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1．創造的復興に向けた取組事例の一覧 

 

 本章では、本事例集で紹介している被災地における創造的復興に向けた取組事例について、「産業

復興の目標像」別、「業種」別、「所在地」別で一覧整理を行っている。 

 

1-1．産業復興の目標像別の取組事例一覧 

 本事例集で紹介している被災地で活動している事業者の取組について、「東日本大震災地域の産業

復興創造戦略」で示された 4 つの産業復興の目標像別で整理をしている。 

 

【産業復興の目標像とは】 

 被災地域が、自立的で、持続可能性の高い、活力ある地域経済へと再生するために、「地域の外か

ら所得を得る産業と地域の暮らしと雇用を支える産業のバランスのとれた発展」を実現することが

不可欠である。この基本的な考えから、平成 26 年 6 月の「東日本大震災被災地域の産業復興創造

戦略」では、以下の４つの産業復興の目標像が示されている。 

 

 

 
 

  

目標像
１

 地域基幹産業の底上げ・成長（事業革新・高度化、競争力強化）

目標像
２

 地産地消型・地域資源型産業の地域基幹産業への成長（需要フロンティア開拓）

目標像
３

 新たな地域基幹産業の創出（再生可能エネルギー関連産業、医療福祉機器関連産
業等）

目標像
４

 地域の暮らしと雇用を支える産業・生業（地域生活基盤産業）の再生
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【事業者名】 【タイトル】 【掲載ページ】

