
平成 25年度事業報告 

平成 25年度庶務事項 

 

１．役員・評議員構成                 （平成 25 年度末、五十音順） 

役  職 氏 名 兼職状況 備考 

代表理事 千 葉 茂 樹 岩手県副知事  

業務執行理事 紺 野 由 夫 岩手県政策地域部副部長兼地域振興室長  

理    事 植 田 眞 弘 岩手県立大学宮古短期大学部学部長  

理    事 緒方 武比古 北里大学海洋生命科学部長  

理    事 杉 本 功 陽 岩手県漁業協同組合連合会専務理事  

理    事 望 月 正 彦 三陸鉄道株式会社代表取締役社長  

監    事 平賀 富比古 一般社団法人岩手県銀行協会常務理事 

兼事務局長 

 

監    事 向井田 敏宏 岩手県町村会事務局長  

評  議  員 金 野 周 明 大船渡市副市長  

評   議   員 外 舘 正 敏 久慈市副市長 平成 26年 3月 25日まで 

評   議   員 中 村 一 郎 岩手県政策地域部長  

評   議   員 廣 田   淳 岩手県商工会議所連合会専務理事  

評   議   員 藤 代 博 之 岩手大学地域連携推進センター長  

評   議   員 山 口 公 正 宮古市副市長  

評   議   員 若 崎 正 光 釜石市副市長  

 

２．会議等開催状況 

年月日 記 事 

25.4.10 

 

 

4.12 

 

4.15 

 

4.17 

 

  4.18 

 

4.24 

 

 

評議員会（書面決議） 

 第 1号議案 理事の退任及び選任について 

 

第１回調査研究事業及び研究開発シーズ事業化事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

第１回県北沿岸地域特産品開発事業審査委員会（於：岩手県議会棟） 

 

変更登記（理事の変更） 

 

第１回被災地青少年育成事業審査委員会（於：盛岡地区合同庁舎） 

 

理事会（書面決議） 

 第 1号議案 業務執行理事の選任について 

 



4.24 

 

5.16 

 

5.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.21 

 

 

7.2 

 

7.9 

 

7.12 

 

7.19 

 

7.22 

 

10.22 

 

10.24 

 

26.1.22 

第１回大学連携地域支援事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

本監査（於：岩手県議会棟） 

 

第 1回理事会（於：岩手県庁） 

 報   告 職務執行の状況について 

 第 1号議案 平成 24年度事業報告及び附属明細書の承認について 

 第 2 号議案 平成 24 年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目

録の承認について 

 第 3号議案 平成 25年度収支予算（補正第 1号）の変更の承認について 

 第 4 号議案 平成 25 年度第 1 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等につ

いて 

 

第 1回評議員会（於：岩手県庁） 

 報   告 事業の執行状況について 

 第 1号議案 議事録署名人の選出について 

 第 2号議案 平成 24年度事業報告及び附属明細書の承認について 

 第 3 号議案 平成 24 年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目

録の承認について 

 第 4号議案 平成 25年度収支予算（補正第 1号）の変更の承認について 

 第 5号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

 

理事会（書面決議） 

 第１号議案 代表理事及び業務執行理事の選任について 

 

変更登記（代表理事、理事の重任） 

 

第 2回県北沿岸地域特産品開発事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

第 2回被災地青少年育成事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

第 2回調査研究事業及び研究開発シーズ事業化事業審査委員会 

（於：岩手県議会棟） 

第 1回地域コミュニティ再生計画事業審査委員会（於：岩手県民会館） 

 

第１回事業成果報告会（於：いわて県民情報交流センター） 

 

公益法人認定法に基づいた所管部局政策推進室による立入検査（於：岩手県庁） 

 

第 2回理事会（於：岩手県庁） 



 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 報   告 職務執行の状況について 

 第 1号議案 平成 26年度事業計画及び収支予算の承認について 

 第 2 号議案 平成 25 年度第 2 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等につ

いて 

 

第 2回評議員会（於：岩手県庁） 

 報   告 職務執行の状況について 

 第 1号議案 議事録署名人の選出について 

 第 2号議案 平成 26年度事業計画及び収支予算の承認について 

 

 

  



基本財産造成状況等 

 

