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1. はじめに

 

本調査報告は、東日本大震災で地域の基幹産業である水産加工業が甚大な被害を被った

宮城県石巻地域に焦点をあてて、既存文献調査と現地におけるヒアリング調査結果から復

興に向けての取り組みの現状と課題、それにもとづく今後の方向性を明らかにしたもので

ある1)。調査の結果、行政側の支援に頼らず、被災地の魚師や水産加工業者たちを中心と

する、復興に向けた自発的な取り組みが多く確認できた。しかし、復興過程において、雇

用の創出、震災前からの取引先の維持、安定的かつ持続的な販路開拓といった課題が浮か

び上がった。

2011年3月11日に生じた東日本大震災は、北海道から千葉県にかけて水産加工業に甚大な

被害を及ぼした。農林水産省の被害状況報告書によると、漁港や水産加工団地は壊滅的被

害を受けており、その被災額はおよそ2兆2,839億円と推定される。特に岩手県と宮城県に

おいては、被害が他地域に比べてすべての漁業地区に及んでおり、港湾地区の地盤沈下な

  * 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援情報センター 専門職員

 1) 筆者は、2011年7月から11月にかけて石巻地区を複数訪問し、調査を行った。本調査は、11月まで訪問

企業の復興過程を中心に記録したものである。
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ど復旧ㆍ復興がなかなか進まず、事業の再開割合がもっとも低い水準となっている。中で

も石巻地区は、沿岸部の水産加工団地内に200社ほどの水産関連の施設、関連メーカーが

あったが、壊滅的な被害を受け、悲惨な状況であった。

農林水産業、食品加工業、食品小売業、外食産業はいずれも地域の雇用を支える産業で

あり、地域経済への波及効果は大きい。特に水産加工業は地域経済の基幹産業として国民

の食生活に大きく貢献してきた。水産加工品の中で練り製品の代表といえる蒲鉾(かまぼこ)

は、もともと各地方で獲れた魚を使って地方独特の工法で加工し、その地方でしか食べら

れない希少性を持つ特産品(贈答用、嗜好品)であった。以降、1960年頃(昭和35年)、北海道

で、開発された冷凍すり身技術と｢リテーナ成形蒲鉾｣2)という製造方法によって大量生産

が可能となり、流通の発達も伴い、身近な食品として飛躍的な普及を遂げた。しかし、技

術の発展は練り製品の市場拡大に貢献してきたものの、総じて需要は減少に向かった。

表1は、水産練り製品の年間生産量の推移を表したものである。市場規模は成長期に比べ

て半減しており、衰退産業といわざるを得ない。たとえば、1975年(昭和50年)の生産量は

115万トン(練り製品103万トン、魚肉ハムㆍソーセージ12万トン)であったが、それをピー

クに年々生産量は減少し、2010年(平成22年)には、前年に比べて若干上昇したものの、最

盛期に比べると半分以下の57万トン(練り製品50万トン、魚肉ハムㆍソーセージ7万トン)に

まで減少した。

 

 2) 統計上では「包装かまばこ」に分類される。このリテーナ成形法とは、板ごとフィルムで完全密封し

て、かまぼこ型リテーナ（金型）に入れて加熱するので2次汚染もなく保存性がよく品質が安定でき

る利点がある。
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年度

ちくわ・かまぼこ類(単位：トン）

計(Ａ)

魚肉ハム

・

ソーセー

ジ

(Ｂ)

合計

Ａ＋Ｂちくわ 板蒲鉾
包装

蒲鉾

なると

・

はんぺ

ん

揚蒲鉾 他蒲鉾

昭.50 258,882 271,683 90,786 84,519 327,068 1,324 1,034,262 120,708 1,154,970 

55 174,377 230,578 58,342 73,184 269,211 18,037 823,729 89,457 913,186 

60 199,861 184,340 57,329 85,621 290,979 73,356 891,486 92,279 983,765 

平.2 181,693 165,177 57,844 54,148 279,607 90,652 829,121 85,653 914,774 

7 169,559 135,633 42,693 44,837 258,698 83,300 734,720 66,196 800,916 

12 153,285 119,950 34,701 40,394 232,121 65,855 646,306 60,286 706,592 

17 131,732 100,781 26,805 34,153 217,862 75,632 586,965 68,282 655,247 

22 101,156 77,113 19,137 34,142 200,412 69,567 501,528 72,487 574,014 

<表 1　水産練り製品の生産量推移>

 
出所：農林水産省｢平成23年度食品産業動態調査(年報)｣、1．食品製造業統計(速報値)より筆者作成。

 

その背景には、米国ベーリング海のスケソウダラの漁獲量削減や世界的な水産物需要の

増加による原魚確保が不安定3)となったこと、燃料調達コストの上昇、就業者の高齢化、

人手不足、などが挙げられる。また、食の多様化による国内消費の低迷、消費者のライフ

スタイル変化に伴うニーズの多様化や食生活の変化に供給側が対応しきれなかったことに

よる練り製品の消費者離れや、業界全般において同じ製品が多数の零細メーカーによって

生産ㆍ流通されるなど、過当競争による価格下落、収益悪化が考えられる。4)

このように、地域経済の基幹産業として国民の食生活に大きく貢献してきた水産加工業

を取り巻く環境は、震災前からもかなり厳しく、市場規模の縮小傾向には歯止めがかから

ない状態にある。また、ここで注目すべきは、全国の地域経済を支える地場産業として成

り立っていた水産加工業が、衰退傾向に陥ったことに加えて、3.11の東日本大震災によっ

て地域経済が多大な打撃を受けたことである。

 3) 日本に輸入される主要原料品目の需給状況に関するアンケート調査によると、水産食料品に対する需

給状況は、安定5.1％、やや安定12.7％に対して、やや不安定27.8％、不安定22.8％で、不安定の割合

が安定の割合を上回っており、原料調達の問題が浮き彫りになった。出所：農林水産省大臣官房食

料安全保障課「食品産業動態調査：食品製造業における原料調達の課題と対応策－食品製造業アン

ケート結果－」(平成22年度）

 4) 家計の食料費の消費動向を見ると、米、牛肉、生鮮魚介の消費減少が見られる。生鮮魚介の減少要因

としては、単価の下落とそれ以上に魚離れが進んだことによる購入数量の減少が原因としてうかが

える。また、女性の社会進出による家庭内の調理時間の短縮は、水産加工品に対するニーズの変化

をもたらした。
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本調査のヒアリング先である宮城県石巻地区の水産加工業は、今回の震災により他地域