成功事例

目標像１ 宮古 チーム漁火 志が連携を超えた一致団結を生み売上回復を達成 岩手県 宮古市 20

目標像１ ㈱明豊 バリューチェーンの拡大によって売上増加を実現 宮城県 塩竈市 22

目標像１ ㈱ナプロアース 新天地で新たな経営理念を共有し短期間での売上回復に成功 福島県 伊達市 24

目標像２ 東西しらかわ農業協同組合 福島農業の再生に道を拓く農協の取り組み 福島県 白河市 26

目標像４ ㈱みちのりホールディングス グループ同士のベストプラクティスの共有により業績を向上 岩手県 盛岡市他 28

挑戦事例

【目標像１】地域基幹産業の底上げ・成長（事業革新・高度化、競争力強化）

㈱幸呼来Japan 地元の伝統文化を活用し、障がい者雇用と地域活性化に挑む 岩手県 盛岡市 34

協同組合三陸パートナーズ 各社の強みを組み合わせ高付加価値商品を開発 岩手県 大船渡市 36

㈱re:terra 地元の資源“気仙椿”を生かし、新たな産業の創出に挑戦 岩手県 陸前高田市 38

釜石ヒカリフーズ㈱ 独自の長期鮮度保持技術を活用し、水産業の6次産業化を目指す 岩手県 釜石市 40

㈱千田精密工業 難題を解決することで最高の技術集団を育成する 岩手県 奥州市 42

大槌復興刺し子プロジェクト 刺し子で女性の働き口と産業の創造に挑戦 岩手県 大槌町 44

舞台アグリイノベーション㈱ 農業のプロと経営のプロが連携して農業ビジネスの変革に挑む 宮城県 仙台市 46

㈱マテリアル・コンセプト 新しい銅ペースト技術で東北大学発ベンチャー企業が世界を目指す 宮城県 仙台市 48

ヤグチ電子工業㈱
ステークホルダーとの積極的な連携と迅速な対応力を活かして新製品の
開発に挑む

宮城県 石巻市 50

㈲オイカワデニム ブランド力と地元資源を組み合わせ地域の復興に貢献 宮城県 気仙沼市 52

気仙沼水産食品事業協同組合 気仙沼から広域連携による新たな食品ブランドを目指す 宮城県 気仙沼市 54

気仙沼造船団地協同組合 業界再編により競争力強化を目指す気仙沼の造船事業 宮城県 気仙沼市 56

サメの街気仙沼構想推進協議会 サメの街気仙沼のブランド化によるまちおこしへの挑戦 宮城県 気仙沼市 58

みらい食の研究所 異業種連携により地域経済の活性化を目指す 宮城県 気仙沼市 60

(一社)WATALIS 地元亘理の伝統を活かした新事業の立ち上げに挑戦 宮城県 亘理町 62

㈱アイワコーポ 除染機開発事業への挑戦を契機に新市場へ乗り出す 福島県 郡山市 64

林精器製造㈱ 長年培った高い技術を武器に新たな事業に挑戦 福島県 須賀川市 66

㈱IIE 会津地域の伝統工芸を活用した新たな仕事作りへの挑戦 福島県 会津坂下町 68

【目標像2】地産地消型・地域資源型産業の地域基幹産業への成長（需要フロンティア開拓）

Olahonoプロジェクト 持続的な一次産業の仕組みを創造する挑戦 岩手県 盛岡市 72

岩手アカモク生産協同組合 地域資源のアカモクの商品開発・ブランド化 岩手県 宮古市 74

㈱海楽荘 温泉宿泊施設を復興の拠点に交流人口の拡大を目指す 岩手県 大船渡市 76

特定非営利活動法人東北開墾 食に対する価値観および生産者と消費者の関係を見直す 岩手県 花巻市 78

㈲ヤマキイチ商店 最高品質へのこだわりで漁業の地位向上を図る 岩手県 釜石市 80

桃浦かき生産者合同会社 被災漁業者により設立された民間企業による漁業復興 宮城県 石巻市 82

農業生産法人㈱GRA 山元町特産のイチゴで雇用を創出し地域を活性化する 宮城県 山元町 84

㈲とまとランドいわき 農業の6次化・高付加価値化で浜通りの活性化に挑戦 福島県 いわき市 86

きぼうのたねカンパニー㈱ 農作物の風評被害を乗り越え、農業で地域の活性化に挑戦 福島県 二本松市 88

㈱新地アグリグリーン サンゴ砂礫農法の導入でトマト栽培の高収益化を目指す 福島県 新地町 90

【目標像3】新たな地域基幹産業の創出（再生可能エネルギー関連産業、医療福祉機器関連産業等）

(一社)KAI OTSUCHI ゼロから起業したITベンチャーが地域の復興に貢献 岩手県 大槌町 94

㈱TESS 足こぎ車いすの実用化に向けた東北大学発ベンチャーの挑戦 宮城県 仙台市 96

㈱百戦錬磨 東北から新たな観光業の形を発信する試み 宮城県 仙台市 98

㈱アイザック 福島発医療・介護用ロボットの開発に向けた挑戦 福島県 会津若松市 100

㈱会津ラボ 高いIT開発力を武器に会津から世界へ挑戦 福島県 会津若松市 102

会津電力㈱ 再生可能エネルギーで地域の自立を目指す 福島県 喜多方市 104

【目標像4】地域の暮らしと雇用を支える産業・生業（地域生活基盤産業）の再生

(一社)りぷらす リハビリ複合サービス事業への挑戦 宮城県 石巻市 108

【所在地】
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1-2．業種別の取組事例一覧 

 本事例集で紹介している被災地で活動している事業者の取組について、下記の 9 つの業種区分で

整理すると、次頁のとおりとなる。なお、9 つの業種区分の考え方は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

  

業種区分 概 要

水産加工・食品製造業
 水産食品製造のための水産動植物を利用・加工を行う事業者
 生ものである原材料を購入し、工業規模で食品・飲料の製造を

行い、製造した製品を販売する事業者

ものづくり産業

 本事例集では、上記水産加工・食品製造業を除く食料品製造業、
電子部品・デバイス製造業、電気機械器具製造業、機械修理業、
ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の
設計、製造又は修理と密接に関連する事業者

農林漁業
 農業、林業、水産業の事業者
 事業実施にあたり、直接、自然を相手にする第一次産業事業者

観光業
 本事例集では、観光に関連する業種のうち、特に旅行業（旅行

代理店）、宿泊業（観光ホテル等）の事業者

再生可能エネルギー
 太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などのエネル

ギーは、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資
源が枯渇しないエネルギーによるエネルギー供給を行う事業者

医療福祉機器関連
産業

 本事例集では、ものづくり産業の中でも、医療福祉機器関連に
特化した製造業

情報関連サービス業
 各種ソフトウェアプログラムの開発やインターネット上で各種

サービスを提供する事業者

生活関連サービス業
 主として個人に対して日常生活と関連してサービス，又は施設

を提供及び娯楽あるいは余暇利用に係る施設又は技能・技術
を提供するサービスを行う事業者

医療・介護・教育関連
産業

 医療、介護、教育関連の分野において主として個人に対して
サービス、又は施設を提供する事業者
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【タイトル】 【掲載ページ】