１ 基本財産造成状況（平成 26年 3月 31日現在） 335,400,000円 

（1）県 230,000,000円 

（2）市町村 100,000,000円 

（3）民間企業団体等 5,400,000円 

 

市町村別出捐内訳                          （単位：千円） 

市町村名 出捐金額 市町村名 出捐金額 市町村名 出捐金額 

大船渡市  

（うち旧三陸町分） 

10,900 

(3,600) 宮 古 市 

（うち旧宮古市分） 

（うち旧田老町分） 

（うち旧新里村分） 

（うち旧川井村分） 

19,000 

(10,000) 

(3,100) 

(2,900) 

(3,000) 

久 慈 市 

（うち旧久慈市

分） 

（うち旧山形村

分） 

10,400 

(7,500) 

(2,900) 陸前高田市 6,100 

住 田 町 3,400 普 代 村 2,900 

釜 石 市 9,200 野 田 村 3,100 

大 槌 町 4,900 山 田 町 5,400 洋 野 町 

（うち旧種市町

分） 

（うち旧大野村

分） 

7,800 

(4,500) 

(3,300) 

遠 野 市 

（うち旧遠野市分） 

（うち旧宮守村分） 

9,400 

(6,200) 

(3,200) 

岩 泉 町 4,400 

田野畑村  3,100 

合  計 100,000 

 

民間企業・団体等出捐内訳（名称は出捐当時） 

・岩手県銀行協会（岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、みちのく銀行、

盛岡信用金庫、宮古信用金庫、一関信用金庫、花巻信用金庫） 

 

2,000千円 

・新日本製鐵株式會社釜石製鐵所 1,000千円 

・東北電力株式会社岩手支店 1,000千円 

・日本電信電話株式会社盛岡支店 1,000千円 

・久慈商工会議所 100千円 

・宮古商工会議所 100千円 

・釜石商工会議所 100千円 

・大船渡商工会議所 100千円 

民間企業・団体等計 5,400千円 

 

２ 投資有価証券評価益 （平成 26年 3月 31日現在）         8,153,576円 

 

                      基本財産合計額    343,553,576円 



平成 25年度事業実施状況について 

１ 基本方針 

  当財団の設立目的である三陸地域及びその周辺地域の振興を図るため、平成 25 年度は、被災地の

復興を担う沿岸事業者等の事業強化に向けた支援及び被災地を中心とする地域コミュニティ再生へ

の支援等を行った。 

   

２ 事業別の実施状況 

１：三陸地域の振興に関する総合的な調査研究及び提言 

○沿岸被災地の交通基盤整備後の需要・影響調査 

〔目  的〕 JR 山田線の鉄道復旧後の利用促進策を検討するため、震災前後の基礎的データを収

集・分析し、実効性の高い利用促進策検討の基礎資料とするもの。 

 〔実施状況〕 検討委員会を立ち上げ、調査内容等を決定。（一財）計量計画研究所に委託し、震災

前後の人口及び公共交通利用状況に関するデータの収集、アンケート調査による鉄道の

利用意向等の把握、市町のまちづくり計画等を踏まえた鉄道復旧後の利用についての調

査・分析を行った。 

 

○北上山地における交流拠点化可能性モデル調査 

 〔目  的〕 北上山地の中腹に位置し内陸と沿岸の結節点である平庭高原をモデルに、交流拠点と

しての発展可能性を探るための事業を行うもの。 

 〔実施状況〕 関係市町村、事業者等により、平庭高原周辺地域の集客促進について意見交換を実施

するとともに、平庭高原の地域資源である塩の道やワイン等の活用に向け、他地域の先

進的取組みについて視察調査を実施。また、集客促進のツールとして、平庭高原周辺地

域の素材を盛り込んだガイドマップを作成した。 

  

２：三陸地域の振興のための人材育成 

 〔目  的〕 三陸地域の復興に向け、地域資源を活用した産業・観光等を担う人材の育成を行う。 

 〔実施状況〕 ・震災復興ガイドの育成（三陸ジオパーク推進協議会負担金） 

・「三陸縦断小学生クイズ 第 1回三陸キッズ★ジオマスター」の開催 

（平成 25年 11月 10日 13市町村から小学生 26名参加） 

        ・専門アドバイザー等の活用 

          2 事業者（協同組合三陸パートナーズ（大船渡市）、おぼない旅館（二戸市））に

対し派遣を行った。 

       

