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2011 年 11 月 17 日 

日 本 銀 行 釧 路 支 店 

 

道東地域1における企業の中長期的な経営戦略を巡る最近の動きについて 

── 東日本大震災後の環境変化を受けた特徴的な動きなど ── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 道東地域の企業は、3 月 11 日に発生した東日本大震災によりストック、フロ

ー面に影響を受けるとともに2、震災後に生じた自粛ムードや電力供給制約など

を含め、様々な外部環境の変化の影響を受けている。本稿では、こういった震

災後の変化を映じた、企業の経営戦略を巡る最近の特徴的な動きを中心に整理

する。 

                                                  
1 道東地域とは、当店の業務区域（釧路、帯広、根室の３市および釧路・十勝総合振興局、

根室振興局の所管区域）を指す。 
2 道東地域においては、東日本大震災により、漁船や港湾施設、養殖施設等の漁業生産資

本を中心に直接的な影響を被った。その他の影響も含め、詳細については、日本銀行釧

路支店「道東地域における東日本大震災の経済的影響について」（2011 年 7 月）を参照。 

■要 旨■ 

  道東地域における最近の企業の特徴的な経営戦略をみると、東日本大震災後の環境

変化に対応するかたちで、新たな需要の掘り起こしや営業・生産拠点の見直しを行う動

きがみられる。 

 

  他方、震災とは直接関係ないが、企業の特徴的な経営戦略としては、一次産業など従

来自らが取り組んでこなかった分野への進出、海外への事業展開、高付加価値化など

の取組みなどが行われている。 

 

  また、道東地域の企業や地方公共団体では、他地域比で優位性のある自然エネルギ

ーを活用する取組みが、震災前からも活発であったが、震災後の電力供給制約や自然

エネルギーへの転換意識の高まりを受けて、各種自然エネルギーの活用に向けた動き

が更に活発化している。 

 

  一方で、経営戦略の変更や自然エネルギーの活用には相応のコスト負担を要するほ

か、道東地域では震災によるプラスマイナスの影響が比較的早期に解消されてきたこと

もあり、経営戦略の大きな変更を行わないとする企業も多く存在している。 
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１．震災後の環境変化に対応した経営戦略  

（１）新たな需要の掘り起こし 

 東日本大震災後の環境変化に対応した企業の経営戦略として、これまで十分

に開拓することのできなかった新たな需要の掘り起こしを企図した営業強化が

挙げられる。震災後の自粛ムードや風評被害によって、入込み客が大幅に減少

した観光関連業種がその典型であるが、従来目的地としていた被災地への旅行

を取りやめた修学旅行客の当地への誘致や、これまで積極的な営業を行ってい

なかった顧客層（道央圏の団体客など）への営業強化などに取り組む動きがみ

られている。 

また、震災後の東北・関東地区を中心とした電力供給制約に伴う避暑需要の

拡大を見越して、当地の冷涼な気候を呼び水とした長期滞在観光客の獲得を目

論む動きが宿泊業者や賃貸住宅業者、地方公共団体などでみられるなど、新た

な需要を開拓しようとする動きが広がってきている。 

 

（２）営業・生産拠点の見直し 

震災を機に営業拠点の見直しを図る動きがみられている。具体的には、物品

賃貸業では、拠点を有する被災地での復旧・復興需要の高まりを受けて、レン

タル用の建設関連機器等を大量に購入した上で被災地での営業活動を本格化さ

せ、公共関連予算の縮小が続く当地の外での売上拡大を図るなど、経営資源の

効率的な配分を企図した動きがみられている。また、製紙業では、震災後の拠

点再編の動きに伴い、他工場から当地の工場に一部製品の生産が移管される動

きがみられるほか、水産加工業でも、東日本大震災によって被災した三陸地域

のグループ工場からの生産移管を進める動きがみられる。この他、震災後、海

外や道外からの宿泊客の入込み減少が顕著であった宿泊業の一部では、不採算

施設の営業を休止する先が現れるなど、様々な業種で、需要の変化に応じて改

めて拠点を見直す動きがみられている。 

 

２．その他の特徴的な経営戦略 

（１）新分野への進出 

 震災とは直接関係ないが、道東地域における人口の減少や少子高齢化、産業

構造の変化といった動きが続く中、新分野に進出したり、海外へ販路を求める

など、今後の新たな収益源を開拓する動きがみられている。 

 まず、新分野への参入では、当地が優位性を持つ一次産業分野への参入が目

立っている。すなわち、広大で比較的安価な土地や冷涼な気候、あるいは温泉
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熱をはじめとするエネルギー資源など、様々な恵まれた環境資源を活かし、大

規模な設備投資を行い、必ずしも一次産業とは関係のない企業を含め、酪農や

農業などへの参入を図るといった特色のある事例が少なからずみられている。 

（２）海外への事業展開 

 需要の拡大が見込まれる新興国を含む海外への事業展開としては、企業や地

方公共団体が協力して更なる販路拡大を企図して、海外でも評価の高い地元特

産の一次産品を輸出しようとする動きが広がりを見せているほか、建設業や農

業機械メーカーなど内需型の業種でも、地場で培った技術を活かして、海外展

開を狙う動きがみられている。 

 

（３）高付加価値化への取組み 

 人口の減少などに伴い国内市場規模の縮小が懸念される中、他社との差別化

を企図して、高付加価値製品・サービスの提供を強化する動きがみられている。

具体的には、水産加工業では、長期保存可能な鮮度保持技術や真空パック（レ

トルト）製品などの開発・増産の推進、建設業では太陽光発電設備を備えた住

宅の販売促進、宿泊業では個人旅行向けの露天風呂付き客室の増床などの動き

がみられる。 

 