水産加工・食品製造業

宮古　チーム漁火 志が連携を超えた一致団結を生み売上回復を達成 岩手県 宮古市 20

協同組合三陸パートナーズ 各社の強みを組み合わせ高付加価値商品を開発 岩手県 大船渡市 36

釜石ヒカリフーズ㈱ 独自の長期鮮度保持技術を活用し、水産業の6次産業化を目指す 岩手県 釜石市 40

舞台アグリイノベーション㈱ 農業のプロと経営のプロが連携して農業ビジネスの変革に挑む 宮城県 仙台市 46

㈱明豊 バリューチェーンの拡大によって売上増加を実現 宮城県 塩竈市 22

気仙沼水産食品事業協同組合 気仙沼から広域連携による新たな食品ブランドを目指す 宮城県 気仙沼市 54

サメの街気仙沼構想推進協議会 サメの街気仙沼のブランド化によるまちおこしへの挑戦 宮城県 気仙沼市 58

みらい食の研究所 異業種連携により地域経済の活性化を目指す 宮城県 気仙沼市 60

ものづくり産業

㈱幸呼来Japan 地元の伝統文化を活用し、障がい者雇用と地域活性化に挑む 岩手県 盛岡市 34

㈱re:terra 地元の資源“気仙椿”を生かし、新たな産業の創出に挑戦 岩手県 陸前高田市 38

㈱千田精密工業 難題を解決することで最高の技術集団を育成する 岩手県 奥州市 42

大槌復興刺し子プロジェクト 刺し子で女性の働き口と産業の創造に挑戦 岩手県 大槌町 44

㈱マテリアル・コンセプト 新しい銅ペースト技術で東北大学発ベンチャー企業が世界を目指す 宮城県 仙台市 48

ヤグチ電子工業㈱ ステークホルダーとの積極的な連携と迅速な対応力を活かして新製品の開発に挑む 宮城県 石巻市 50

㈲オイカワデニム ブランド力と地元資源を組み合わせ地域の復興に貢献 宮城県 気仙沼市 52

気仙沼造船団地協同組合 業界再編により競争力強化を目指す気仙沼の造船事業 宮城県 気仙沼市 56

(一社)WATALIS 地元亘理の伝統を活かした新事業の立ち上げに挑戦 宮城県 亘理町 62

㈱アイワコーポ 除染機開発事業への挑戦を契機に新市場へ乗り出す 福島県 郡山市 64

林精器製造㈱ 長年培った高い技術を武器に新たな事業に挑戦 福島県 須賀川市 66

㈱ナプロアース 新天地で新たな経営理念を共有し短期間での売上回復に成功 福島県 伊達市 24

㈱IIE 会津地域の伝統工芸を活用した新たな仕事作りへの挑戦 福島県 会津坂下町 68

農林漁業

Olahonoプロジェクト 持続的な一次産業の仕組みを創造する挑戦 岩手県 盛岡市 72

岩手アカモク生産協同組合 地域資源のアカモクの商品開発・ブランド化 岩手県 宮古市 74

特定非営利活動法人東北開墾 食に対する価値観および生産者と消費者の関係を見直す 岩手県 花巻市 78

㈲ヤマキイチ商店 最高品質へのこだわりで漁業の地位向上を図る 岩手県 釜石市 80

桃浦かき生産者合同会社 被災漁業者により設立された民間企業による漁業復興 宮城県 石巻市 82

農業生産法人㈱GRA 山元町特産のイチゴで雇用を創出し地域を活性化する 宮城県 山元町 84

㈲とまとランドいわき 農業の6次化・高付加価値化で浜通りの活性化に挑戦 福島県 いわき市 86

東西しらかわ農業協同組合 福島農業の再生に道を拓く農協の取り組み 福島県 白河市 26

きぼうのたねカンパニー㈱ 農作物の風評被害を乗り越え、農業で地域の活性化に挑戦 福島県 二本松市 88

㈱新地アグリグリーン サンゴ砂礫農法の導入でトマト栽培の高収益化を目指す 福島県 新地町 90

観光業

㈱海楽荘 温泉宿泊施設を復興の拠点に交流人口の拡大を目指す 岩手県 大船渡市 76

再生可能エネルギー

会津電力㈱ 再生可能エネルギーで地域の自立を目指す 福島県 喜多方市 104

医療福祉機器関連産業

㈱TESS 足こぎ車いすの実用化に向けた東北大学発ベンチャーの挑戦 宮城県 仙台市 96

㈱アイザック 福島発医療・介護用ロボットの開発に向けた挑戦 福島県 会津若松市 100

情報関連サービス業

(一社)KAI OTSUCHI ゼロから起業したITベンチャーが地域の復興に貢献 岩手県 大槌町 94

㈱百戦錬磨 東北から新たな観光業の形を発信する試み 宮城県 仙台市 98

㈱会津ラボ 高いIT開発力を武器に会津から世界へ挑戦 福島県 会津若松市 102

生活関連サービス業

㈱みちのりホールディングス グループ同士のベストプラクティスの共有により業績を向上 岩手県 盛岡市他 28

医療・介護・教育関連産業

(一社)りぷらす リハビリ複合サービス事業への挑戦 宮城県 石巻市 108

【事業者名】 【所在地】
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1-3．所在地別の取組事例一覧 

 1-3-1．岩手県 
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 1-3-2．宮城県 
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 1-3-3．福島県 
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