に比べて壊滅的な被害を受けており、震災後10ヶ月以上が経過した今でも海岸の地盤沈

下、立地場所の問題など、復旧ㆍ復興がなかなか進まず、被災企業の再開割合が比較的低

い水準となっている。そもそも、明治時代から金華山沖漁場を背景に漁業の町として栄

え、三陸沿岸における原料提供基地という位置づけになっている。主に｢パルプㆍ紙ㆍ紙加

工品｣と｢水産食料品｣が基盤産業となっている5)。特に、蒲鉾の生産量は全国1位を誇るほ

ど、水産加工業が盛んであった地域である。しかし、水産加工品の製造ㆍ流通過程におい

て関連分野まで加工を拡大できず多くの付加価値を他の地域に持って行かれ、付加価値の

高い水産加工品の製造よりも価格訴求型の零細企業が根強い課題をかかえている。

 

2. 東日本大震災による被災概況

 

2.1 東北地方における水産関係の被災状況

 

農林水産省の被害状況報告書によると、農林水産関係の被災金額はおよそ2兆2,839億円

と推定される。

水産関係では、岩手県と宮城県のすべての漁業地区に被害が及んでおり、茨城県で9割、

北海道(北海道太平洋北区)ㆍ青森県(太平洋北区)で8割、千葉県でも5割の被害があった6)。

詳しく見ると、漁船の被害額は全体で1,683億8,500百万円うち、多かったのは宮城県で登録

漁船数13,570のうち、88.5％の12,023隻(金額1,129億円)が被災したと報告された7)。太平洋

側７県の漁港施設の被害状況をみると、全漁港730のうち、43.7％の319箇所が被災し、被

害報告額は8,230億4,000万円となった(表 2)。

 

 5) 中小機構の内部資料より。

 6) 大海区区分は、北海道日本海北区、北海道太平洋北区、日本海北区（青森県、秋田県、山形県、新潟

県、富山県）、太平洋北区（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県）、日本海西区、太平洋中

区、瀬戸内海区、東シナ海区。（出所：農林水産統計『用語等の解説』）

 7) ところが、漁船保険加入状況からみると、加入した隻数は9,717で未加入は2,306となっている。
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全漁港 被災漁港
被害報告額（百万円）

数 （％） 数 （％）

北海道 282(249) 38.6 12(1) 4.3 1,259(30）

青森県 92(90) 12.6 18(1) 19.6 4,617(7）

岩手県 111(58) 15.2 108(54) 97.3 285,963(26,700）

宮城県 142(72) 19.5 142(65) 100.0 424,286(44,613）

福島県 10(10) 1.4 10(10) 100.0 61,593(20,978）

茨城県 24(9) 3.3 16(5) 66.7 43,118(1,132）

千葉県 69(40) 9.5 13 18.8 2,204 

計 730(528) 100.0 319(136) 43.7 823,040(93,460）

<表 2 漁港施設の被害状況(太平洋側7道県)>

出所：農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/)｢東日本大震災について~東北地方太平洋沖地

震の被害と対応~｣平成23年8月24日公表(8月23日現在)より筆者作成。

注1)  被害報告額は、漁港施設、海岸保全施設、漁業集落環境施設、漁業用施設の各被害額の合計。

注2)  (　)は内数で、海岸保全施設がある漁港数及び当該海岸保全施設の被害報告額。

 

特に水産加工施設の被害状況をみると、宮城県、岩手県の被害が顕著で、東北全域にわ

たって被害が及んでいる(表3)。なかでも宮城県の被災率は他県に比べて著しく高い86.1％

で、439箇所のうち、323箇所が全壊、17箇所が半壊、38箇所が浸水、被災額は1,081億3700

万円の被害額にのぼっている。
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加工場数

(漁業センサス)

被災率

（％）
主な被災状況

被害額

（百万円）

北海道 570 5.4 
一部地域で被害

100 
半壊4、浸水27

青森県 119 47.9 
八戸地区で被害

3,564 
全壊4、半壊14、浸水39

岩手県 178 80.9 
大半が施設流出・損壊

39,195 
全壊128、半壊16

宮城県 439 86.1 
半数以上が壊滅的被害

108,137 
全壊323、半壊17、浸水38

福島県 135 77.8 
浜通りで被害。

6,819 
全壊77、半壊16、浸水12

茨城県 247 31.2 
一部地域で被害

3,109 
全壊32、半壊33、浸水12

千葉県 420 7.4 
一部地域で被害

2,931 
全壊6、半壊13、浸水12

計 2,108 39.0 全壊570、半壊113、浸水140 163,855 

<表 3 水産加工施設被害状況(太平洋側7道県)>

 
資料：農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/)｢東日本大震災について~東北地方太平洋沖地

震の被害と対応~｣平成23年8月24日公表(8月23日現在)より筆者作成。

注) 被害状況は北海道、青森県、宮城県、茨城県、千葉県は水産加工団体から、岩手県、福島県は県

庁から聞き取り、被害額は水産加工団体から聞き取りによる。なお、共同利用施設に係るものも

含まれる。

 

その他の施設の被害状況をみると、養殖施設の被害報告額は737億200万円、養殖物被害

額は575億3,800万円であった。そのうち、宮城県の施設被害報告額は487億万円(全体の65.

