


















【ヒアリング対象事業者】

フィッシャーマン・ジャパン*

今野梱包株式会社*

公益社団法人MORIUMIUS*

株式会社草新舎*

一般社団法人イシノマキ・ファーム*

NPO法人かぎかっこPROJECT*

一般社団法人おしかリンク*

Tree Tree Ishinomaki*

株式会社石巻工房*

一般社団法人日本カーシェアリング協会*

一般社団法人石巻・川の上プロジェクト*

クマガイサイクル*

一般社団法人はまのね*

一般社団法人りぷらす*

愛さんさんビレッジ株式会社*

石巻うまいもの株式会社*

合同会社デザインナギ*

株式会社元気いしのまき*

株式会社海遊*

一般社団法人ISHINOMAKI2.0*

合同会社巻組*

イトナブ*

一般社団法人ウィーアーワン北上*

のんき*

猫八ソーイング*

島津麹店*

有限会社若林商会*

*印は昨年度からの継続調査対象 調査時期：2020年11月～2021年2月

石巻のローカルベンチャーの特徴
石巻ローカルベンチャーリサーチ 2021

もものうらビレッジ*
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石巻で活躍するローカルベンチャーに焦点を当て、その特徴を徹底リサーチ。

石巻市内ローカルベンチャー事業者 28 社
にヒアリングし、その特徴や、創業の背景、
その傾向をリサーチしました。

東日本大震災(2011年)を契機に生ま
れた石巻のローカルベンチャー

調査対象のうち創業から 5～9 年経過した事業者は

50%におよび、つぎに多いのが創業から10～20年

経過した事業者でした。石巻のローカルベンチャー

は 2011年の東日本大震災を契機に生まれ、現在も

活発に活動している傾向があります。

2011年、その２年後が創業のピーク

創業年の推移をみると、多くのローカルベン

チャーが東日本大震災が発生した 2011 年以

降に生まれていることがわかります。震災を

契機に石巻のローカルベンチャーが増加した

といえますが、そのピークは被災後の 3 年後

という特徴的な傾向がみられました。

2017～
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2020年度はコロナ禍による影響大

多くのローカルベンチャーがコロナ禍により

売上を減少させた。売上減少が顕著にみられ

たのは、店頭での対面販売や、宿泊などをとも

なう事業をおこなっている事業者。オンライ

ン販売を精力的におこなっている事業者は売

上は減少したものの、大幅な減少にはなりま

せんでした。

売上は減少しても順調

順調 順調ではない変化なし
どちらとも
いえない

平均2500万円増 平均2700万円減

新型コロナウィルスの影響で、売上が

減少しても、事業は順調と回答した事

業者が多い傾向がありました。また事

業が継続できていること自体が順調

という回答もみられました。

雇用の推移は横ばい

継続的な調査から多くのローカルベン

チャーが売上規模を増加させています

が、雇用規模 ( 社員数 ) は売上との相

関関係は弱いと考えられます。それは

利益率の改善や、創業間際のローカル

ベンチャーの社員ひとりあたりの生産

性が改善されていることが考えられま

す。

2017年度売上： 社員数：2018年度 2019年度 2020年度
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個人事業主

法人

石巻のローカルベンチャーの多くは法人ですが、

個人事業主として、小規模ながら多様な社会課題

に向き合って事業をしているローカルベン

チャーも多いです。

個人事業主のローカルベンチャーの多くは地域

のなかで多様な仕事やスキルを掛け合わせて、事

業を継続させています。

オンラインでコミュニティカーシェアリングを

他地域に導入する方法を発展させている。コミュ

ニティカーシェアリングのガイダンスを映像で

制作し、タブレットを導入し遠隔でもスムーズに

コミュニケーションをとることで、他地域への導

入を加速させようとしている。

・もものうらビレッジ／土橋剛伸氏　 

・Tree Tree Ishinomaki ／林貴俊氏　

・のんき／島田暢氏　　　　　　　　   

・猫八ソーイング／阿部史枝氏　         

→ 漁師、もものうらビレッジ運営

→ こけし作家、呉服店経営

→ 鹿猟師、鹿革細工作家、大工

→ 洋裁、水産加工

地元の NPO などの団体による昼間の利用が増

大した。研修や BBQ などの利用が増えた。テン

トサイトへの宿泊などアウトドアアクティビ

ティの問い合わせも増えた。

鮮魚を漁港からダイレクトに配送し、オンライン

で料理人が魚のさばき方や扱い方のコツを伝授。

コロナ禍で外食需要が減るなか、家庭での魚食を

推進。

コロナ禍で新たに飲食店を支援するために生ま

れたテイクアウトWEB受注サービス「テイクア

ウトマップ」をリリース。石巻外からの導入を要

望する声も上がっている。



石巻チャレンジャー増殖作戦
ハグクミによる
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ISHINOMAKI2.0、イトナブ、巻組、石巻観光協会の４社による共同事業体。移住・定住の促進、ローカルベ

