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岩手県 水産加工事業者 生産回復支援事業の助成先が決定 

総額 16 億円を県内 107 社に 

 

 岩手県は、東日本大震災により被災した県内の水産加工事業者の生産回復を支援し、沿岸地域の基幹

産業である水産業の早期復旧を促進するため、公益財団法人ヤマト福祉財団（本部：東京都中央区、

理事長：有富 慶二、以下：ヤマト福祉財団）の「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金※」

からの助成金を受けて実施する「水産加工事業者生産回復支援事業」に係る各事業者から「生産回

復計画」を公募した結果、このたび、計 107 の事業者に総額 16 億円を助成することを決定しました。 

 

 この支援事業は、本年 8 月に岩手県として策定した「岩手県東日本大震災津波復興計画」におけ

る 3 つの復興の原則（「安全の確保」「暮らしの再建」「なりわいの再生」）のうち、「なりわいの再生」、

I 水産業・農林業、②産地魚市場を核とした流通・加工体制の構築、として位置づけられています。

具体的には、民間水産加工事業者の水産加工用生産機器類の購入費・設置費等を補助するものです。 

9 月 8 日（木）のヤマト福祉財団「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金※」の助成決定を

受け、9 月 13 日（火）～30 日（金）の期間、事業者からの「生産回復計画」を公募。10 月 6 日（木）、

7 日（金）に産業支援機関等の委員による「生産回復計画審査会」を開催し、雇用創出効果・計画

の実効性・被害状況・機器類整備の内容・収支計画の内容について厳正なる審査を行った結果を踏

まえ、このたび、補助対象事業者を決定。最終的には、特に地域経済を支える雇用創出効果を重視

した結果となりました。 

 各事業者へは、対象事業の 8／9 以内の金額を補助。スピード助成により、他に迅速な資金調達の

手段のなかった多くの中小企業事業者にとっては、11 月から本番を迎える秋サケ漁期に向け、サケ

関係の加工機器購入などの準備が整うこととなりました。 

 

 公募には多くの水産事業者から、極めて多岐に亘る水産加工用生産機器類の調達計画が寄せられ、

改めて震災による被害と、水産加工事業者が直面する切実な状況が浮き彫りになりました。 

 岩手県としては、ヤマト福祉財団「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金」が掲げる「見え

る支援・速い支援・効果の高い支援」と連動し、2012 年 3 月までに全助成を完了させ、被災した水

産加工事業者の早期復旧を支援してまいります。 

 

 【本件に関するお問い合せ先】 

岩手県商工労働部産業経済交流課  担当：山澤・伊藤（019-629-5531） 

公益財団法人ヤマト福祉財団        担当：早川・渡辺（03-3248-0691） 

※ 公益法人ヤマト福祉財団「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金」は、 
東日本大震災で被災された地域の生活基盤の復興や水産業・農業の再生を 
支援することを目的に創設されました。130 億円以上が見込まれるヤマト 
グループの「宅急便 1 個につき 10 円の寄付」をはじめ、広く一般からも 
募金を募り、「見える支援・速い支援・効果の高い支援」をテーマに、 
単なる資金提供だけでなく、新しい復興モデルを育てるために役立てていく 
ことを目指しています。詳細につきましては、ヤマト福祉財団のホーム 
ページ（http://www.yamato-fukushi.jp/）をご参照ください。 



岩手県 水産加工事業者 生産回復支援事業 
助成先決定について 

 
1. 生産回復計画応募状況 
 ① 応募事業件数    111 件 
 ② 事業総額      21 億 9,275 万 
 ③ 助成件数      107 件 
 ④ 助成総額      16 億円 
 
2. 助成事業者等 
助成を決定した事業者からは、下記のコメントが寄せられています。 
「秋サケ漁の受け皿となる加工場を一日でも早く立ち上げなければならなかったのですが、排水

