
平成 24 年度事業報告 

平成 24年度庶務事項 

 

 

１．役員・評議員構成                 （平成 24 年度末、五十音順） 

役  職 氏 名 兼職状況 

代表理事 千葉 茂樹 岩手県副知事 

業務執行理事 佐々木 幸弘 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 

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 

24.4.26 

 

 

 

5.9 

 

 

5.21 

 

5.28 

 

6.4 

 

 

評議員会（決議省略） 

 第 1号議案 理事の退任及び選任について 

 第 2号議案 評議員の退任及び選任について 

 

理事会（決議省略） 

 第 1号議案 代表理事、業務執行理事の退任及び選任について 

 

変更登記（評議員、理事、代表理事の変更） 

 

本監査（於：岩手県庁） 

 

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 23年度事業報告及び附属明細書の承認について 



 

 

 

 

 

 

 

6.8 

 

 

 

 

 

 

6.12 

 

7.6 

 

8.9 

 

 

8.20 

 

 

9.12 

 

9.25 

 

10.22 

 

10.24 

 

12.12 

 

25.1.22 

 

 

 

 

 

 第 2 号議案 平成 23 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 公益財団法人さんりく基金の財務規程の一部改正について 

 第 4号議案 平成 24年度事業計画の変更及び収支予算（補正第 1号）の承認について 

 第 5 号議案 平成 24 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） 

 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 23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 23 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 24年度事業計画の変更及び収支予算（補正第 1号）の承認について 

 

第 1回被災地復興支援助成事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

第 1回調査研究事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

理事会（決議省略） 

 第 1号議案 平成 24年度事業計画の変更及び収支予算（補正第 2号）の承認について 

 

評議員会（決議省略） 

 第 1号議案 平成 24年度事業計画の変更及び収支予算（補正第 2号）の承認について 

 

第 2回被災地復興支援助成事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

第 1回事業成果報告会（於：アイーナ） 

 

三陸交流促進事業委託団体選考委員会（於：岩手県庁） 

 

被災地青少年育成事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

第 3回被災地復興支援助成事業審査委員会（於：岩手県庁） 

 

第 2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 25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 24 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 

 



1.31 第 2回評議員会（於：岩手県民会館） 

 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 25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 25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 25年 3月 31 日現在）         9,003,576円 

 

                      基本財産合計額    344,403,576円 



平成 24 年度事業実施状況について 

１ 基本方針 

  当財団の設立の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 24 年度は、昨年度

に引き続き、東日本大震災からの産業復興・再生を目指し、震災復旧・復興に資する事業支援に重点

的に取組み、地域の雇用と人材の育成につながる産業支援を行った。 

   

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 

○被災地復興可能性調査 

 〔目  的〕 三陸地域の復興に向け、地域のモデル拠点・交流施設について専門家の視点から集客

機能を向上するための調査を行い、地域振興策の提言を行う。 

 〔実施状況〕 専門家として株式会社みかんぐみ及び株式会社ムラヤマに委託し、市町村施設 3施設

（森のこだま館、平庭山荘、国民宿舎くろさき荘）について合計 3 回の現地調査を行い、

それを基に各施設に対して現状の課題、施設診断、改善案、施設改修プランの提案を行

った。 

  

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〕 ・三陸連携フォーラムの開催（H24.9/3 大船渡市 46 名参加、9/5 八戸市 56 名

参加） 

        ・震災復興ガイド育成（三陸ジオパーク推進協議会負担金） 

        ・アドバイザー等派遣事業 

          ①県北沿岸集客モデル施設の集客可能性調査アドバイザ－派遣 

          ②ホームページ作成スキル向上支援セミナーの開催（H24.12/26・27、H25.1/16・

17盛岡市 計 15名参加） 

    ③地域の食材商品化研修会の開催（H25．1/10、30、2/19盛岡市 11名参加） 

       

