
   

｢令和３年度ふるさと企業大賞（総務大臣賞）｣ 

表彰者の決定について 
 

 

令和３年１０月２２日 

一般財団法人地域総合整備財団 

〈ふるさと財団〉 

 

 地域総合整備財団（ふるさと財団）では、平成１４年度から『ふるさと企業大賞（総

務大臣賞）』の表彰を行っています。 

この表彰は、地域振興に資する事業を展開する民間事業者を顕彰し、その活動を全

国に広く周知することにより、地域の振興、地域経済の活性化と魅力あるふるさとづ

くりの推進に資することを目的としています。 

 

このたび、令和３年度の受賞者として６事業者を決定し、令和３年１０月２２日付

で表彰することになりましたので、お知らせします。（別紙１及び別紙２参照） 

 

 授与対象者は、ふるさと融資を利用した民間事業者のうち、融資の対象事業が、 

① 地域経済及び雇用に特に貢献していると認められること 

② 地域のイメージアップに特に貢献していると認められること 

③ その他魅力あるふるさとづくりに特に貢献していると認められること 

のいずれかに該当するものであり、大規模災害からの復興にあたり重要な役割を果た

し、地域経済の再生および雇用の維持・拡大に特に貢献していると認められる事業者

においては、特別賞を授与します。 

 

受賞者は、都道府県、政令指定都市及び市町村から推薦のあった中から 

有識者からなる審査委員会（委員長：日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長 

増田寛也氏）の審議を経て選考されたものです。（委員名簿は別紙３参照） 

 

 

 例年、都内で開催していた表彰式の開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、昨年度に引き続き今年度の開催も見送ることとなりましたが、受賞者所在自

治体の取り計らいにより、個別に表彰状の授与を実施します。（別紙４参照） 

 

 

 

【お問い合わせ先】一般財団法人地域総合整備財団 ＜ふるさと財団＞   

融資部企画調整課 増田 

ＴＥＬ：０３－３２６３－５５８６ 

ＦＡＸ：０３－３２６３－５７３２ 



【別紙１】

株式会社松島蒲鉾本舗　 蒲鉾製造工場建設事業 宮城県 多賀城市 特別賞

昭北ラミネート工業株式会社 第２工場新築工事事業 富山県 富山市

株式会社イナテック鳥取 自動車部品製造工場新設事業 鳥取県 鳥取市

近江鍛工株式会社 鉄鋼鍛造品製造工場建設事業 長崎県 松浦市

舛宝海運有限会社 新造船（定期用船）建造事業 熊本県 上天草市

那覇空港ビルディング株式会社
那覇空港新国際線旅客ターミ
ナルビル新築工事事業

沖縄県 沖縄県

以上　６事業者

令和３年度ふるさと企業大賞（総務大臣賞）受賞者一覧

推薦団体 備考事 業 名事 業 者 名 貸付団体



【別紙２】 

令和３年度ふるさと企業大賞（総務大臣賞）受賞者概要 

事業者名 

（事業名） 
貸付団体名 事業概要 受賞のポイント 

株式会社松島蒲鉾本舗 

(蒲鉾製造工場建設事業) 

 

 

宮城県 

多賀城市 

〇昭和 9 年創業の老舗蒲鉾製造販売業者で、宮城名

産「笹かまぼこ」をはじめ、お豆腐揚かまぼこ｢む

う｣やスイーツかまぼこ｢どらぼこ｣等を商品化。 

〇平成 28 年にふるさと融資を活用して多賀城市が

整備した津波復興拠点「さんみらい多賀城・復興団

地」に新工場を建設し、被災した塩竈工場の全生産

機能を移転。 

〇蒲鉾以外にも総菜・冷凍食品など日常食の商品開

発を推進。観光客や地元顧客を対象とした工場見

学・売店・手作り体験といったサービスを手掛け、

観光振興にも注力。 

〇市の復興の象徴ともいえる「さんみらい多賀城・復興

団地」へ新工場進出し、原材料や資材等も9割以上を

地元企業と取引するなど、地元雇用の促進含め地域経

済への貢献が多大。 

〇新工場は、物販施設や手作り体験など産業観光拠点機

能だけでなく、地元小学生の工場見学受入れや地域住

民との秋祭りでの交流等地域活性化にも貢献。 

〇防災・減災に関する立地協定を市と締結し、市が掲げ

る「減災都市戦略」に貢献。東日本大震災からの復興

への貢献大。 

昭北ラミネート工業株式会社 

（第２工場新築工事事業） 

 