7％)、養殖物被害額は331億8,900万円(全体の57.7％)であった。そして、共同利用施設8)の

被害状況をみると、被災施設数は1,625箇所、被害額は1,227億6,000万円であった。特に、

全体の被災施設数のうち、宮城県495箇所(全体の30.4％)と岩手県480箇所(全体の29.5％)が6

割を占めている。また、市場ㆍ荷さばき所(7道県の太平洋側)は、全市場105箇所のうち、

岩手県(13箇所)、宮城県(10箇所)、福島県(12箇所)の全壊、半壊、一部損壊を合わせるとす

べての市場が被災となった。宮城県の場合、9割の魚市場が被害していたが、塩釜(4月)、

8) 産地市場施設、荷さばき所、給油施設、共同作業場、製氷冷凍冷蔵施設、種苗生産施設 等
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市町村

再開した経営体
再開していない

経営体
2008年経営体

数
経営体数

被災経営体の

再開割合(%)

気仙沼市 935 110 12.0 820 

南三陸町 628 0 0.0 630 

石巻市 1297 270 21.3 1010 

女川町 390 50 13.8 340 

東松島市 208 70 31.7 140 

松島町 104 60 59.6 40 

利府町 17 20 100.0 0 

塩竈市 127 110 89.5 10 

多賀城市 4 0 0.0 0 

七ヶ浜町 183 0 2.2 180 

仙台市 17 0 11.8 20 

名取市 31 0 0.0 30 

亘理町 36 0 11.1 30 

山元町 29 0 0.0 30 

石巻(8月)、気仙沼(6月)、亘理(7月)など瞬時に市場が再開している。

農林水産省が漁業センサス結果をベースとして東北地方の漁業経営体(養殖業を含む)の

被災ㆍ経営再開状況(市町村別)についてまとめた資料によると、北海道は、ほとんどの市

町村でほぼ100％近く再開ができている(グラフ1ㆍ2)。それに比べて宮城県の経営体の再開

割合は、被害が全域にわたったこともあって10％~20％といった非常に低い水準にとどまっ

ている。

表4は、宮城県における被災ㆍ経営再開状況(市町村別)についてまとめたものである。石

巻市の場合、2008年経営体数1,297のうち1,290(約99.5%)が被災しており、再開を果たした

のは約21.3%の270となった。気仙沼市では約100.0%の経営対数が被災しており、再開率は

わずか約12.0%に止まった。このように石巻地区の経営体再開割合は10~20％程度で他地域

に比べて顕著に低い状況である。

その原因は、臨海地区にあった水産加工施設の多くは破壊されるなど、他地域に比べて

被災率が高いがゆえ、市町村レベルの解決すべき課題が山積していることが響いていると

考えられる。今後、本格的な回復までにはかなりの期間を要すると予想される。

 

<表 4 市町村別の漁業経営体の被災ㆍ経営再開状況(宮城県)>

 
出所：東日本大震災による漁業経営体の被災ㆍ経営再開状況－漁業センサス結果の状況確認の概要

－(平成23年7月11日現在)農林水産省より抜粋。
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グラフ 1　は、東日本大震災による漁業経営体の被災ㆍ経営再開状況についてのアンケー

ト調査の結果である。事業再開ができない理由として、漁業経営体とともに養殖業経営体

いずれも｢漁船や漁具の確保ができない｣という答えが最も多かった。詳しく見ると、漁業

経営体では、｢漁船や漁具の確保ができない｣が最も高い88.4%、その次が｢漁港の環境が整

わない｣が67.9%、｢資金面の不安により再開できない｣56.3%、｢海中のがれき等により操業

できない｣41.6％、その他(病気やけが等)10.6%となる。一方、養殖業経営体では、｢漁港の

環境が整わない｣が74.0%、｢養殖施設の確保ができない｣65.1％、｢漁港の環境が整わない｣

58.4%、｢資金面の不安により再開できない｣46.5%、｢海中のがれき等により操業できない｣

42.0％、その他(病気やけが等)22.9%、｢稚貝ㆍ稚魚の確保ができない｣18.2%となった。

 

<グラフ 1 再開できない理由：漁業経営体(複数回答)(太平洋側7道県)>

出所：東日本大震災による漁業経営体の被災ㆍ経営再開状況－漁業センサス結果の状況確認の概要

－(平成23年7月11日現在)農林水産省より抜粋。
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<グラフ 2 再開できない理由：養殖業経営体(複数回答)(太平洋側7道県)>

出所：グラフ1と同一。

 

以上のように東日本大震災による被害は東北全域にわたっており、地域ごとの被災状況

や被災経営体の再開割合も高い地域もあれば、非常に低い水準のところもある。特に、宮

城県の被災率は他県に比べて高く、復旧ㆍ復興がなかなか進まず被災経営体の再開割合も

低い。

 

2.2 宮城県の被災現況

東北地方のなかでも尽大な被害を受けている宮城県は、2011年12月現在、農林水産関係

の被害額が約1兆2,286億円となった9)。そのうち、水産業関連被害が最も大きく、その被害

額は全体の53.6％の約6,859億円にのぼる(表5)。

 

 9) 一方、人的被害は、全体の人口162,822人のうち、死者9,408人、行方不明2,146人を合わせると11,554

人（全体の約2.5％）となる。県内でも死者が一番多かったのは、3,170人（石巻の人口のうち、33．

7％）がなくなり、行方不明者759人となった石巻である。今でも避難生活を余儀なくされている人

が数多くある（石巻市発表より、2011年9月12日）。
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被害種別 箇所数など 被害内訳
被害額

（千円）

水産施設 582箇所
共同利用施設、流通加工施設、内水面施設の

損壊など
48,245,150   

漁港施設 213箇所
漁港施設（140漁港）、海岸保全施設（64海

岸）、漁業集落排水施設（9地区）の損壊

422,254,106  

 