処理がネックになっていました。市の浄化槽設備が機能していない中、自己資金では厳しい基準

をクリアできる排水処理施設を整備することが難しかったためです。今回の助成を受けて 10 月

中には新しい施設を完成させ加工作業を再開することで、解雇せざるを得なかった従業員の再雇

用にもつなげていきたいと思います」 
                                 （陸前高田市 ㈱かわむら） 

「秋サケの加工作業は平均 4 ㎏と大変な重労働であり、自動処理の「サケフィレマシンライン」

は加工業者にとっては必要不可欠なものです。震災で全部だめになってしまいましたが、新たに

購入したくても資金の借り入れができないどころか債務の返済にも手が回らない状況でした。今

回の助成でマシンを購入し、今後は新たに技術や流通経路を集約することで大槌町としての共同

商品をプライベートブランド化して全国に提供していきたいと考えています」 
  （大槌町 ㈱ナカショク） 

「今回の助成を受けて最新鋭の凍結装置である「CAS (Cells Alive System)」を新たに導入し、

三陸の食文化も含めた商品化を図ることで、再生・復興にとどまらない新しい三陸ならではの水

産業を創っていきたいと考えています。たとえば、前浜で採れる魚介をその場で漁師が料理し、

そのままの品質を保持した状態で日本全国の食卓に提供するといった漁師料理の産直ビジネスで

す。まずは「あわび肝」などの一次処理凍結加工を手始めにスタートする予定です」 
 （大船渡市 ㈲三陸とれたて市場） 

 
助成事業者等の一覧は下記の通りです（＊印はコメントを寄せていただいた事業者です）。 

№ 所在市町村 事業者等名 整備する機器類 

1 洋野町 ㈱カネセ関根商店 イクラもみ機等 

2 洋野町 ㈱三浦商店 フォークリフト等 

3 久慈市 八戸缶詰㈱ 真空ニーダー等 

4 久慈市 ㈲大原商店 包装梱包機 

5 久慈市 ㈲ヤマキ商店 ガッティングマシン等 

6 普代村 ㈱越戸商店 サバ選別機等 

7 普代村 ㈱マルサ嵯峨商店 排水浄化設備等 

8 野田村 ㈲O・Ｂ・Ｆのだ 中温エアコン等 

9 田野畑村 ㈱竹下水産 排水処理機器 

10 宮古市 ㈱おがよし マリンシャーベットシステム等 

11 宮古市 ㈱須藤水産 魚卵セパレート等 

12 宮古市 ㈱翔洋 コンピュータ選別機等 

13 宮古市 ㈱宮古製氷冷凍工場 冷却タンク等 

14 宮古市 ㈲佐々幸商店 サケ三枚卸機等 

15 宮古市 ㈲大井漁業部 重量選別機等 

16 宮古市 フードパック㈱ 三方シール包装機等 

17 宮古市 ㈲マルヒロ 魚類選別機等 



18 宮古市 ㈱佐々由 サンマ選別機等 

19 宮古市 ㈲後藤商店 真空包装機 

20 宮古市 ㈲伊藤水産 冷凍機等 

21 宮古市 ㈲かくりき商店 フォークリフト等 

22 宮古市 ㈲小が理商店 選別機等 

23 宮古市 ㈲佐々京商店 殺菌水生成装置等 

24 宮古市 ㈱佐幸商店 サケ三枚卸機等 

25 宮古市 大井商店 冷風乾燥機等 

26 宮古市 山根商店 サンマ選別機等 

27 宮古市 古須賀商店 サケフィレマシン等 

28 宮古市 ㈱吉儀商店 色彩選別機等 

29 宮古市 柳沢商店 充てん機等 

30 宮古市 小が富商店 冷風乾燥機等 

31 宮古市 ㈲丸徳 サイレント・カッター等 

32 宮古市 ㈱山英 イクラ撹拌機等 

33 山田町 山田の牡蠣くん 真空包装機等 

34 山田町 ㈱川秀 衛生検査機器等 

35 山田町 貫長水産㈱ フォークリフト等 

36 山田町 ㈱丸一水産 切れ目入れ機等 

37 山田町 ㈲山崎水産 サケカッティングマシン等 

38 山田町 ㈱川石水産 ボイルシステム等 

39 山田町 ㈲金澤水産 サケカッティングマシン等 

40 山田町 ㈲長根水産 サケ三枚卸機等 

41 山田町 ㈱カネゼン商店 イカ短冊カッター等 

42 山田町 ㈲木村商店 真空包装機等 

43 山田町 大和水産㈱ 魚類乾燥機 

44 山田町 ㈲まるき水産 大型製氷機等 

45 山田町 ヤマダイ山崎 フォークリフト等 