富山県 

富山市 

〇明治 36 年創業の医薬品を中心とした各種包装資

材の製造販売業者で、錠剤などの包装に使用され

るアルミシートが主力製品。 

〇平成 25 年にふるさと融資を活用して第二工場を

建設し、質・量ともに生産能力を高め、医薬品メー

カーからの増産・技術的要請に対応。 

〇アルミ箔への印刷、コーティング技術等の分野で

多数の特許を取得。コーティング技術を応用した

バッテリー及びプリント基板関連の製品等に注

力、第二の事業の柱として収益基盤を強化。 

〇地場産業である「医薬品」に携わる事業者として業容

を拡大し、富山の薬業の発展を支えると共に牽引役と

して貢献。従業員一人一人が「薬都富山」ブランドの

一員として誇りを持ちながら、自社でしか作れないパ

ッケージを全国に発信。 

〇女性従業員が多く、育児・介護休業制度を率先して取

り入れる等共働き率の高い富山に相応しい女性が活

躍できる会社として、富山県主催の働き方改革推進に

向けたモデル企業にも選出。 

〇富山を拠点に活動するプロバスケットボールチーム

や女子バレーボールチームのスポンサーとしてスポ

ーツを通じた地域貢献等CSR活動にも注力。 



【別紙２】 

事業者名 

（事業名） 
貸付団体名 事業概要 受賞のポイント 

株式会社イナテック鳥取 

（自動車部品製造工場新設事業） 

 