漁船など 12,023箇所
大破・滅失など（20t未満12,005隻、20t以上1

8隻）

112,900,000  

 

養殖施設備 106,969箇所
カキなど養殖施設（106,955施設）、アサリ

など増殖場（14施設）
49,969,694   

水産物など 99,045箇所
ノリ、ワカメ、カキ、ホタテ、ホヤ、ギンザ

ケ、鯉など
33,247,790   

漁業用資材 1,572箇所
定置網（831ヶ統）、養殖用資機材（741台）

の損壊など
18,970,000   

<表 5 水産業関連被害の状況(宮城県)>

出所：宮城県｢東日本大震災による被害状況について｣(第33報)、平成23年12月6日現在より抜粋。

注)関係市町村：県内の沿岸市町｢仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、亘理町、山元町、松島町、

七ヶ浜町、利府町、石巻市、東松島市、女川町、気仙沼市、南三陸町。

 

震災後、宮城県では各関連分野別の支援センターを設置して、早急の復旧ㆍ復興を目指

して対応し、その結果、県内の水産関係部門では冷凍ㆍ冷蔵庫保管物の海洋投入処分や漁

港ㆍ漁場の廃棄物処理などの作業が2011年7月半ばにはほぼ終了となった。宮城県の計画に

よると、従来から食品製造業が発達している宮城県気仙沼市、石巻市、女川町、志津川

町、塩釜市を水産業集約の拠点漁港とし、その他は沿岸拠点漁港として整備することに

なっている。具体的には①漁協グループの協働と、②宮城県水産業復興特区による新しい

経営形態の導入である。しかし、石巻市の臨海地区にあった水産加工施設は今回の震災に

よって壊滅的な状況に陥り、機能回復は当分の間望めない。また、漁協からの反対が多

く、利害関係者の間で足並みがそろわず、復旧ㆍ復興は思うように進捗していないのが現

状である。

以下では、石巻市の水産加工業の地域的な特性とその復興に向けての取り組みについて

検討する。
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年次 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

1992 境 釧路 八戸 銚子 焼津 石巻 長崎 稚内 気仙沼 女川

1993 境 八戸 銚子 釧路 焼津 石巻 波崎 気仙沼 長崎 浜田

1994 境 八戸 釧路 焼津 銚子 松浦 石巻 長崎 稚内 気仙沼

1995 境 八戸 焼津 釧路 銚子 稚内 気仙沼 松浦 長崎 石巻

1996 境 八戸 銚子 焼津 釧路 石巻 松浦 稚内 長崎 枕崎

1997 銚子 八戸 焼津 石巻 釧路 稚内 境 気仙沼 松浦 波崎

1998 銚子 八戸 焼津 釧路 境 石巻 稚内 松浦 気仙沼 枕崎

1999 焼津 八戸 銚子 釧路 境 石巻 稚内 気仙沼 松浦 枕崎

2000 焼津 八戸 銚子 釧路 境 石巻 気仙沼 稚内 根室 松浦

2001 銚子 焼津 八戸 石巻 釧路 気仙沼 境 稚内 松浦 枕崎

2002 焼津 銚子 八戸 釧路 石巻 松浦 境 気仙沼 稚内 小樽

2003 焼津 銚子 釧路 八戸 石巻 境 気仙沼 松浦 稚内 女川

2004 焼津 銚子 釧路 八戸 石巻 境 松浦 気仙沼 稚内 枕崎

2005 焼津 銚子 石巻 八戸 釧路 気仙沼 松浦 境 波崎 枕崎

2.3 地域的な特徴と水産加工業

石巻市は自然環境に恵まれ、明治時代から世界三大漁場の一つである金華山沖漁場を背

景に日本有数の漁業の町として栄えてきた。さらに、石巻市の水産加工品生産量は、宮城

県全体の水産加工品生産量の3割弱を占めており、中でも蒲鉾生産量は全国トップであ

る10)。

表6は、全国主要漁港の水揚げ量の順位を時系列にまとめたものである。石巻漁港は1992

年から2005年の間、常に上位10位内にランクされるほど、全国でも水揚げ量としてはトッ

プレベルであった。

 

<表 6 主要漁港上場水揚量(1992~2005年)>

 
出所：水産物流通調査｢水産物流通統計年報｣2008年。

 

表7は、2010年主要漁港の水揚げ高の順位である。石巻港は水揚げ量としては第3位で年

間13万トンの全国でも上位に入る。しかし、これをキロ単価に換算して他港に比べてみる

10) ただし、宮城県の水産加工品の出荷額も、平成4年の4,285億円をピークに年々減少が続き、平成19年

には2,817億円（ピーク時比較65.7％）まで落ち込んでいる状況である。
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順位 漁港 水揚げ数量 (トン) 水揚げ金額 (百万円)   キロ単価 (円/kg)

1 銚子 214,240 25,366 118

2 焼津 200,915 42,308 211

3 石巻 130,288 17,937 138

4 長崎 124,081 31,442 253

5 松浦 123,793 18,446 149

6 八戸 119,474 23,405 196

7 境港 118,535 15,362 130

8 釧路 113,990 11,357 100

9 気仙沼 103,609 22,500 217

10 枕崎 103,032 12,084 117

と、主要漁港の中では8位、さらに水揚げ金額ベースでは11位まで落ちる。これは、低下魚

のさばの水揚げが多く占めているがゆえに(全体の45%)、低い水揚げ金額になったことに他

ならない。同港で水揚げが多い魚種としては、さばのほか、いか、かつお、さんまなどが

挙げられる。

 

<表 7 主要漁港の水揚げ高(2010年)

 
出所：時事通信社

 

