか。出戻りの政治家ばかり使っている。もっと、幅ひろく人材を使って、被災地に行って、い
ろいろな声を聞いて反映させるなどしても良いのではないか。民主党議員はそんなに無能な
議員ばかりなんですかね。分からない。
＿

卸売
建材・家具、窯業・土
石製品卸売業

大企業

169 千葉
貿易に放射線が大きな影響を及ぼさぬように海外に働きかけてほしい。
＿

卸売 再生資源卸売業 中小企業

170 千葉
事業が安定したら、支援したい。
＿

復興は最優先ですが、被災していない地域の経済を活性化させ、復興に充てる原資を確保す
る政策も明確にすべきではないか。もっと全体を見た政策を立ててほしい。
＿

世界中の人が、応援しています。頑張ってください。
＿ 卸売

鉄鋼・非鉄・鉱業製品
卸売業

中小企業

171 千葉

マグニチュード８クラスの最大余震が来る可能性があるなか、福島第一原発の大津波対策がど
うなっているのか？あまり対策が進んでいるようには見えない。是非、早急に対策を明確に取
り、発表してもらいたい。
＿

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製品
卸売業

中小企業

172 千葉
出来るだけ根拠のない風評被害をなくすため、顧客に正確な情報を与える。元気である姿を
示し、マーケットの雰囲気を少しでも積極的なものに変えていく。
＿

意味のない「自粛」をやめ、自ら積極的に消費を奨励して欲しい。
＿

今回は日本全体が被災者のようなもの。連帯感を持ち一緒に復興を目指そう。
＿ 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

173 千葉
義援金、支援物資の搬入を行いました。
＿

小売
医薬品・日用雑貨品
小売業

大企業

174 千葉
社会保険等を含む減税
＿

小売 飲食料品小売業 中小企業

175 千葉 電力の削減。                                                                                                        ＿ 早期景気回復
＿

小売
自動車・同部品小売
業

中小企業

176 千葉
営業成果を出しキチンと納税する事。
＿

復興へのビジョンを示す。強いリーダーシップを示す。
＿

見通しの効かない状況で大変なご苦労がある事と思いますが、必ずや復興できると信じ応援し
ています。すべての力を終結して頑張りましょう
＿

小売
自動車・同部品小売
業

大企業

177 千葉

震災により多くの港湾が被害を受けました。バラ荷役の取扱で協力できることがあれば前向き
に応じていきたいと思います。
＿

原発に関する情報について、余りにも表現が抽象的であり先が読めない。全てにおいてわかり
やすく具体的にしてほしい。一番大事なことは毎時（または毎分、毎月）放射線量がどうなの
か、どうなっていくのかということではないのでしょうか。原発から近い避難住民が6～9カ月も帰
宅できないという言い方は余りにもいい加減。その根拠を示すべき。
＿

大企業はさておき、中小零細企業の復興はインフラが整備されないと元に戻るのは大変でしょ
う。公のサポートは当然必要ですが、経営者同士で集まり知恵を出し合うことも必要でしょう。業
界によっては全国に何らかの発信をすることで助け合うことができる場合もあるかと思います。
発信を期待いたします。
＿

運輸 運輸・倉庫 中小企業

178 千葉

避難されている方たちへ仮設住宅建築のお役にたてればと思う。
＿

政府の対応が遅いし、一貫性がない。情報が正しくない。こういうときこそ、与野党が一致団結
しなければならないときに、自党の利益のみを考え、被災地、被災者の目線に立っていない。
＿

被災されてすぐも大変だったかと思いますが、少しずつ落ち着いてきて、これからのことを考え
る余裕がでてくると、これからの生活、職どうやって食べていけばいいんだという恐怖心がでて
くると思います。自分の中だけに閉じ困らず、遠慮せず、国、自治体に要望して、少しでも成り
立つようにしていってください。慈善団体も国民もみんなで応援しています。あせらず少しずつ
でも前に向かってください。

サービス
サービス（リース・賃
貸業）

大企業

179 千葉

私どもの営業所の一つが被災地であります多賀城市にあります。被災者であるスタッフも懸命
に仕事を継続しており、誰一人として退職したものはありません。現地スタッフ全員を誇りに
思っており、全社にて応援しております。がんばれ東北！
＿

サービス
サービス（医療・福
祉・保健衛生業）

中小企業

180 千葉
震災廃棄物処理に関して業界や自治体と協力体制構築
＿

サービス
サービス（医療・福
祉・保健衛生業）

大企業

181 千葉
本業に専念することこそ、被災された皆さんへ私たちのできる最大の事である。
＿

決断力と実行力のある強烈なリーダーシップが急がれる。
＿

宇宙無常。前を向いて進むのみ。なるようになる。
＿

サービス
サービス（教育サービ
ス業）

中小企業

182 千葉
徳政令。政府は大局を見据えた対応をしてほしい。これ以上国の借金を安易に増やさないで
ほしい。                                                                                                        ＿

サービス
サービス（広告関連
業）

中小企業

183 千葉
風評被害の抑制
＿

サービス
サービス（広告関連
業）

小規模企業

184 千葉
会社が元気になること。
＿

サービス
サービス（情報サービ
ス業）

中小企業

185 千葉
ビジネスモデルの分散化。特定顧客、特定事業分野だけに依存しない体制つくりをする
＿

原発事故の早期安定化
＿

サービス
サービス（情報サービ
ス業）

中小企業

186 千葉
計画停電実施前に、自社で節電できる機器の選択等を纏め、節電に協力すること。
＿

他の予算凍結等を行い、一時的に災害復旧資金に振り向け、日本全体の景気回復を促進す
ること。                                                                                                        ＿

立ち上がって、少しづつでいいから前進の歩みを初めて欲しい。
＿

サービス
サービス（情報サービ
ス業）

大企業
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