ンチャーの推進、空き家活用、地域の情報発信など、多岐に渡る事業を展開しています。国内10以上の自

治体が参加する「ローカルベンチャー推進協議会」の石巻事務局を務めています。

コンソーシアム ハグクミ による石巻のローカルベンチャーを応援するプログラムを紹介します。

コンソーシアム  ハグクミ 

移住者の暮らしや住まい、仕事に関するサポートを担う、まちの

コンシェルジュ。定住支援・創業サポート・空き家の紹介もお

こないます。選択肢の多い石巻の強みを活かしたスピード感で、

相談者の希望に全力で寄り添います。事業開始から 2020 年 12

月までに160件の相談があり 42名が移住しました。

まちのコンシェルジュに相談すると、石巻をまるごと体験でき

るお試し移住ツアーをご提案いたします。IT や一次産業から六

次産業まで、気になる仕事をおためしできるプログラム、働きな

がら滞在するワーケーションまで幅広く対応します。

おためし移住ツアー

コロナ禍のなか石巻魅力を発信するために2020年より

YouTube チャンネルを開設し、クリエイティブに石巻の魅力

を内外に発信しています。

YouTube チャンネル

石巻まちのコンシェルジュYouTube チャンネル

01 石巻 まちのコンシェルジュ

矢口 龍太 (やぐち りゅうた )
1983年 1月 21日生

石巻市出身

「自分自身も東京からＵターン

しました。お仕事探しや家探し

など、経験を踏まえてご相談に

なれればと思います」

阿部 拓郎 (あべ たくろう )
1987年 12月 4日生

石巻市出身

「石巻は様々なチャレンジに満

ちた溢れた街です。それを応援

することもコンシェルジュの仕

事ですので、お気軽にご連絡く

ださい」

YouTube で「石巻まちのコンシェルジュ」を検索
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石巻で心うごくままに事業を始める「オモシロ

い」起業家の生活と仕事の拠点を増やすためのプ

ロジェクト。「マッチング」「起業支援」「リノベー

ション」の３点から空き家活用を場づくりのプロ

フェッショナルが全力で支援します。石巻にはま

だまだ活用されないまま眠っている資産が沢山。

空き家を活用して「何か」を始めたい参加者を募

集。参加者のつながりから実際の空き家活用につ

ながった事例も多数。

05 石巻オモシロ不動産大作戦

石巻でチャレンジをする起業家を輩出するため

に生まれたスタートアップ支援講座。事業計画の

ブラッシュアップやブランドイメージづくりの

ノウハウ、資金繰りに必要な事業計画書の作成方

法等、特別講師によるレクチャーとあわせて、

コーディネーターが事業の立ち上げに並走して

支援します。

04 野生のススメ塾 旧石巻版松下村塾
卒業生も活躍中！

University of  “Don’t  Think, Feel”=「とりあ

えずやってみよう」という建学精神のもとオンラ

インで開校するセミナープログラム。 石巻のユ

ニークな起業家たちや、第一線で活躍するクリエ

イターたちが講師となって、立ち止まらずに「と

りあえずやってみる」人を輩出することを目指し

ています。

03 とりあえずやってみよう大学

さまざまなテーマで石巻の未来を話し合う公開

座談会。2020 年度はオンラインでも同時配信し、

「アフターコロナ」「地域経済」「教育」「移住・定住」

「文化」をテーマにグラフィックレコーディング

を交えながら議論しました。地域住民から移住者

まで誰でも自由に参加することができる活発な

意見交換と地域交流の場です。

02 石巻2025会議

小川奈津美さん (第２期生 )

アスリートフードマイスターとし

ての経験を活かし、栄養が豊富な旬

の野菜や、石巻の魚、海藻、肉などを

使った惣菜屋「sono」をオープン。

横山翼さん (第３期生 )

障がいのある方やそのご家族が低

価格で利用できるサービスネット

ワークを構築するため、一般社団法

人Hito Reha を設立。理学療法士。

写真：古里裕美
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三上 和仁・遠藤 和紀(合同会社デザインナギ)

28

石巻のくらし方ガイド。石巻でチャレンジしたい

方や移住を検討している方にむけ、石巻のイベン

ト情報や、住まい、働き方など、気になる情報を随

時発信。ハグクミ の最新情報も発信しています。

石巻でチャレンジする人たちを「ヒーロー」とし

て紹介し、そのインタビューを集めたウェブサイ

ト。ローカルベンチャーたちが活躍する街石巻

で、ヒーローたちの活動や日々のライフスタイ

ル、リアルな想いを伝えます。

ハグクミの最新情報はこちらから

07 ホームページ「石巻を選ぶ」

06 NEXT HERO ISHINOMAKI


