
平成 27年 10月 9日茨城県商工労働部 

 

平成 27年 9月関東・東北豪雨災害により被災された中小企業の皆様に対する支援措置 

 このたびの平成 27年 9月関東・東北豪雨により被災された県民の皆様に対し，心からお見舞い申し上げます。 

 国，県及び関係機関におきましては，被災された中小企業の皆様に対し，以下のとおり，低利融資制度創設等の金融

支援や，経営・技術支援等に関する特別相談窓口の設置，部品調達に関する情報提供，就職等に関する相談窓口の設置

など，各種支援措置を設けておりますので，是非ご利用ください。 
 
 

１ 金融支援 
 
（１）県の支援措置 

◆被災した中小企業の皆様の資金繰りを支援するため，「平成２７年９月関東・東北豪雨災害緊急対策融資」を創

設しました。（※東日本大震災復興緊急融資と同様の低利率で，保証料補助も行います。） 

対 象 者 

平成２７年９月関東・東北豪雨の影響により損害を受け，経営の安定に支障をきたしている方のうち，

下記いずれかの条件に該当する方 

（１）市町村長から平成 27 年９月関東・東北豪雨に係る罹災証明等を受けた方 

（２）災害救助法適用市町村において 1年間以上継続して事業を行っており，その事業について平成

２７年関東・東北豪雨被害の影響を受けた後，原則として最近１ヵ月の売上高等が前年同月に比

して２０％以上減少しており，かつ，その後２ヵ月を含む３ヵ月の売上高等が前年同期に比して

２０％以上減少することが見込まれることについて，市町村長の認定を受けた方 

限 度 額 
設備資金   ：8,000万円       運転資金：8,000万円 

設備・運転併用：8,000万円 

融資期間 
設備資金   ：10年以内(据置３年)  運転資金：10 年以内(据置２年) 

設備・運転併用：10年以内(据置２年) 

融資利率 1.2%～1.5% 

保 証 料 

（１）の対象者の方（一般保証） （２）の対象者の方（セーフティネット４号保証） 

0.25～1.7％ 

ただし，県が上記保証料の 10 割を補助 

0.7％ 

ただし，県が上記保証料の 5 割を補助 

相談窓口 
○お近くの商工会議所，商工会，または茨城県中小企業団体中央会 

○県 産業政策課（中小企業金融等相談窓口） ☎029-301-3530 

 

 

（２）国の支援措置 

◆日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫では「災害復旧貸付」を実施しています。 

  [災害復旧貸付の概要] 

区分 日本政策金融公庫 商工組合中央金庫 

対 象 者 災害により被害を被った中小企業・小規模事業者 

限 度 額 

○中小企業事業 １億 5,000 万円 

○国民生活事業 各貸付制度の限度額に上乗せ

3,000 万円 

（例）普通貸付の条件で利用する場合 

  普通貸付限度額 4,800万円 

＋上乗せ 3,000 万円＝7,800 万円 

設備及び運転 １億 5,000万円（別枠） 

融資期間 
設備資金・運転資金とも 10 年以内(据置２年)※ 
※国民生活事業においては，普通貸付を適用した場合

の融資期間（据置期間）です。 

設備資金・運転資金とも 10 年以内(据置２年) 

融資利率 

○中小企業事業 基準利率 1.40% 

○国民生活事業 基準利率（災害貸付）1.45% 

※貸付期間５年の場合 

所定の利率（相談のうえ決定） 

相談窓口 

水戸支店 中小企業事業 ☎029-231-4246 

水戸支店 国民生活事業 ☎029-221-7137 

日立支店 国民生活事業 ☎0294-24-2451 

土浦支店 国民生活事業 ☎029-822-4141 

水戸支店☎029-225-5151 

   