このように石巻は、比較的に低価格の魚の水揚げ量が多く、三陸沿岸における｢原料提

供｣としての位置づけされている。しかし、ここで注目していただきたいのは、石巻が地域

の特性を活かした水産加工業を基盤産業として成長させてきたものの、付加価値の高い分

野にまで拡大させてこなかった点である。たとえば、石巻は、たらこの生産量では日本で

一番多いが、そのたらこを多く買っているのは福岡の明太子製造メーカーで、福岡の明太

子というブランドで販売されている。すなわち、石巻から出荷された原料が他県によって

付加価値が向上させられることに他ならない。

三代にわたって石巻で水産加工業を営んでいる山徳平塚株式会社の平塚代表取締役は、

石巻地区の地域的な特性について｢石巻の漁業ㆍ水産加工業について最終製品をつくるとい

うのはかなり手間がかかる、コストもかかるし営業費もかかる。それなりにコストをかけ

ないと最終製品をつくって販売するというのはなかなか難しいことなのですけど、結局、
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魚が1,000トン入りました、500トンを凍結して、１キロ10円ぐらいでもいいので販売すれ

ば、そんなに営業費もかからずに非常にローコストで儲けが取れるというのが石巻の主体

なのですよ。｣と語った。また、石巻専修大学の大森信治郎特命教授は、｢石巻は付加価値

を高める、ブランド化するといった試みを少し諦めているところがあって、どこかが大量

に買ってくれたら、あとはそこが適当に売ってくれるだろうというような気持ちの方が強

い地域なのかもしれないですね｣と語る。さらに、石巻の地域的な特徴について大森教授

は、日本政策投資銀行のデータから、東北の一次産品のシェアと加工品のシェアには10％

ぐらいの開きがあるという。これは、石巻に限らず、東北の一つの傾向だという。

要するに、石巻において水産加工業は地域経済の中心的な役割を果たしてきたものの、

その強みを活かして、高付加価値が得られる2次ㆍ3次加工品の製造、流通、消費にまで拡

大させていこうとしなかったのである。今後の復興に向けては、地元の資源を効率的かつ

効果的に活用して付加価値を高めた製品を作ることが、重要なポイントとなるであろう。

 

3. 復興に向けての取り組み組みと課題

 

この節では、被災地の水産加工企業の被災状況と復旧ㆍ復興に向けての自発的な現地主

導の取り組みについてまとめることにしたい。そして、震災前から厳しい状況に置かれて

いた水産加工業の復興過程における課題について検討する。

 

3.1 被災地の水産加工企業の取り組み

筆者は、被災地の水産加工(練り製品)メーカーの状況と復興に当たっての取り組みにつ

いて把握するために、宮城県石巻市と女川町にある企業から承諾を得てヒアリング調査を

複数回行った。

石巻の山徳平塚水産株式会社(2011年7月9日、11月17日、代表取締役平塚隆一郎)、石巻

の株式会社ヤマサコウショウ(2011年7月8日、11月18日、代表取締役社長佐々木孝寿)、女

川の株式会社高政(2011年7月8日、11月19日、専務取締役高橋正壽)、がそれである。な

お、複数回にわたるヒアリング調査であることから、最初のヒアリング調査の時点から状

況が変わり、新たな取り組みに転換した場合は、以前の取り組みも一緒に記述しているこ
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とを予め断っておく。

 

被災地の水産加工業者の震災後の復興状況は一様ではないが、様々な取り組みがみられ

た。まず、①石巻にある山徳平塚水産株式会社11)は、沿岸の水産加工団地内にあった自社

工場が壊滅的な被害を受け、生産機能を失ってしまった。同社の平塚社長は直ちに青森県

八戸市にある水産業者とOEM生産方式12)による自社商品の生産をするための準備を開始す

るなど、事業再開への一歩を踏み出した。今後、同社では、平塚代表は自社のコア部分だ

け(得意な部分)に特化して残りの部門は外注するという経営資源の集中と差別化戦略に向

かおうとしている。平塚社長は、会社の将来像について｢ある程度、製造の工場が復旧した

ら、やめて、またもとのようにつくるのかというようなことではなくて、＜中略＞例え

ば、八戸の工場とかとの関係はずっとこのまま生かして、企画とか、商品開発とか、そう

いういわゆるファブレスなメーカーというふうなかたちで将来的に今後展開して行きた

い。｣と語った。すなわち、復興過程に向けての自社の事業ドメインをどこに置くのか課題

に対して、震災をターニングポイントとして捉えてビジョンを明確にし、企業体質を変え

ようとする試みである。

そして、②総合水産加工業の株式会社ヤマサコウショウ13)は、今回の震災によって、石

巻市の魚町にあった工場3つは全壊し、本社の吉野町工場も浸水の被害を受けた。その被害

額は、建物ㆍ機械で10億、原材料の在庫だけでも6億円の損失(補償対象にはならない)を超

11) 同社は1931年（昭和6年）に、現在の経営者祖父によって創業され、現社長は3代目である。第二次世

界大戦前はかつおの一本釣りの漁船や漁業も行っていたが、戦後は、焼きちくわ、かまぼこ、笹か

まぼこ、など多様なアイテムを取り扱ってきた。練り製品以外には、調理済みの冷凍食品やおで

ん、煮魚、など幅広く生産していた。震災前の売上比率は、練り製品が7割、調理済みのおでんを含

めた惣菜類が3割ほどであった。

12) ここで、企業(business)間の取引の「B to B」において重要なのは、取引などにおいて関係する両者と

もにメリットのある「Win-Win」関係が成立するかどうかである。今回は被災地の企業を支援する意

味合いもあるが、会社同士でのビジネスなので、連携する（八戸の）会社にとってもメリットも考

慮する必要がある。そのメリットというのは、山徳平塚のノウハウがある程度開示されることであ

ろう。ただし、同社の味付けは、他社ではなかなか真似できない。というのは、味付けの基礎とな

る味噌と醤油、塩といった基本調味料を自社で作っており、その微妙な違いなどがブラックボック

ス化されているからである。

13) 同社は、1934（昭和9）年、祖父の佐々木孝彰氏が佐々木孝彰商店を創立し、2代目の父親が事業基盤

を確立して、現在の佐々木孝寿 代表に至る。すり身の製造と卸が中心で、練り製品やその他の加工

食品を生産する総合水産加工食品メーカーである。

    そもそも、すり身の製造からスタートしており、全体の事業に対する練り製品の割合は3分の１程度で

高くない。練り製品の生産を始めたのは、1994年（平成6年）に兵庫県神戸市の練り製品メーカーカネ

テツデリカフーズ株式会社からOEM生産方式によるオファーが来たことがきっかけであるという。
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える多大な被害となったが、震災前の生産ラインの正常化に向けて少しずつ生産を再開に