３：三陸地域の振興に関する調査研究事業に対する助成 

 〔目  的〕 研究者・研究機関等を対象とし、三陸地域の産業・雇用再生をテーマとする調査研究

や研究開発への助成を行い、その調査研究成果の普及啓発等により、三陸地域の地域資

源を活用した研究・開発の促進を図る。 

 〔実施状況〕 ・調査研究事業 助成件数 2件（助成総額  10,000,000円）（別添資料 1参照） 

        ・機関誌「三陸総合研究」第 38号の発行（250部、9月発行） 



・事業成果報告会の開催 （平成 25年 10月 22日 盛岡市 30名参加） 

 

４：三陸地域及びその周辺地域の振興に関する研究開発事業に対する助成 

○研究開発シーズ事業化事業 

 〔目  的〕 大学・研究機関・専門家等の研究シーズの活用による商品化や事業化に向けた加工、

検査設備等の導入経費を支援するための助成を行う。 

 〔実施状況〕 助成件数 6件 （助成総額 10,088,238円）  （別添資料 2参照） 

          

５：三陸地域及びその周辺地域の地域振興を図るための事業に対する助成 

○県北沿岸地域特産品開発事業 

 〔目  的〕 地域の農林水産物や観光資源などの特性を活かした新商品開発や商品リニューアルの

促進に係る経費を支援するための助成を行う。 

〔実施状況〕 助成件数 48件 （助成総額 18,532,049円）   (別添資料 3参照) 

 

○被災地青少年育成事業 

 〔目  的〕 沿岸被災地の青少年育成活動にあたっての諸課題解決に向けた活動経費を支援するた

めの助成を行う。 

 〔実施状況〕 助成件数 25件 （助成総額 9,608,659円）  （別添資料 4参照） 

 

○地域コミュニティ再生計画事業 

 〔目  的〕 地域コミュニティの再生に向け、地域住民、関係者が主体となって行う地域再生計画

の策定とその計画実現に向けた活動経費を支援するための助成を行う。 

 〔実施状況〕 助成件数 10件 （助成総額 7,894,581円）  （別添資料 5参照） 

 

○大学連携地域支援事業 

 〔目  的〕 県北沿岸地域におけるコミュニティの活性化を促進するため、県内外の大学等が行う

被災地支援活動や地域おこし活動等の活動経費を支援するための助成を行う。 

 〔実施状況〕 助成件数 10件 （助成総額 7,574,041円）  （別添資料 6参照） 

  



事業報告の附属明細書の作成について 

  

平成 25年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第 3項

に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

 

 

                             平成 26年 5月   

                                公益財団法人さんりく基金 

 

 

  



 
 

  

(資料１）調査研究事業（2件）実績一覧

№ 申請者名 事業名 助成金額（円）

1

北里大学感染制御研究機構釜
石研究所
部長　笠井　宏朗

題目：湾内生活期のサケ稚魚腸内に見出された乳酸菌についての調査
　　　研究
取組：①三陸沿岸湾内でのシロサケ稚魚の採捕と腸内細菌の解析
　　　②三陸沿岸湾内でサケ稚魚餌料生物の採集と付着菌の解析
　　　③シロサケ稚魚腸内由来乳酸菌の取得

5,000,000

2
国立大学法人岩手大学農学部
准教授　松原　和衛

題目：センサーネットワークによる被災農地の野生動物被害状況取得
　　　の可能
取組：①放棄牧草地（釜石市笛吹牧場）のシカ出没頭数と牧草利用状
　　　況調査
　　　②センサーネットワークによるシカの行動パターン取得の可能
　　　性調査

5,000,000

合計 10,000,000



 

  

(資料２）研究開発シーズ事業化事業（6件）実績一覧

№ 申請者名 住　　所 事業名
助成金額
（円）

1 有限会社北三陸天然市場 久慈市
高品質な魚介乾製品（一夜干し）を高効率に製造するための
工程の最適化

2,000,000

2 丸友しまか有限会社 宮古市 魚介類を主原料とした新たな地場産品の開発 1,724,520

3 株式会社丸一水産 山田町 丸一のイカ餃子、揚げイカ餃子 1,071,000

4 有限会社長根水産 山田町 岩手県産のフグの付加価値を付けた製品つくり 2,000,000

5 野村海産株式会社 大船渡市
アワビ肝等の水産物を使った速醸法による調味料の製造販売
の事業化

2,000,000

6
株式会社菊池技研コンサ
ルタント

大船渡市 高機能性複合光触媒壁材の開発 1,292,718

合計 10,088,238



 