２ 相談体制 

◆被災された中小企業の皆様からの融資・経営・技術に関する特別相談窓口を下記のとおり設置しています。  

分 野 内 容 相談先 

融資・経営相

談について 

県融資制度について 県 産業政策課 ☎029-301-3530 

信用保証について 茨城県信用保証協会 ☎029-224-7811 

経営相談,県融資制度「平成２７年９月関東・東

北豪雨災害緊急対策融資」の認定申請について 

お近くの商工会議所，商工会，茨城県中小企業団

体中央会 

経営相談 茨城県中小企業振興公社 ☎029-224-5317 

技術相談に

ついて 

＜水害対応

技術相談窓

口＞ 

 

＜県工業技術センター＞ 

・被災した設備の改修や部品調達等に関する情

報提供 

・電気安全性確認のための絶縁耐圧試験 

・電子製品の動作確認 

・浸水で汚れた製品に混入した異物分析 

・その他技術的な支援 等 

＜県工業技術センター繊維工業指導所＞ 

・浸水した繊維の観察，試験 

・浸水で故障した織機の部品調達支援  

・その他技術的な支援 等 

＜県工業技術センター窯業指導所＞ 

・原料の分析 

・浸水で汚れた製品に混入した異物分析  

・その他技術的な支援 等 

県工業技術センター[工業・食品関連]  

 ☎029-293-7213 

 

 

 

 

 

 

県工業技術センター繊維工業指導所[プラスチッ

ク・織物]  

 ☎0296-33-4154 

 

県工業技術センター窯業指導所[窯業]  

 ☎0296-72-0316 

ワンストッ

プ専門相談 

 

 

＜常総市商工会＞ 

被災した中小企業からの経営に関する相談につ

いて，常総市商工会において，特に専門的な相

談に対応するため，相談内容に応じた個別の専

門家の派遣や，よろず支援拠点の専門家等と連

携した経営相談を行います。 

常総市商工会 水海道事務所 

☎0297-22-2121 

 

常総市商工会 石下事務所 

☎0297-42-3155 

経営改善，再

生支援につ

いて 

 被災された中小企業・小規模事業者の皆様に

対して，経営改善計画策定の支援や，再生支援

計画策定の支援を行っております。 

茨城県経営改善支援センター 

☎029-302-7550 

茨城県中小企業再生支援協議会 

☎029-300-2288 

県税の救済

措置 

被災した方への県税の減免，徴収の猶予，申告

などの期限の延長の救済措置があります。 

お近くの県税事務所 

・筑西県税事務所の近くの方は☎0296-24-9190 

県の総合相

談窓口 

その他，ご相談はこちらでお受けしております。 県 災害対策本部広報班 

☎029-301-5974 または 5975 

県 県民相談センター（平日） 

☎029-301-2147 
 
 

３ 雇用対策 
 
（１）再就職支援，労働相談及び生活支援に関する相談窓口 

◆被災された方の再就職等を支援するため，就職相談や求人情報の提供などの就職支援や労働相談，生計の維

持などの生活支援に関する相談窓口を開設しています。 

相談窓口の概要 問い合わせ先 

①いばらき就職・生活総合支援センター 
 設置場所：水戸市三の丸 1-7-41 
 受付時間 
・就職相談  9:00～20:00（平日），9:00～17:00（土，日） 

 ・労働相談  9:00～20:00（平日），10:00～16:00（土，日） 
 ・生活相談 10:00～16:00（月，水，金） 
  ※祝日，年末・年始は休業 
 相談内容 
・就職相談：求人情報の提供，就職相談 カウンセリング 等 

 ・労働相談：労働条件，解雇に関する相談 等 
 ・生活相談：生活福祉資金貸付制度，心の健康 等 
 相 談 員：就職相談員，キャリアカウンセラー，労働相談員，生活支

援相談員（社会福祉士） 等 

①いばらき就職・生活総合支援センター 
（就職相談） 
  ☎029-300-1916 
  ☎029-300-1715 
（労働相談） 
  ☎029-233-1560 
（生活相談） 

  ☎029-232-1245 
 

 

 

 

 