取りかかっている。現在、水産庁と中小企業庁に合わせて約14億を申請している。同社

は、事業再開に向けて融資を申請しているほか、独自な企業努力で復興に向かっていた。

佐々木社長は、｢復興の特効薬も魔法もない。当たり前なことを地道にやっていくことに

日々邁進していくしかない｣と語る。まず、震災により今までに離れてしまっている顧客を

取り戻せること、よりチャネルを増やしてお得意先を確保していくことに重きを置いてい

きたいという。しかし、一回失ったチャネルを取り戻すのは至難の業であり、被災地の多

くの企業が抱えている課題点である。同社では、量販店向けの利益が薄く安い練り製品も

生産しており、チャネルとしてはお客さんの大半がスーパーマーケットや卸している。今

後は、生産工程に手を加えることで値段的には高くなるが、それなりの評価を得られる利

幅の高いものを増やしていく一方、利幅が薄い商品は徐々に減らしていくという。

最後、被災地の水産加工企業の中では稀なケースではあるが、被害程度が低く、早期の

生産再開を果たした企業もある。女川地区で水産加工業を営む株式会社高政14)は、工場が

高台にあったことで被害から免れて、震災後すぐに事業再開ができた。

同社の新工場が2011年の9月1日に稼働し始めるようになり、従来の生産方法ではすべて

の原料をミックスするのに60分以上はかかったのが、新しく｢ボールカッター｣を採用した

ことで、作業時間が僅か8分で大幅に短縮できたという。また主力商品である笹かまぼこが

1時間当り6000枚生産できるライン2つを保有しており、オール電化による空調システムを

実現でき、室内温度を平均20度に維持するなど従業員の労働環境が大きく改善された。そ

の結果、生産力は4倍向上(原料で6トン、商品として10トン)、売上高は約2倍増加、ロス率

も大幅に減ったという。さらに、新工場稼働に伴い、空いた旧工場(約800平方メートル)と

収容能力300トンの冷凍冷蔵庫を、震災によって社屋を失った地元の水産加工会社に無料で

貸し出すという地域貢献活動も行った15)。

復興過程における課題について、同社の高橋専務は、復興における手順があるわけでは

なく、同時並行で進行すべきであると指摘する。さらに、｢高政が稼働すると、運送会社も

動きます。それから協力工場も動きます。｣と復興に向けての被災地個別企業の早急な事業

14) 同社は、1937（昭和12）年4月1日に創業、当初はすり身の製造から始めた。現在は笹かまぼこを主力

商品とした練り物も多く生産している。高政単体では年間22億円、陸前屋高橋商店では年間12億円

の売上高である。主力ブランドは、ギフト用の「高政」と量販店向けの「陸前屋高橋商店」が柱と

なっており、それぞれのブランドごとに、三陸らしさ、女川らしさ、高政らしさを貫くことで地元

の顧客から支持を得ている。

15) 日本経済新聞、電子版、2011年9月8日「水産加工の高政、被災同業に旧工場賃与　女川町の復興支援」



374  日本近代學硏究……第 35 輯

再開がもたらす波及効果について強く語った。さらに、高橋専務は、①同時並行に復興支

援することの重要性と、②雇用政策の問題を指摘した。まず、漁港の復旧につれ、再び地

魚が水あげられているが、それを受け入れる加工企業がないことである。つまり、その魚

を捌ける受け皿となる加工メーカーがこの地域では高政が唯一であることである。そし

て、実業手当の弊害といった雇用政策の問題である。政府による失業手当が延長されたこ

とで、被災地の若者が手当てに頼りすぎてしまい、働こうとはしないという。

そして、他にも行政側の支援だけに頼らず、被災地の漁業者や水産加工業者が中心と

なって復興をめざす自発的な動きが見られた。｢ホット横丁石巻｣、東の食の会｣、｢三陸海

産再生プロジェクト(石巻)｣、｢OHガッツ(雄勝町)｣、｢うらと海の子再生プロジェクト(塩竃)｣、

などがそれである。

まず、復興商店街の｢ホット横丁石巻｣である。全国たこ焼きチェーン｢築地銀だこ｣など

を運営する株式会社ホットランドが主催となり、継続的な応援及び事業成長のために、本

社を石巻に移転し、�東北応援プロジェクト｢明日もがんばろう！｣�のスローガンのもとに｢

被災地に会社を作ろう｣ということになり、｢株式会社ホット横丁｣を立ち上げた。ホットラ

ンドは、自社の主なブランドや賛同者が集結し、甚大な被害を受けた宮城県ㆍ石巻市内で

も最も被災が多かった地域にあえてオープンさせたのである。この復興商店街には、16台

のトレーラーハウスを用いて、焼きたてパンにアツアツのソーセージを挟んだ、石巻発の

ホットドック専門店、被災した食堂の名物メニューなどを再現した炉端焼き店やラーメン

店、弁当店のほか、築地銀だこ、銀のあんも出店している。さらに、地元の方のカラオケ

大会や地元アーティストによるライブなどを開催できるアミューズメント＆エンターテイ

メントスペースが併設されている。

第二の例は、復興を目指す生産者リーダーと東京の食関連企業ㆍ組織をつなぐ｢東の食の

会｣である。東日本の食の復興と創造というミッションをもとに、生産者と支援企業のマッ

チング活動を行っている。被災した生産者に対して、日本各地の売る側つまり、販売の支

援、生産の支援、スペシャリストとしてデザイナー、コンサルタントがついて、その売り

方を一緒に持続可能なかたちで支援を行うものである。たとえば、東の食の会がプロ

デュースをして、そのパッケージをつくったり、売り方を考えたりなどの支援である。特

に、後述する｢復興ヒーローと名づけたOHガッツ(雄勝町)のような地域リーダー達と都市に

ある業者をマッチングする事業を通じて地域復興支援を行っている。メンバーには、オイ

シックス社と、カフェㆍカンパニー、などが理事、監事などの形で参加している。

第三の例は、｢三陸海産再生プロジェクト(石巻)｣16)である。被災地の漁業者が中心と
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なって、会員からの会費(法人3万円、個人1万円)として資金を募集し、水産加工業者と漁