(資料３）県北沿岸地域特産品開発事業（48件）実績一覧

1 株式会社浄法寺漆産業 二戸市
浄法寺漆を活用した商品のパンフレット、パッケージの
デザイン改良

500,000

2 金田一味蕾舎 二戸市 ノンシュガードレッシングの開発 365,214

3 大西ファーム株式会社 二戸市 新商品開発「ジェノバ風」とギフトセット開発 500,000

4 足沢大豆生産振興組合 二戸市 「たるさわ味噌」の昆布入り商品開発 301,224

5 桑畑再生組合 二戸市
桑茶製品の母子向けラベルデザインリニューアルとPR資
材の作成

420,000

6
特定非営利活動法人三の丸ひま
わり

二戸市 地元しょうがを使用した加工食品の高付加価値化 500,000

7 株式会社アグリカシオペア 二戸市 もっちりんごの消費者調査結果を利用した販売強化 500,000

8 一野辺製パン株式会社 一戸町 「米粉入りパンシリーズ」の全面リニューアル 288,556

9 天然食産 一戸町 天然食材の商品化、既存商品ラベルリニューアル 461,596

10 有限会社萬博堂 一戸町
「カシスde美人｣シリーズのラベル統一による商品PR強
化

500,000

11 古舘製麺所 軽米町
「生そうめん」パッケージリニューアル及び商品パンフ
レット作成

462,000

12 山地　文雄 九戸村 「炭そだち豚」販売促進用ツール作成 162,833

13 株式会社長根商店 洋野町 「のだ塩さばめしの素」土産・ギフト用パッケージ開発 343,264

14 有限会社梨忠商店 洋野町 既存商品「煮干し」「すき昆布」のパッケージ改良 500,000

15 有限会社総合農舎山形村 久慈市

レトルトパウチ新商品開発(4品)　　「いわて短角牛厚
切りビーフシチュー」「いわて短角牛すじ肉ごろごろカ
レー」「いわて短角牛ごはんの素」「三陸のだホタテご
はんの素」

400,000

16 花夢衣 久慈市 「琥珀染め」の地元生産化のための研究開発 500,000

17 フォレストキッチン 久慈市 新商品「和菓子・柿花火」の開発 500,000

18 有限会社田村牧場 久慈市 ギフト用パッケージの作成 388,000

19 田野畑山地酪農牛乳株式会社 田野畑村 乳牛活用後の牛肉商品化 303,216

20 岩泉純木家具有限会社 岩泉町
県産塗料導入による競合他社との製品差別化実現及び県
産塗料普及への助力

91,896

21 差畑しあわせ牧場 岩泉町
自然放牧ジャージー牛の原乳を使用したモッツァレラ
チーズ開発

403,396

22 株式会社翔洋 宮古市 包装資材デザイン 500,000

23
社団法人宮古観光協会
浄土ヶ浜レストハウス

宮古市 新商品開発「たつっと浜だれ」 497,868

24 共和水産株式会社 宮古市 新商品開発に伴う宣伝ツール作成 207,900

25 有限会社かくりき商店 宮古市 レトルト食品の開発 318,696

26 合同会社サネバネ本舗 宮古市 三陸産タラホルを使った新商品の開発 500,000

27 いきいきフェア実行委員会 宮古市
「希望の天使」（シフォンケーキ、マドレーヌ、ココ
ナッツプリン）の安全性の証明

358,147

№ 申請者 住　　所 事業概要
助成金額
（円）



 

 

  

