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Award

平成30年度 復興大臣顕彰    10
重茂漁業協同組合（岩手県宮古市）
ミネックス株式会社（岩手県釜石市）
日高見の国（宮城県石巻市）
宮城県漁業協同組合 志津川支所 戸倉カキ部会（宮城県南三陸町）
農事組合法人いわき菌床椎茸組合（福島県いわき市）
林精器製造株式会社（福島県須賀川市）

Discussion
監修委員座談会
2030年に向けて走り始めた
岩手・宮城・福島の先進企業    16

SDGs

SDGsを指標に未来を描き
持続可能な成長を目指す先行企業    22

Message
～渡辺博道 復興大臣との座談会～
持続発展の礎となる産業再生で
復興・創生への確固たる道筋を    2
復興大臣  渡辺 博道
株式会社ファーメンステーション（岩手県奥州市）
代表取締役  酒井 里奈氏
長谷川海苔店（宮城県気仙沼市）
店主  長谷川 行則氏
金泉ニット株式会社（福島県葛尾村）
代表取締役  金岡 秀一氏
アサヒ電子株式会社（福島県伊達市）
代表取締役社長  菅野 寿夫氏

目 次

復興庁では、2012年度以降毎年、岩手・宮城・福島の3県の
企業や団体が、業種や地域の特性、培ってきた知見や創意
工夫を活用した、さまざまな「挑戦」を紹介しています。本
年度も30の事業者を取材し、産業復興事例集として編さ
んしました。こうした取り組みを被災地内外の企業や自治
体で共有することによって、今後の事業創出や復興の加速
化につながることを期待しています。
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［SDGs］2030年に向けて
SDGs（持続可能な開発目標）は世界共通の目標として、日本の
企業も取り組みをはじめています。東日本大震災から約8年、復
興の道は今後も続きますが、10年、20年先の未来を見据えてい
る被災企業も増えています。今回の事例集では、各企業の目標
をSDGsと照らし合わせて紹介する手法を試みました。

再取材企業について
再のマークがある企業は、過去の産業復興事例集で紹介してい
ます。本誌では、その後の経緯を新たに取材し、レポートします。
※過去の記事はQRコードでリンクする電子ブックで公開

Case study

被災地での再生・被災地への進出
地元にこだわり再生を果たした地元企業・団体に加え、あえ
て被災地外から進出した企業を紹介。地域を元気にしたい
という想いを原動力に、地域の発展と雇用に貢献するため
新たな挑戦を続ける事例をレポートします。

01 重茂漁業協同組合（岩手県宮古市）   26
02 有限会社木村商店（岩手県山田町）   30
03 ロッツ株式会社（岩手県陸前高田市）   34
04 タイムカプセル株式会社（宮城県気仙沼市）   38
05 ベルグ福島株式会社（福島県川俣町）   42
06 介護老人保健施設 ヨッシーランド
 （福島県南相馬市）   46
07 金泉ニット株式会社（福島県葛尾村）   50

海外進出・観光誘致
被災をきっかけに、国内だけでなく世界の市場に目を向け
た企業・団体を紹介。新しいビジネスフィールドで販路やマー
ケットを開拓し成功した事例、インバウンド需要を見据えた
観光誘致に取り組む事例にスポットを当てます。

08 日高見の国（宮城県石巻市）   56
09 株式会社松島蒲鉾本舗（宮城県多賀城市）   60
10 大七酒造株式会社（福島県二本松市）   64
11 小野食品株式会社（岩手県釜石市） 再   68
12 相馬市松川浦観光振興グループ
 （福島県相馬市） 再   70

新分野進出
被災地であえて新分野にゼロから挑む企業・団体を紹介。将
来を見据えた事業構想のポイントを解説します。イノベーショ
ンを実現した発想の原点、制度利用や人材確保など被災地だ
からこそ享受できたメリットなど、成功の要因に迫ります。

13 株式会社ササキプラスチック（岩手県大槌町）   74
14 ミネックス株式会社（岩手県釜石市）   78
15 株式会社ファーメンステーション
 （岩手県奥州市）   82
16 アサヒ電子株式会社（福島県伊達市） 再   86
17 林精器製造株式会社（福島県須賀川市） 再   88
18 有限会社キャニオンワークス
 （福島県いわき市） 再   90

