report 企業紹介

岡田水産

一段の飛躍を目指し、中国での自社工
場建設・海外市場開拓などグローバル
な戦略を展開

◎ はじめに
長門市油谷に本社を置く岡田水産㈱は、「子
持ちししゃも」の加工で全国トップの水産物加
工メーカーだ。
人口減少により国内マーケットが縮小を余儀
なくされるなか、海外市場開拓を視野に入れな
がら、
「総合食品メーカー」を目指し果敢にリ
スクに挑戦する岡田社長の経営を紹介する。

株式会社

◎沿革
当社は創業後わずか 40 年余で、全国区の企業
に成長をみた。その原動力は、積極的な設備投
資と商品開発だ。
岡田

（おかだ

賢 次 社長

けんじ）

●会社概要
所 在 地：長門市油谷伊上 1755-1
設

立：昭和 41 年（1966 年）４月

当社の歴史は、先代社長が 1966 年に創業し
た岡田商店に遡る。地元のイワシを使った「煮
干しいりこ」加工からスタートし、５年後、現
社長が父親から事業を継承。爾来 36 年間で、

資 本 金：27 百万円

国内全域を営業エリアとする岡田水産グループ

従 業 員：105 名

を形成。グループ全体では年商約 60 億円、従

事 業 所：本社工場、東京営業所、大阪営業所
トライアルセンター、第３工場
事業内容：水産加工・販売
関連企業：岡田水産北海道㈱、㈱北食
豊洋水産㈱、西京冷蔵㈱ ほか

業員 680 名
（国内 300 名、
海外 380 名）
を数える。
その中核会社が岡田水産㈱だ。ししゃもをメ
インに、みりん・あさりなど多様な自社ブラン
ドを開発し、全国に販売している。

●会社沿革
1966 年 岡田商店として個人創業
1971 年 現社長が事業を引き継ぐ
1972 年 冷凍保管庫、急速冷凍庫を新増設
〃

「子持ちししゃも」加工開始

1979 年 岡田水産㈱に法人改組
〃

本社を現住所に移転

1988 年 岡田水産北海道㈱ 設立
1990 年 ㈱北食設立
1991 年 西京冷蔵㈱ 設立
1994 年 第３工場完成、各種みりん干し等生産開始
1995 年 豊洋水産㈱ 設立
〃