28 三陸鉄道株式会社 宮古市 新商品開発「煎り酒」 500,000

29 まつ本 宮古市
販売力強化促進事業(「わかめ」「昆布」個包装商品
化、宣伝ツール作成）

260,400

30 山根商店 宮古市 新商品開発「タコのアホ」 484,802

31 山田町特産品販売協同組合 山田町
山田の特産品開発事業「雨ノ日モ風ノ日モ帆立ヒモ」
「づけ帆立」

240,000

32 株式会社丸一水産 山田町 新商品開発「揚げイカ餃子」 337,932

33 Rocare Ascia 山田町 山田いたりあん　パスタセットの商品化 456,812

34 株式会社五篤丸水産 山田町 川徳限定共同商品開発「オランダ島漬け」 481,109

35 釜揚げ屋 山田町
県産小麦と海産物を使用した新商品開発「いかルツォー
ネくん」

338,520

36 寅丸水産 山田町
雫石との融合特産品開発「昆布わさび漬け」「わかめわ
さび漬け」

195,720

37 芳賀鮮魚店 大槌町 商品パッケージリニューアル 201,600

38 小豆嶋漁業株式会社 大槌町 商品ラベルのデザインリニューアル 500,000

39
デジタルブックプリント株式会
社

大槌町 外食産業向け大槌産魚介類の産直パッケージ商品開発 462,436

40 ど真ん中・おおつち協同組合 大槌町 新商品開発に伴う宣伝チラシ作成 271,152

41 食事処ゑびす 大槌町 新メニュー開発に伴う宣伝ツール作成 485,520

42 有限会社金弁商店 釜石市 既存商品パッケージの一新 316,848

43 有限会社小島製菓 釜石市 「釜石揚げまんじゅう」のお土産化 305,232

44 釜石振興開発株式会社 釜石市 釜石の特産品を使用したほたて浜焼の販売拡張 394,800

45 株式会社伊藤商店 釜石市
パッケージデザインの統一化による三陸ブランド及び自
社ブランド力の強化

500,000

46 有限会社近藤商店 釜石市 小売販売用「焼魚商品」パッケージリニューアル 91,360

47 株式会社松栄 大船渡市
既存商品「さしみわかめ」の贈答用の化粧箱、包装紙作
成

500,000

48 株式会社バンザイファクトリー 陸前高田市 気仙椿の木材を使用した新製品開発 434,000

合計 18,532,049



 

