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有限会社キャニオンワークス（福島県） ［P.24］
原発事故で避難を余儀なくされた中、場所を移動しての工場再開。逆
境の中で底力を発揮したのは、高い技術力だった。これに加え、市
場ニーズの変化を敏感に捉えた積極的な営業活動により、震災前を上
回る成果を挙げている。

震災をバネに
－新たなステージ 復興・創生へ－
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株式会社長根商店（岩手県） ［P.16］
天然キノコは、収穫量や品質が安定しにくい。震災による風評被害が、
そこに追い討ちをかけた。このピンチに対し、屋内栽培による高付加
価値キノコを商品化。さまざまな地元食材を活用した加工品の商
品化で地域経済の活性化、雇用機会の拡大を図っている。

株式会社石渡商店（宮城県） ［P.18］
津波で工場を失ったが、震災後は地元産品を用いて開発した新
商品がヒット、閑散期の稼働率向上にもつながった。また、多く
の被災地の課題となっている人手不足を、「トヨタ生産方式」の
導入などによる業務の効率化で克服している。

会津中央乳業株式会社（福島県） ［P.22］
物流が止まり、販路が失われた。風評被害も根強く続いている。四面楚歌の状況で打った対応策は、
これまで蓄積されたノウハウを活用した新商品の開発。地元酪農業の復活のためにも、おいしさと
安全性をPRし、巻き返しを図っている。

公益社団法人sweet treat 311（宮城県） ［P.20］
震災によって地域の人口減少が加速する中、廃校を活用したこどもたち
の複合体験施設がオープン。未来を担う子どもたちが国内外から訪れ、
地域住民も交えつつ、人と自然の共存環境を学ぶプログラムを通じ、
交流人口の増加を図っている。

岩手モリヤ株式会社（岩手県） ［P.14］
震災により満足な営業活動ができなかった逆境に
対し、徹底した省エネで大幅なコスト削減を達成。
また、ITの積極活用による作業の効率化や若手人
材育成を通じ、技術品質の向上を図るとともに、女
性が長く働ける職場環境づくりを進めている。
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問い合わせ先

復興庁企業連携推進室
髙橋、甘利、佐藤、二宮、村上
TEL  03-5545-7234
mail  kigyo-rs@cas.go.jp
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