東京営業所開設（東京築地）

2005 年 大連岡田水産有限公司（中国・大連）設立
2007年 中国・大連に水産食品加工工場建設

▲本社外観
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＜岡田水産グループ形成の歴史＞
設立･開設

社

名

1979年 岡田水産㈱

所在地
長門市油谷

1988年 岡田水産北海道㈱ 北海道赤平市
1990年 ㈱北食

同上

1991年 西京冷蔵㈱

長門市油谷

1995年

道内に東日本の製造・販売の拠点を新設。大消

豊洋水産㈱

同上

東京営業所

東京都中央区築地

備

考

西日本の拠点
東日本の拠点

費地・関東での販売量が増加し、本社工場の生
産能力が限界に達したためだ。
たまたま目にした企業誘致に関する新聞記事
がキッカケだった。決断も早かった。３度目の

近海魚の加工

現地視察で進出を決定。
「北海道の人口約 600
万人は、マーケットとしても魅力があり、これ
が背中を押した」
と岡田社長は当時を述懐する。

◎転機

あかびら

この工場は、北海道のほぼ中央、赤平市の工

現在に至るまでには、
「三つの大きな転機」が

業団地内にある。海岸から離れているため、
「ど

あった。

うしてこんな内陸部に？」と誰からも不思議が
られたそうだ。
「原料は輸入魚なので海岸近く

●【原料調達】近海魚から輸入魚へ切り替え

に立地する必要はない。赤平市は、女性の雇用

事業を引き継いだ岡田社長がまず手掛けたの

が容易で、高速道路があり貿易港（小樽港）へ

は、
原料の近海魚から輸入への切り替えだった。

のアクセスも良かった。行政も大変協力的だっ

1970 年当時、イワシなど近海魚による原料調

た。
」という。同市は旧産炭地で、企業誘致に

達は順調であったものの、
「いつまでもこうし

より雇用の場を確保し地域の活性化を図りたい

た状態は続かない」と予見し、商社経由での輸

行政と、進出する当社のニーズがうまく合致し

入を決断したという。同時に、加工場の増設、

た事例といえる。

冷凍保管庫や急速冷凍庫の新設など、インフラ
整備にも注力した。

岡田社長は 19 年前の新聞記事を今も大切に
保管している。この記事を読むと、
「総工費約
４億５千万円、新規雇用 120 人」が、当社と赤

●【商品】「子持ちししゃも」を主力商品に育成
次に、以前から温めていた「子持ちししゃも」

平市にとっていかに大きなものであったかがよ
くわかる。

の商品化に着手した。酒のつまみとして食べて

紙面には、
「岡田水産が北海道進出」という

いた時、
「珍味で美味しい。必ず売れる。
」と確

大きな見出しをはじめ、
「私の地元油谷町でと

信したという。

うとう日本全土に生産品を安定供給する企業が

社長就任の翌年（1972 年）には、シシャモ
を冷風乾燥させる「子持ちししゃも」の生産・
販売を開始し、
35 年間で「子持ちししゃも」を、
全体の売り上げの約４割を占めるブランド商品
に育て上げるとともに、シシャモ業界トップ企
業としての地位を不動のものとした。
●【生産拠点】北海道に工場進出
社長就任から 17 年目（1988 年）には、北海
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▲岡田水産北海道㈱外観

生まれたかと驚き、大変うれしくてなりません

量に仕入れ、２〜３年分の原料を自社の冷凍保

でした。
」という自民党幹事長安倍晋太郎氏（当

管庫などに保管する一方、消費動向をにらみな

時）の祝辞などが目につく。

がら生産を行うことで、販売価格の安定を図っ

この工場は岡田水産北海道㈱とし、
「子持ち

ている。

ししゃも」のほか「甘露煮」
「干こまい」
「塩辛」
などの新商品を開発。

●生産拠点を中国にも拡大

1990 年には新商材開発を目的とした㈱北食

当社は約 10 年前（1996 年）
、生産コストの

を隣接地に設立し、
「味付数の子」
「数の子山海

低減を図るため大連と青島に進出。委託加工と

漬」などの生産・販売を開始するなど、東日本

工場のリースにより年間５千トンを生産中だ。

地域の生産・販売の拠点としての体制を拡充し

また、工場の中国人従業員を本社工場で１年

た。

間の研修生として毎年 40 人程度受け入れてい
る。
「真面目でよく働く」
と評判はすこぶる良い。

◎特色と強み
原料調達力、低コスト体制、販売網、ブランド
化など、バランスのとれた差別化が競争力の源
泉と思われる。

●「ビジネスパートナー」との強い信頼関係
岡田社長が大切にし、
重視しているのが商社・
魚市場、問屋・スーパーなどの取引先だ。全て
の取引先を「ビジネスパートナー（以下、パー

●独自のネットワークによる商品の安定供給

トナー）
」と位置付け、
「パートナー」の意見や

当社の基本方針は、
「より良質の商品を全国

アイデア、情報などに幅広く耳を傾け、それを

に安定供給する」だ。これを可能としているの

経営に積極的に活用している。
長年にわたる「パ

が、５社３営業所からなる岡田水産グループの

ートナー」との信頼関係は強固で、当社の力強

ネットワークだ。全国を東西に分け、当社と岡

い応援団ともなっている。

田水産北海道㈱がそれぞれの拠点となってい
●国内外で雇用面でも貢献

る。
原料の魚は、国際漁業規制・季節性や気象変

水産加工業は機械化が難しく、人手に頼る作

化などにより収穫量が不安定で、価格変動も大

業が多いため、雇用面での貢献度は大きい。だ

きい。当社では、商社経由で価格の安い時に大

が、３Ｋといわれる業種に属し、国内では若者
から敬遠されがちだ。
岡田社長は「働けるだけ来てください」と女
性や高齢者の労働力を上手に活用している。例
えば、100 名以上を雇用する本社工場では、定
年（60 歳）後希望者は 65 歳までパートとして
雇用、その後はシルバー人材センターからの派
遣として受け入れている。
仕事が地域の高齢者に健康と生きがいを与

▲製造現場

え、
「熟練者の多い家族的雰囲気の職場」
（岡田
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社長）となっている。