46 山田町 マルサささき 冷凍機等 

47 山田町 尾半加工センター プレハブ冷凍庫等 

48 大槌町 ㈱ナカショク＊ サケフィレマシンライン等 

49 大槌町 ＴＲＳ食品㈲ 乾燥装置 

50 大槌町 ㈲浦田商店 プレハブ凍結庫等 

51 大槌町 たかのり海産 サケ三枚卸機等 

52 大槌町 及順商店 冷凍設備等 

53 大槌町 小豆嶋漁業㈱ 冷風乾燥機等 

54 大槌町 芳賀鮮魚店 プレハブ冷蔵庫等 

55 釜石市 ㈱津田商店 貫流蒸気ボイラー等 

56 釜石市 双日食料水産㈱ 製函ライン等 

57 釜石市 小野食品㈱ 深絞り包装機等 

58 釜石市 平庄㈱ サバ処理機等 

59 釜石市 ㈱井戸商店 金属探知機等 

60 釜石市 阪神コーチャンズ㈲ サケ、イクラライン等 

61 大槌町 ㈱伊藤商店 冷凍機等 

62 釜石市 玉木商事㈱ 搬氷装置等 

63 釜石市 ㈱丸辰カマスイ サケ三枚卸機等 

64 釜石市 阪神低温㈱東北事業所 冷凍庫及び冷凍機等 

65 釜石市 ㈲リアス海藻店 ワカメ処理コンベア等 

66 釜石市 ㈲ヤマキイチ商店 冷凍庫等 

67 釜石市 ㈲菊鶴商店 乾燥機等 

68 釜石市 ㈲近藤商店 加熱処理機等 

69 釜石市 雁部冷蔵㈱ 冷風乾燥機等 



70 釜石市 ㈲金弁商店 サケメフン取り等 

71 釜石市 さんりく工房㈱ ワカメ、コンブボイル加工設備等 

72 大船渡市 太洋産業㈱ サケ三枚卸機等 

73 大船渡市 鎌田水産㈱ トンネルフリーザー等 

74 大船渡市 岩手缶詰㈱ ボイラー等 

75 大船渡市 東和水産㈱ サンマ選別コンベア等 

76 大船渡市 ㈱國洋 空調・テンパリング等 

77 大船渡市 及川冷蔵㈱ 排水処理施設 

78 大船渡市 西舘冷蔵㈱ ヘッドカッター、連動フィレマシン等 

79 大船渡市 森下水産㈱ サーモジャックフリーザー 

80 大船渡市 サンコー食品㈱ トンネルフリーザー 

81 大船渡市 ㈱まるか 真空包装機等 

82 大船渡市 ㈲田村蓄養場 干しアワビ選別機 

83 大船渡市 ㈱大力水産 サンマ選別機等 

84 大船渡市 ㈱阿部長商店 竪型袋詰真空包装機等 

85 大船渡市 山岸冷蔵㈱ 冷凍機等 

86 大船渡市 理研食品㈱ 裁断機等 

87 大船渡市 カ印大鮮 フォークリフト等 

88 大船渡市 熊谷商店 冷凍機等 

89 大船渡市 ㈲コタニ プレハブ冷凍、冷蔵庫等 

90 大船渡市 ㈱毛利 サケフィレマシーン等 

91 大船渡市 川原冷蔵㈱ 小型自動選別機等 

92 大船渡市 ㈲ヤサカ水産 凍結庫等 

93 大船渡市 丸竹水産㈱ サケ三枚卸機等 

94 大船渡市 五十集屋 殺菌機等 

95 大船渡市 マルカ川商㈱ サンマ選別機等 

96 大船渡市 シダ商店 冷蔵庫等 

97 大船渡市 森弘商店 冷凍庫等 

98 大船渡市 大和田商店 冷蔵庫等 

99 大船渡市 丸忠商店 サンマ開き機等 

100 大船渡市 ㈲千葉勝商店 冷凍冷蔵庫等 

101 大船渡市 ㈲三陸とれたて市場＊ 業務用浄化槽等 

102 大船渡市 ㈱浦嶋商店 冷風乾燥機等 

103 大船渡市 ㈲広洋水産 選別機等 

104 大船渡市 中島商店 冷凍冷蔵庫等 

105 陸前高田市 ㈱かわむら＊ 排水処理設備 

106 陸前高田市 ㈲コマツ商店 サケフィレマシーン等 

107 陸前高田市 あんしん生活 プレハブ冷凍・冷蔵庫等 

 被災前の総従業員数 2,287 人 
 概ね 3 年後の総従業員数 2,646 人 
 
3. 生産回復計画審査会 

産業支援機関等外部及び行政からの委員 6 名で構成 
 
4. 支援事業の概要 

東日本大震災にて被災した、沿岸市町村の水産加工事業者が水産食料品の加工・生産を行うため

に不可欠な機器類（保管用機器類・加工用機器類・運搬用機器類）の購入、設置、賃借に要する

経費の一部を助成。 
補助対象事業費の限度額は 1 事業者当たり 2,000 万円（平成 23 年 3 月１日現在の常用雇用人数が

100 人以上の事業者は 4,000 万円）で、補助率は 8／9 以内とする。 
以上 