②各地区就職支援センター 
 設置場所：県西地区 県筑西合同庁舎内 
      （筑西市二木成 615） 
      県南地区 県土浦合同庁舎内 
      （土浦市真鍋 5-17-26） 
  ※上記の他，県北，日立，鹿行地区にもセンターを設置 
 受付時間： 
・就職相談  9:00～16:00（平日） 

  ※土・日・祝日，年末・年始は休業 
 相談内容 
・就職相談：求人情報の提供，就職相談 カウンセリング 等 

  ※労働相談，生活相談は行いません。 

②各地区就職支援センター 

 県西地区 

  ☎0296-23-3811 
  ☎0296-22-0163 
 県南地区 
  ☎029-825-3410 
  ☎029-825-2822 
 

 

（２）茨城労働局（ハローワーク・労働基準監督署）の相談窓口 

◆被災された方の仕事に関する相談や雇用保険の受給，被災された事業主に対する各種助成金の相談等のほか，

賃金・解雇等労働条件，労災補償など労働問題に関する相談をお受けいたします。 

相談窓口の概要 問い合わせ先 

①ハローワーク（県内 13カ所） 
 設置場所：ハローワーク常総（常総市水海道高野町 591） 
       ※上記は，ハローワーク常総と常総労働基準監督署の仮

事務所です（ポリテクセンター茨城内）。 
  ※上記の他，水戸，笠間，日立，筑西，下妻，土浦，古河，石岡，

常陸大宮，龍ケ崎，高萩，常陸鹿嶋にもハローワークでもお受け
いたします。 

 受付時間：8:30～17:15（平日）※土・日・祝日，年末・年始は休業 
 相談内容 
・職業相談：求人情報の提供，職業相談・紹介，カウンセリング 等 

 ・雇用保険：災害時における求職者給付の手続き 等 
 ・そ の 他：雇用の安定等を図るための各種助成金 
 
②労働基準監督署（県内８か所） 
 設置場所：常総労働基準監督署（常総市水海道高野町 591） 
       ※上記は，常総労働基準監督署とハローワーク常総の仮

事務所です（ポリテクセンター茨城内）。 
  ※上記の他，水戸，日立，土浦，筑西，古河，龍ケ崎，鹿嶋労働基

準監督署でもお受けいたします。 
 受付時間：8:30～17:15（平日）※土・日・祝日，年末・年始は休業 
 相談内容 
・賃金・解雇等労働条件，労災補償など 

ハローワーク常総 
  ☎0297-22-8609 
  ☎070-1451-1162 
  ☎070-1423-2094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
常総労働基準監督署 
  ☎0297-22-0264 
  ☎080-9157-0031 
  ☎080-4891-7237 
 
 

 
 

４ 求職者向け職業訓練 
 

概  要 問い合わせ先 

水害の影響等により離職を余儀なくされた方の再就職を支援するた
め，茨城県立産業技術専門学院において，多様な職業訓練を実施してお
ります。（介護サービス科，ＯＡシステム科，医療事務科，フォークリフ
ト運転技能科等） 

 この訓練を受講できる方は，公共職業安定所（ハローワーク）に求職
申込を行い，職業相談等を通じて受講が必要と認められ，公共職業安定
所長の受講あっせんを受けられた方です。 

 各訓練コースの紹介、職業訓練を受講するまでの流れ、応募資格、職
業訓練受講中の支援等については「平成 27 年度訓練コースガイド」をご
覧ください。 

「平成 27 年度訓練コースガイド」県ホームページへリンク（ＰＤＦ）  

※平成 27 年度訓練コースガイドは，県内の公共職業安定所（ハローワ
ーク），産業技術専門学院，いばらき就職支援センター等でも配布し
ています。 

県 職業能力開発課 

  ☎029-301-3656 

水戸産業技術専門学院   

  ☎029-269-2160 
日立産業技術専門学院        

☎0294-35-6449 
鹿島産業技術専門学院       

 ☎0299-69-1171 
土浦産業技術専門学院      

  ☎029-841-3551 
筑西産業技術専門学院      

  ☎0296-24-1714 

古河産業技術専門学院      

  ☎0280-76-0049 

 