るから修正もない」という。

◎経営理念

◎現状の取り組み

当社の成長は岡田社長の経営手腕に負うところ

現在、大連市内に秋口での一部稼働を目指し、

が大きい。なかでも最大の成長要因は、時代の

自社加工工場を建設中だ。中国国内での販売や

変化を読む先見性とそれを具現化する決断力

欧米への輸出を視野に入れ、長男で副社長の岡

だ。

田昌之氏が自らの発案で取り組んでいる。

●人材育成

●中国で自社加工工場を建設

岡田社長は、
「何事も自分が出発点」を信条

今回の設備投資は、中国での生産能力増強

とし、社員を大切にする家族的な経営を実践し

（５千トン→１万トン）と高度な品質管理の実

ている。好きな言葉は「初志貫徹」だ。
「社員

現を目的としており、総投資額は約３億円。従

を叱ったことがない」という。
「社員を叱るこ

業員は 500 人規模（現在 380 人）を予定。

とは自分の分身を叱ること。自分の教育が悪い
から」と考えているからだ。
人材育成は「やらせてみる」ことを基本とし、
後継者である長男・岡田昌之氏には、東京営業

中国事業の拡大は、日本国内の景気回復によ
る人手不足と長期的な生産年齢人口の減少を背
景に、安価で良質な労働力を確保し低コスト体
質を構築することを狙っている。

所開設をはじめ中国事業などの権限を順次委譲

原料魚はアイスランド、ノルウエーなどから

している。
「ミスしても、そこから立ち上がっ

商社経由で調達し、当面は加工した半製品を全

てこそ経営者」との信念による。

て国内の工場に輸出する計画だ。

東京営業所の立ち上げ（1995 年）において、
「初代所長として期待通りの実績をあげた。
」と
岡田社長は満足そうに語る。
さらに、役員に 30 代前半の若手を登用し、
腕をふるわせている。分社化は、グループ内の

この重要プロジェクトをすべて任され現地で
指揮を執っているのが、岡田昌之氏だ。同氏は
岡田社長の長男で 34 歳、中国語も堪能という。
前述のとおり、当社の中国事業には 10 年以
上の実績がある。2005 年には同氏を董事長（企

優秀な人材に経営に携わるチャンスを与えると
ともに、グループ全体の相乗効果を高めるため
でもある。
●先見性と決断力
果敢にリスクに挑戦してきた岡田社長を貫く
のは、
「受け身の姿勢では生き残れない。魚が
獲れるところまで追いかけていく。
」という強
い危機意識と旺盛な挑戦心であろう。
注目すべきは、今日まで大きな失敗がなかっ
たことだ。岡田社長は、
「自分をよく知ってい
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▲中国工場建設現場

業内の最高権力者）とする現地法人「岡田水産

と岡田社長は自信を示す。

有限公司」
（当社 100％出資）を新設するなど、
中国事業のウエイトは一段と高まっている。

●「食の安全・安心」の確保
中国産食品の不安が世界的に高まるなど、
「食

◎今後の方向性と課題

の安全・安心の確保」は食品業界共通の課題だ。

国内市場の縮小、安心・安全意識の高まり、魚

当社では 10 数年前、当社商品の中に小さな

や穀物の価格高騰など、食品を取り巻く環境は

金属片が混入するという事件が発生。
「この苦

厳しさを増している。

い経験が社内全体に警鐘を鳴らし、現在に生き
ている」そうだ。中国での生産拠点を自社工場

●海外市場の開拓に活路
現人口減少により国内市場の縮小は、不可避

にするのも、
「衛生的な加工場を設計段階から
作り上げる」狙いもある。

だ。多くの大企業が「海外売上高」に活路を開
こうとするなかで、当社も海外市場の開拓に挑

●労働賃金上昇などの中国リスク

戦する計画である。現状、中国で生産している

高成長が続く中国国内の賃金は、各地で上昇

商品は全て国内向けだが、
「新工場建設を機に

が目立ち、
「安価な労働力」という中国進出の

中国・米国・欧州で販売ルートを開拓し、新た

メリットは薄れつつある。

な成長を図りたい。
」と岡田社長は力説する。
「欧米諸国へ水産加工食品を輸出している中

加えて労働者の権利保護や格差是正を図る動
きも進出企業にとって逆風となろう。

国企業は多い。当社もその一翼を担いたい」と

◎おわりに

も語る。

当社は現在、岡田社長から後継者の長男（副
●原料魚の安定的確保

社長）へのバトンタッチを進め、新たな飛躍を

水産資源が世界的な争奪戦の様相を呈し、水

図る重要な節目を迎えている。今後は中国での

産資源の枯渇が懸念されるなかで、原料魚の安

自社工場建設と海外市場開拓の成否が一段の成

定的な確保は最も重要な経営課題といえる。

長のカギを握る。

商社など「パートナー」との関係をこれまで
以上に強化することで「必要量は確保できる」

軌道に乗れば、国内市場縮小に悩む多くの地
場中小企業に、新たな勇気と生き残りのヒント
を与えるはずだ。国際感覚と行動力に溢れた若
いリーダーの頑張りに期待している。

▲「子持ちししゃも」
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