鳥取県 

鳥取市 

〇平成27年設立の自動車用部品（トランスミッショ

ン:変速機）の切削加工業者で、愛知県西尾市に本

社を置く㈱イナテックの子会社。 

〇自然災害リスク分散（BCP＝事業継続計画）や人材

確保等を目的に、平成28年にふるさと融資を活用

して鳥取市に新工場を建設。 

〇ガソリン車やハイブリッド車用トランスミッショ

ン部品製造を得意とするが、令和 3 年より新事業

として歯車研磨機を用いた歯車の研削加工をスタ

ート。今後需要拡大が見込まれるEV（電気自動車）

用部品の受注を促進。 

〇奨学金返済支援制度や県外からの移転費用の助成な

ど入社前後も手厚く支援し、地元出身者やUIJターン

希望者を積極的に採用。 

〇油水分離装置の導入により、製造過程で排出される廃

油の約80%は工場内でリユースし、またCO2排出量削

減のため電気自動車向け部品開発を行うなど SDGｓ

に向けた取り組みを積極的に実施。 

〇地区運動会・お祭りへの協賛・親睦会の開催実施等地

域住民との交流を盛んに行っており、地域とともに歩

み成長する良き企業市民として社会貢献活動を推進。 

近江鍛工株式会社 

（鉄鋼鍛造品製造工場建設事業） 

⾧崎県 

松浦市 

〇昭和31年設立の滋賀県大津市に本社を置く、ロー

リング鍛造のパイオニア的な企業。 

〇工業振興を図る松浦市の誘致に呼応して、平成 6

年にふるさと融資を活用して産業機械部品（鍛造

品）の製造工場を新設。 

○ローリング鍛造に取り組みはじめた当社は 60 年

を超える経験と知識の積み重ねで、手の上にのる

小さなリングから重さ25t、最大外径５メートルに

なる超大型リング、素材は鋼、アルミ、チタンなど

の非鉄金属までの鍛造品に対応。製造される製品

の分野は、自動車、鉄道車両、船舶、航空宇宙、海

洋掘削などの多岐にわたる。 

〇松浦市への進出当初より地元出身者を優先的に雇用

し、現在に至るまで長年に亘って安定雇用を創出し、

地域雇用に大きく貢献。 

〇環境に関する国際規格 ISO14001 を取得している他、

「日本 SDGs 協会」の認定企業として、地域に根差し

た家族的な企業活動を通じて地域社会の発展に寄与。 

〇地域密着型の企業として、平成 17 年以降毎年地域の

複数の小中学校に寄付を行う（図書購入費等に活用）

他、地域の清掃活動や市のイベント参加等地域住民と

の積極的なコミュニケーションを通じ、地域と密接な

関係を構築。 



【別紙２】 

事業者名 

（事業名） 
貸付団体名 事業概要 受賞のポイント 

舛宝海運有限会社 

（新造船(定期用船)建造事業） 

熊本県 

上天草市 

〇昭和24年創業の国内輸送を担う内航海運業者で、

貨物は飼料用穀物を中心に建築資材やバイオマス

燃料用木片チップ等多様な貨物に対応。 

〇平成28年にふるさと融資を活用して499トンの内

航海運用貨物船を新造船。保有船を１隻から 2 隻

とし業績を拡大。 

〇飼料穀物を主要貨物としてオペレーターである上

組海運㈱との間で長期用船契約を結び、安定した

ビジネスを展開。 

〇市内若年層の継続的な雇用創出だけでなく、船員の担

い手不足・海運業衰退の抑制を目標として、次の世代

を担う若手船員の育成に注力。 

〇市の基幹産業の一つである海運業にあって、2隻目の

新造船で業界の牽引役を担い、雇用や所得効果で地域

に貢献。 

〇市と連携し、小学校への出前講座や高校生向けの乗船

体験など、海運業を身近なものに感じられるような啓

発活動を継続して実施。 

那覇空港ビルディング株式会社 

那覇空港新国際線旅客ターミ

ナルビル新築工事事業 

 

沖縄県 

〇平成 4 年設立の那覇空港国内線及び国際線旅客タ

ーミナルビルの管理運営業者で、沖縄県を筆頭株

主とする第三セクター方式の法人。 

〇国際線増便及び乗降客数増加に対応するべく、平

成 25 年にふるさと融資を活用して国際線旅客タ

ーミナルビルを新築整備。 

〇平成 31 年には国内線ビルと国際線ビルを結ぶ際

内連結ターミナルビルを供用開始、空港機能を強

化。 

〇警備や清掃、施設管理等を担う人員の直接雇用だけで

なく、入居テナントによる間接雇用の増加でも地元雇

用に大きく貢献。 

〇利用客の利便性向上や空港機能の強化により観光客

数の増加に寄与し、沖縄県のリーディング産業である

観光リゾート産業の発展に大きく寄与。 

〇世界のウチナーンチュ大会への協賛や関係機関と協

力した空港周辺清掃活動などへの参加、首里城の復興

支援として独自に寄付を実施。 

 



【別紙３】 
 

                                 

 ふるさと企業大賞 審査委員名簿  

 
 
  増 田 寛 也  氏   日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長 
   （委員長） 

 
 
  井 上    繁  氏   元 常磐大学大学院 教授 

 
 
 
  栢 森 哲 也  氏   元 株式会社時事通信社 取締役 

 
 
 
  沼 尾 波 子  氏   東洋大学国際学部国際地域学科 教授 

 
 
 
  松 永 忠 徳  氏   株式会社みそ半 代表取締役会長 

 
 
 
 マリ クリスティーヌ 氏      異文化コミュニケーター／東京女子大学 教授 

一般社団法人東京都つながり創生財団理事長 

 
 
 

新 田 一 郎  氏   総務省自治財政局地方債課 課長 

 
 
 
  上 杉 耕 二   氏    一般財団法人地域総合整備財団 専務理事 



【別紙４】 
 

令和３年度ふるさと企業大賞受賞に係る伝達式開催一覧 

〇受賞６事業者の全ての地元で表彰状の授与を実施 

 事業者名（事業） 貸付団体 伝達式日時・場所等（予定） 

１ 株式会社松島蒲鉾本舗 

（蒲鉾製造工場建設事業） 

宮城県多賀城市 日時：11 月 22 日(月)14:00 

場所：多賀城市役所 

２ 昭北ラミネート工業株式会社 

（第２工場新築工事事業） 

富山県富山市 日時：11 月 22 日(月)9:30 

場所：昭北ラミネート工業株式会社 

３ 株式会社イナテック鳥取 

（自動車部品製造工場新設事業） 

鳥取県鳥取市 日時：11 月 4 日(木)10:00 

場所：株式会社イナテック鳥取 

４ 近江鍛工株式会社 

（鉄鋼鍛造品製造工場建設事業） 

長崎県松浦市 日時：11 月 26 日(金)11:00 

場所：松浦市役所 

５ 舛宝海運有限会社 

（新造船（定期用船）建造事業） 

熊本県上天草市 日時：11 月中旬  

場所：上天草市役所 大矢野庁舎 

６ 那覇空港ビルディング株式会社 

那覇空港新国際線旅客ターミナルビル 

新築工事事業 

沖縄県 日時：11 月 2 日(火)14:00 

場所：那覇空港旅客ターミナルビル 

※開催日時・場所については予定のため変更となる場合があります。詳細は各自治体にお問い合わせください。 