３．自然エネルギー活用の気運の高まり 

（１）太陽光発電設備の整備 

 企業や地方公共団体において、道東地域に豊富に存在する自然エネルギーの

活用を模索する動きは、従来からみられていたところであるが、震災後の電力

供給制約や自然エネルギーへの転換意識の高まりといった社会情勢を見据えて、

改めて自然エネルギーに対する関心が高まっている。 

 具体的には、管外大手企業を含めて複数の企業が太陽光発電設備の設置計画

を立ち上げている。中には、メガソーラー3の建設を検討する企業もあり、自然

エネルギー活用の推進、地域経済の活性化に繋がるのではないかと期待する声

も強まっている。 

 また、地方公共団体の間でも、住宅用太陽光発電システムに対する補助制度

を拡充させるなどして、住民の自然エネルギー活用の意識の高まりに応えよう

とする動きがみられている。 

 

                                                  
3 出力 1メガワット以上の大規模太陽光発電所。 
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■BOX■ 日照時間4の全国比較 

                                                  
4 気象庁の定義では、直射日光が地表を照射した時間を指し、日照は、「直達日射量が0.12kW

／㎡以上」。 

○  道東地域は、広大かつ比較的安価な土地、豊富な温泉源など自然エネルギー

を利用する上で恵まれた地域とされているが、ここでは太陽光エネルギー（日照

時間）が他地域と比べ、どの程度のレベルにあるのか確認する。 

○  （図表）は気象庁が公表している全国の観測地点（計数が入手可能な398地点）

における 2006～2010 年までの 5 年間の日照時間の平均値を順位付けしたもので

ある。 

○  帯広市や釧路市をはじめ、道東の各観測地点が比較的上位にランクインされて

いることが確認できる。 

 

（図表）気象庁における全観測地点の日照時間順位 

（単位：時間／年）
順位 観測地点 地域 日照時間

1 南鳥島 東京 2,726
2 浜松 静岡 2,209
3 御前崎 静岡 2,198
4 伊良湖 愛知 2,170
5 潮岬 和歌山 2,160
6 磐田　 静岡 2,156
7 甲府 山梨 2,152
8 室戸岬 高知 2,150
9 清水 高知 2,149

10 高知 高知 2,137

49 帯広 十勝 2,003
77 釧路 釧路 1,933
93 駒場 十勝 1,908
96 上札内 十勝 1,904
99 更別 十勝 1,890

111 太田 釧路 1,862
114 糠内 十勝 1,859
121 大津 十勝 1,850
131 根室 根室 1,831
141 榊町 釧路 1,814
147 厚床 根室 1,801
156 納沙布 根室 1,775
163 鶴居 釧路 1,762
168 広尾 十勝 1,751
215 上標津 根室 1,679
229 弟子屈 釧路 1,659

～

全
国
上
位

1

0

地
域

道
東
地
域

 

（資料）気象庁 

○  太陽光発電においては、長い日照時間と冷涼な気候が有利に働くとされ、この

点道東地区は、同発電を考える上で、恵まれた環境にあるといえる。 
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（２）バイオマスエネルギー5の利用拡大 

 以前から注目されていたバイオマスの分野で、管内の地方公共団体が新たに

国内最大級のバイオガスプラント6の建設を計画する動きや、産学官連携で新た

にバイオガスプラント建設を目指す動き、管外企業が道東地域で早生樹7を燃料

としたバイオマス発電所の建設を検討する動きなどがみられている。 

 

（３）その他の自然エネルギー活用の動き 

 太陽光、バイオマスエネルギー以外の自然エネルギー活用の動きとしては、

アイスシェルター8、地中熱ヒートポンプ9などの技術を、自社社屋や公共建築物

に導入する動きがみられている。 

 

４．今後の展望 

 このように、当地では、震災後の環境変化や産業構造の変化、あるいは自然

エネルギー活用の機運の高まりといった様々な変化に対応すべく、企業の経営

戦略・経営資源配分の変更や、企業や地方自治体における自然エネルギーの活

用の積極化といった特徴的な動きがみられている。一方で、こうした対応には

相応のコストを要するほか、道東地域においては震災の影響が比較的早期に解

消されてきたといった事情もあって、従前の経営戦略を引き続き中核に据え、

特段の変更を行わないとする企業も多く存在している。 

 他方で、今後とも、地域の産業構造の変化や電力供給制約など企業を巡る経

営環境変化の動きは継続していくものとみられ、企業経営戦略についてもこう

した変化に何らかのかたちで対応していくことが求められると考えられる。こ

のところ道東地域で活発化している新産業への参入、自然エネルギー活用への

取り組みといった動きは、新たな成長分野の開拓を通じて、地域の活性化に寄

与することも期待され、今後の動向が注目される。 

 

以  上 

                                                  
5 家畜の糞尿、木材、農作物など生物起源物質から生成されるエネルギー。こうした物質

の燃焼により発生する二酸化炭素は、植物等の成長過程で大気から吸収したものに由来す

るため、二酸化炭素の量が増加しないという特性があるとされる。 
6 バイオマスを燃料として発電する設備。 
7 成長の早い樹木の種類を指す。道東地域ではカラマツ等がこれに該当。 
8 氷や雪が融解する潜熱を利用して、冷風を送るシステム。 
9 熱を移動させるヒートポンプ設備を利用して、夏場には地中に暖気を逃がし、冬場は暖

気を地中から吸収することで、室温を一定に保とうとするシステム。 



6 

 

本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行釧路支店までご相

談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。 

照会先：日本銀行釧路支店総務課（矢野、金子） 

（TEL：0154－41－3171、FAX：0154－44－2012、e-mail：kushiro@info.boj.or.jp） 

ホームページ：http://www3.boj.or.jp/kushiro/ 