地域振興・スポーツ振興
地域を盛り上げ、若い人たちにも魅力的な地域ブランドの
確立を目標に掲げ活動する企業・団体を紹介。さらにラグ
ビーW杯などスポーツ振興を軸に地域を盛り上げるために
活動する企業・団体にもスポットを当てます。

19 浜べの料理宿 宝来館（岩手県釜石市）   94
20 上閉伊酒造株式会社（岩手県遠野市）   98

Learn from failure

失敗事例に学ぶ
事業存続の分岐点   145

産業復興の主な取り組み   152
掲載事業者の制度利用について   153
岩手県・宮城県・福島県 県別索引   154
監修委員／奥付   155

Data room
01 産業復興の現状と見通し －県別－   54
02 産業復興の現状と見通し －業種別－   72
03 岩手県  過去掲載企業の人気商品紹介   92
04 宮城県  過去掲載企業の人気商品紹介   118
05 福島県  過去掲載企業の人気商品紹介   144

21 有限会社神田葡萄園（岩手県陸前高田市）   102
22 南三陸ハマーレ歌津（宮城県南三陸町）   106
23 アイスリンク仙台（宮城県仙台市）   110
24 合同会社ねっか（福島県只見町）   114

社員の働きがい
社員のモチベーションアップ、働きやすい職場を目指し、雇
用創出にも大きく貢献する企業・団体を紹介。働き方改革が
進む中で、事業をリセットした被災企業だからこそ可能に
なったユニークな取り組みに着目します。

25 長谷川海苔店（宮城県気仙沼市）   120
26 宮城県漁業協同組合 志津川支所 戸倉カキ部会
 （宮城県南三陸町）   124
27 株式会社一苺一笑（宮城県仙台市）   128
28 株式会社門間箪笥店（宮城県仙台市）   132
29 株式会社佐藤金属（宮城県岩沼市）   136
30 農事組合法人いわき菌床椎茸組合
 （福島県いわき市）   140
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再…再取材企業

岩手県・宮城県・福島県 県別索引

福島県
05 ベルグ福島株式会社（川俣町）   42
06 介護老人保健施設 ヨッシーランド
 （南相馬市）   46
07 金泉ニット株式会社（葛尾村）   50
10 大七酒造株式会社（二本松市）   64
12 相馬市松川浦観光振興グループ（相馬市） 再   70
16 アサヒ電子株式会社（伊達市） 再   86
17 林精器製造株式会社（須賀川市） 再   88
18 有限会社キャニオンワークス（いわき市） 再   90
24 合同会社ねっか（只見町）   114
30 農事組合法人いわき菌床椎茸組合
 （いわき市）   140

宮城県
04 タイムカプセル株式会社（気仙沼市）   38
08 日高見の国（石巻市）   56
09 株式会社松島蒲鉾本舗（多賀城市）   60
22 南三陸ハマーレ歌津（南三陸町）   106
23 アイスリンク仙台（仙台市）   110
25 長谷川海苔店（気仙沼市）   120
26 宮城県漁業協同組合 志津川支所 戸倉カキ部会
 （南三陸町）   124
27 株式会社一苺一笑（仙台市）   128
28 株式会社門間箪笥店（仙台市）   132
29 株式会社佐藤金属（岩沼市）   136

岩手県
01 重茂漁業協同組合（宮古市）   26
02 有限会社木村商店（山田町）   30
03 ロッツ株式会社（陸前高田市）   34
11 小野食品株式会社（釜石市） 再   68
13 株式会社ササキプラスチック（大槌町）   74
14 ミネックス株式会社（釜石市）   78
15 株式会社ファーメンステーション（奥州市）   82
19 浜べの料理宿 宝来館（釜石市）   94
20 上閉伊酒造株式会社（遠野市）   98
21 有限会社神田葡萄園（陸前高田市）   102
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監修委員

問い合わせ先

Tel: 03-6328-0267
Email: kigyo-rs@cas.go.jp

座長

東北学院大学 教養学部 地域構想学科
教授

柳井 雅也

東北大学大学院 経済学研究科
教授

福嶋 路

株式会社エスト・コミュニケーションズ
代表取締役

弓削 徹

復興庁企業連携推進室
参事官 和爾 俊樹
政策調査官 高田 正行
 足立 正和
 巻 和典
 神戸 美穂
 伊福 昭則

レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役社長

藤野 英人

復興庁企業連携推進室
イメージキャラクター

結
ゆ い

 ちゃん
「結ちゃん」は復興庁フェイスブック上で

キャラクター案を公募して制作されたものです。
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