(資料４）被災地青少年育成事業（25件）実績一覧

1 洋野NSTC 洋野町 体育館用テニスネット、防球ネット、倉庫等の購入 402,335

2 大牛内分校ＰＴＡ 岩泉町
卓球台、ネット、サポート、フェンス（2セット）、卓
球マシンの購入

272,885

3 山田町レスリングスポーツ少年団 山田町 レスリングマット購入 500,000

4 ＦＣ山田ヴェルエーニ 山田町
物置一式、ビブス、コーン、クイックシェード、ボト
ルキャリアーの購入

314,827

5 ガールスカウト岩手県連盟第27団 大槌町 テント、教材、団備品の購入 230,665

6 吉里吉里野球スポーツ少年団 大槌町 ダブルネットの購入 372,172

7 白山スポーツ少年団 釜石市 ベンチ購入 138,000

8 鵜住居野球スポーツ少年団 釜石市 仮設グランド整地事業 500,000

9 浜っ子野球スポーツ少年団 釜石市 ピッチングマシン、防球ネットの購入 500,000

10 赤蛸野球スポーツ少年団 大船渡市 ユニットハウスの購入 470,000

11 大船渡バレーボールスポーツ少年団 大船渡市
バレーボール用支柱、ネット、ポールバー整理台、
ボールカゴの購入

479,800

12
末崎ミニバスケットボールスポーツ
少年団

大船渡市
デジタイマ、ショットクロック、フロアスタンド、電
光ポゼション表示器、ファウルライト、ボールカゴの
購入

423,150

13 赤崎野球クラブスポーツ少年団 大船渡市 ピッチングマシーンの購入 495,600

14
大船渡市立第一中学校卓球スポーツ
少年団

大船渡市 卓球台（4台）の購入 500,000

15
おきらいバレーボールスポーツ少年
団

大船渡市 ネット、アンテナ、ボールカゴの購入 96,000

16
日頃市中学校区バレーボールスポー
ツ少年団

大船渡市
アンテナ、ネット、ボールケース、フラッグ、アンテ
ナサイドベルト、ボールカゴ、デジタイマ、フォロア
スタンドの購入

336,420

17 大船渡北野球スポーツ少年団 大船渡市
キャッチャー用具一式、ヘルメットケース、バット（2
本）の購入

160,650

18 大船渡柔道スポーツ少年団 大船渡市 畳（柔道用畳）の購入 500,000

19
大船渡三陸ＦＣシーガル・ドルフィ
ン

大船渡市 シャッターハウス、トイレ簡易水洗の購入 500,000

20 綾里はまっこスポーツ少年団 大船渡市
アームマシン（バッティングマシン）、ヘルメット、
バットヘルメットスタンドの購入

494,970

21 小友町野球スポーツ少年団 陸前高田市 ベンチ（8台）の購入 348,600

22 順道館岩崎道場スポーツ少年団 陸前高田市 練習マットの購入 174,090

23 横田野球スポーツ少年団 陸前高田市 倉庫、ベンチの購入 430,920

24 矢作チャレンジスポーツ少年団 陸前高田市 物置、一輪車、エクササイズスタンド、木材の購入 471,780

25 高田野球スポーツ少年団 陸前高田市
防球ネット、ホームベース、イージーコンディショ
ナー、ピッチャープレート

495,795

合計 9,608,659

助成金額
（円）

№ 申請者名 住所 事業内容



 

 

  

(資料５）地域コミュニティ再生計画事業（10件）実績一覧

1 岩誦坊クラブ 二戸市
岩誦坊クラブ活性化ビジョン策定および情報
発信事業

997,311

2 円子よさこい組「どっこいしょ」 軽米町 若者の参加拡大による円子地区再生事業 979,000

3 オドデ塾 九戸村 青少年育成交流による地域再生事業 305,085

4 臼澤鹿子踊保存会 大槌町 どろの木「神の森どろのきプロジェクト」 943,840

5
大槌地区コミュニティグループはま
ぎく若だんな会

大槌町
地域資源を活かした賑わい創出と安心・安全
のまちづくり推進事業

1,000,000

6 ゲートキーパーサロン　ビクトリー 釜石市 仮設住宅における地域コミュニティ事業 360,103

7 鵜住居地区復興まちづくり協議会 釜石市
鵜住居復興まちづくり協議会
にこにこ農園プロジェクト

795,006

8 ねんぷにやっぺしの会 住田町
「住民番組」づくりによる地域コミュニティ
再生

674,895

9 長洞元気村協議会 陸前高田市 長洞部落会「絆」再生プロジェクト 1,000,000

10 田谷地区集団移転協議会 陸前高田市 田谷地域コミュニティ再構築事業 839,341

合計 7,894,581

No 申請者 住　　所 事業概要
助成金額
（円）



 

(資料６）大学連携地域支援事業（10件）実績一覧

1 日本赤十字北海道看護大学 災害beats研究会
被災地の子ども達の元気を取り戻すための学
習支援（楽習会）

1,000,000

2 岩手県立大学総合政策学部 桒田研究室
旧種市町の中心街再生に向けた地区間連携及
び特色づくりに関する調査・実践

976,081

3 法政大学経営学部 佐野哲ゼミナール
地元特産品の販促活動を通じた過疎地域の青
少年育成と活性化

274,693

4 東京海洋大学 水圏環境教育学研究室
国際環太平洋教育者会議（ＩＰＭＥＮ）開催
に向けた閉伊川流域ネットワーク構築

1,000,000

5
京都大学大学院人間・環境学
研究科

京大野田村交流支援の
会

ＱＯＬ復興を目指した被災地交流支援活動 985,027

6 国立大学法人弘前大学
弘前大学ボランティア
センター

野田村への支援・交流活動：学習支援と茶話
会を通して元気を届ける

503,890

7
岩手県立大学ソフトウェア情
報学部

村山研究室
仮設住宅におけるオンライン商店システム導
入による持続的な生活支援

500,000

8 関西学院大学社会学部 関ゼミ
被災前のコミュニティに即した交流の場の創
出のきっかけ作り

844,841

9
東北芸術工科大学建築・環境
デザイン学科

大槌山田の家づくりプ
ロジェクトチーム

「大槌・山田の家づくり」プロジェクト～地
元企業との共創による地域密着型住宅の計画
策定と産業復興支援～

979,627

10 法政大学現代福祉学部 スタ学 花から広がる輪・繋げよう心 509,882

合計 7,574,041

№ 大学名 グループ名 活動テーマ
助成金額
（円）