業者の設備に融資する。水産メーカー共同で工場を設立し、一般社団法人ㆍ三陸海産再生

プロジェクトの会員に会員価格で商品を送る。また、一企業単独ではなく複数企業、漁師

と連帯することで、水産業界復興の仕組みをつくる。現在は、｢牡鹿半島復興プロジェクト

｣をバージョンㆍアップして一般社団法人三陸海産再生プロジェクトとなっている。2011年

6月25日(土)には、銀座にある高知県のアンテナショップ｢まるごと高知｣(住所：中央区銀座

1-3-13)の前にて、鮮魚の放射線量を測定するなど、キャンペーンㆍイベントなどの活動を

行っている。

第四の例は、｢OHガッツ(雄勝町)｣である。オーガッツとは、津波被害の甚大な宮城県石

巻市雄勝地区を復興しようと宮城県雄勝町に住む漁業関係者が設立した新しい形の会社の

ことで、蠣ㆍ帆立ㆍホヤㆍ銀鮭の養殖業と流通や外食への販売を目的とし、雄勝町の漁業

者を中心に一口１万円｢１口オーナー｣で資金を募って牡蠣養殖を再開した。事業内容は、

牡蠣ㆍ帆立ㆍホヤㆍ銀鮭の共同販売事業、及び加工販売事業である。

最後の第五の例は、｢うらと海の子再生プロジェクト(塩竃)｣である。2011年4月11日 ｢う

らと海の子再生プロジェクト｣を立ち上げ、7月11日�一般社団法人うらと海の子再生プロ

ジェクト�を設立、日本三景松島，浦戸諸島の再生、漁業再生を目指して当プロジェクトを

発足した17)。塩釜浦戸、支援金をもとに養殖機材の共同購入する事業内容としている。9月

11日現在、14,000人から１億8000万円の支援金などが集まった。

3.2 復興過程における課題

復興過程における課題を明らかにするために、被災地の水産加工企業へのヒアリング調

査を実施したところ、｢雇用の創出｣、｢既存取引先の維持｣、｢安定的かつ持続的な販路開

拓｣という課題が浮かび上がった。

まず、雇用の創出がある。そもそも石巻地区は、水産加工業が地場産業として位置づけ

られ、漁業世帯数と漁業就業者数は5割以上という漁業就労者の割合がかなり高い18)。

これまで多くの加工業者はぎりぎりの経営で仕事を続けており、それだけにすべてをな

16) 出所：http://www.sanriku-pj.org/project（2011年9月26日最終閲覧）

17) 社団法人うらと海の子再生プロジェクトホームページ（http://www.uminoko-saisei.net）。

18) 2005 年農業センサス、東北農政局発表「平成16 年農業産出額（市町村別推計・概算）－宮城－」、

2000 年世界農林業センサス、2003 年（第11 次）漁業センサス。



376  日本近代學硏究……第 35 輯

くした業者にとって、地震は｢離脱ㆍ廃業の決断｣の背中を押すものとなった。被災地の水

産加工メーカーには、立ち直れる見込みがなく廃業に追い込まれたケースが少なくない。

震災直後、被災地の水産加工業に携わった人々はそのほとんどが解雇されてしばらくの期

間は、失業給付を受けながら生計を維持してきた。しかし、それは勤務年数によって給付

期間が定められており、すでに無収入になってしまった人が大勢いる。特に今後は、職を

求めて多くの若者が他地域へ流出することが懸念される。ヤマサコウショウの佐々木社長

は、事業再開の重要性について、石巻の基幹産業である水産業の業務再開を果たすこと

は、雇用面の貢献につながると語る。山徳平塚水産では、震災前に生産できた製品をOEM

生産方式で再開することで、わずかながらも雇用が生まれたという。これは解雇された従

業員にとって希望を与える大きなメッセージとなるに間違いない。すなわち、雇用という

のは、民間レベルの努力だけでなく、行政側のしっかりとした下支えが前提となるといえ

よう。ただし、高政の高橋専務が指摘したように、むやみに政府が失業手当給付期間を延

長することにより、被災地の若者が失業手当給付に頼りすぎてしまうことについては、慎

重にならなければいけない。

次の課題とは、復旧が一段落となった時点でより懸念されるのが、既存取引先を維持

し、あるいは取り戻せるかということである。たとえば、石巻港がその機能を喪失してし

まったら、これまで石巻港からイワシを買っていた他所の業者の立場からすれば、他の条

件に合う漁港との取引に切り替えてしまうだろう。また、付加価値という視点からみれ

ば、切り身加工というのは、単に凍結した魚を切る作業だけであって、石巻のメーカーで

なくてもどこのメーカーでもできる作業である。仮に、切り身加工のように付加価値の低

い業態が震災前の生産能力に戻しても、一旦スイッチしてしまった取引先を取り戻せるこ

とは至難の業であり現実的でもない。ここで、復興過程における重要なポイントがいえよ

う。これまでの石巻地区における水産加工業は、第1次加工にとどまり、付加価値の高い商

品を生産してきたとは言い難い。したがって、石巻のメーカーから買えるような必然性を

与えられるような付加価値を高めた水産加工品の開発こそが今後の重要な方向性であり、

ポイントになるだろう。

最後の課題は、安定的かつ持続的な販路開拓である。産地型水産加工業の流通網は販路

開拓力や販売力が脆弱であるために荷受業者への委託販売が主流となっている。一般的な

流通チャネルは、地元メーカー→荷受業者→仲買人→小売店(スーパーマーケット)といっ

た複雑な多段階となっている。山徳平塚の平塚社長は、今までは、量販店、スーパーマー

ケットなどのチャネルがメインであったが、今後は価格決定権を持つ販路を増やしていく
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という。実際、独自の販路を持たない水産加工メーカーの多くは、スーパーマーケット等

などへの卸が大半となっており、小売店側の低価格要請が高く利益の幅が少ない。一方、

ギフト商品がメインの百貨店、高級スーパー、ネット通販といった知名度やステータスを

高めるツールの役割をしているチャネルを保有する老舗メーカーも多数ある。

ここでポイントは、メーカーが価格決定権をもち、安定的な収益を確保するチャネル

を構築することであるが、その前提条件としては、自社のコア部分だけ(得意な部分)に特

化した経営資源の集中ㆍ差別化戦略が必要であることである。すなわち、長期的な経営

戦略を明確にして商品を開発することで、安定的かつ持続的な販路開拓が実現できるの

である。

以上、復興過程に向けて浮かび上がった課題について検討した。特に震災を境に既存顧

客を失われてしまった企業にとって、販路確保は死活問題と言えるほど最大な課題であ

る。新たな販路開拓のためには、これまでは全く関連のないと思われていた異業種ㆍ異業

態との連携を通じて、隙間市場をねらった販路開拓や、海外市場を視野に入れることは有

効であろう。とはいえ、震災で何もかも失われてしまった企業努力だけでは販路開拓への

限界がある。食に対するニーズの多様化と消費者離れ、競争の激化、といった水産加工業

を取り巻く環境は厳しさを増している。従って、他者の製品と差別化を図り、競争力のあ

る物を開発し、それに合うチャネルを確保すること、つまり、商品の流れを変えることが

必要であろう。

 

4. おわりに

 

本調査報告は、東日本大震災による東北地方の被災概況、及び最も被害が大きかった宮

城県石巻地区にある水産加工メーカーを対象に、復興に向けての取り組みと課題について

ヒアリング調査を行った結果を取りまとめたものである。

被災地の企業は、｢雇用の創出｣、｢既存取引先の維持｣、｢安定的かつ持続的な販路開拓｣

といった課題に向き合いながら、地場産業である水産加工業の復興に向けて今できること

は何かを考え、事業再開のために様々な取り組みを行っていた。他にも解決すべき課題は

山積で、果たしていつどこまで復旧が進行するのか、その見通しが立っていない状況であ

る。被災前の生産能力への回復までにはかなりの期間を要するだけでなく、以前のような
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レベルまで完全に戻すことは現実的ではない。

今後、水産加工業の復興に向けて、必要なのは何か。ここでは、消費者の的確なセグメ

ンテーションに基づき、それぞれのニーズ別に適切なアプローチをかけることが考えられ

る。たとえば、被災地の復興支援に積極的な消費心理を活用することでこれまで低かった

水産加工品の認知度を向上させることが考えられる。それは復興商品に対する物語り(ス

トーリーㆍマーケティング)を醸しだしながら｢復興ブランド｣を前面に打ち出すことで、

被災地の水産加工業者にとっては｢危機｣を｢チャンス｣として捉えられるソリューションで

ある。
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<要旨>
　

東日本大震災の被災概況と復興過程に向けての課題を中心に

2011年3月11日に生じた東日本大震災は、北海道から千葉県にかけて水産加工業に甚大な被害を及ぼした。農林水産

省の被害状況報告書によると、漁港や水産加工団地は壊滅的被害を受けており、その被災額はおよそ2兆2,839億円と推

定される。特に岩手県と宮城県においては、被害が他地域に比べてすべての漁業地区に及んでおり、港湾地区の地盤沈

下など復旧ㆍ復興がなかなか進まず、事業の再開割合が最も低い水準となっている。中でも石巻地区は、沿岸部の水産

加工団地内に200社ほどの水産関連の施設、関連メーカーがあったが、壊滅的な被害を受け、悲惨な状況であった。

筆者は、2011年7月から11月にかけて石巻地区を複数訪問し、水産加工業の更なる復興への提言に先立って、被災地

の復旧ㆍ復興に向けての取り組みと、その過程における課題についてヒアリング調査を行った。本稿は、被災概況及び

11月まで訪問企業の復興過程を中心に記録したものである。その結果、行政側の支援に頼らず、被災地の魚師や水産加

工業者たちを中心とする、復興に向けた自発的な取り組みが多く確認できた。しかし、復興過程において、雇用の創

出、震災前からの取引先の維持、安定的かつ持続的な販路開拓といった課題が浮かび上がった。

 

｢Focusing on issues toward the victims of the earthquake recovery process overview

in eastern Japan｣
 

Around 14:46 on March 11, a massive earthquake with a magnitude of 9.0 struck Sanriku Coast, Japan. The ensuing tsunami 

swept across many cities and villages along the Pacific coast of the Tohoku district, causing tremendous human and structural 

damage. According to the Ministry of Agriculture, fishing and fish processing complex has suffered a devastating disaster that 

amount is estimated to be approximately ¥ 2,839 trillion.

I have visited to investigate in Ishinomaki for several times about damage, recovery and revival of processing marine product 

industry since a tsunami earthquake in eastern Japan. This paper is a summary until last November that damage and interview 

with companies which are how they are reconstructing. They are reconstructing by themselves that fisherman and companies 

without government supports. They remain problems that employment stability, customer maintenance and opening a stable market.