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により、三陸地域の地域資源

を活用した研究・開発の基礎となるよう促進を図る。 

 〔実施状況〕 ・調査研究事業      8件（助成総額  13,107,838円） 

（うち 23年度延長事業分  1件（助成額     1,000,000円）） （別添資料 1参照） 

・事業成果報告会の開催 （H24．9/25 盛岡市 50名参加） 

・機関誌「三陸総合研究」第 37号の発行 （250部発行） 

 

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 

 〔目  的〕 三陸地域及び周辺地域の事業者を対象とし、事業者が研究機関等と連携して研究開発

やその産業化を進める取組への助成を行い、その事業化をめざした活動や周知を行う。 



 〔実施状況〕 研究開発事業(23年度延長事業分) 1件 （助成額 1,200,000 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 

○被災地復興支援助成事業 

 〔目  的〕 東日本大震災により甚大な被害に見舞われた沿岸地域の早期の復興や雇用の回復を支

援するための助成を行う。 

〔実施状況〕 ・被災事業者業務再開         22 件（助成総額   13,655,489 円）  

       （うち 23年度延長事業分        13 件（助成総額   8,315,112円））   

・被災地域産業再生         15団体（助成総額   87,325,866 円） 

       （うち 23年度延長事業分    6団体（助成総額  24,975,815円）） 

・被災地青少年育成事業       59 件（助成総額   10,172,005円） 

       （うち 23年度延長事業分      3 件（助成総額     450,000 円）） 

       ・県北沿岸地域元気回復事業  86 件（助成総額    35,736,236 円） 

                                                                       (別添資料 3参照) 

 

○三陸交流促進事業 

 〔目  的〕 被災し営業再開した旅館・ホテルや仮設商店街等を応援するため、県外在住者を対象

に復興応援レポーターを募集し、沿岸での宿泊・買い物・飲食に利用可能な三陸応援交

流券を進呈し、現地での交流・買い物を促すとともにレポートにより地域の魅力を発信

するもの。 

 〔実施状況〕 事業は企画選考により、株式会社東北博報堂に委託し実施。各地域ごとに利用可能日

を設け、6つのコースで実施。 

       ・洋野・久慈・野田・普代コース（1/19・20） レポーター22名 

       ・田野畑・岩泉コース（1/26・27）      レポーター17名 

       ・宮古・山田コース（2/2・3）        レポーター47名 

       ・宮古・山田コース②（2/9・10）       レポーター66名 

       ・大槌・釜石コース（2/16・17）       レポーター56名 

       ・大船渡・陸前高田コース（2/23・24）    レポーター20名 

                                                             合計 228名 

  



事業報告の附属明細書の作成について 

  

平成 24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 25年 5月   

                                公益財団法人さんりく基金 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



別添資料 1） 

調査研究事業 一覧 （8件） 

【24年度採択分】 

 研究者 研究題目・取組 助成額（円） 

１ 岩手大学工学部 

 教授 高木 浩一 

題目：静電気を活用した冷蔵設備で鮮魚や加工食品の鮮

度維持や熟成技術確立のための地域調査及び保

存技術の新規技術導入の支援 

取組：①静電気を活用した冷蔵設備での水産物の鮮度維

持及び熟成効果の評価 

②水産サプライチェーンに組み込むための鮮度

保持メカニズムの解明 

1,690,000 

２ 岩手生物工学研究センタ

ー生物資源研究部  

研究員 山田 秀俊 

題目：三陸農林水産資源を対象とした健康機能研究によ

る復興・再生支援 

取組：イサダに含まれる肥満抑制作用を有する機能性成

分の精製・同定 

①前処理方法の検討 

     ②分取 HPCLによる精製法の確立 

     ③活性物質同定 

4,433,000 

３ 岩手県工業技術センター

企画デザイン部 

上席専門研究員  

茨島 明 

題目：三陸地域における震災復興支援に向けた調査研究 

    事業 

取組：①デザインボランティアネットワークの構築 

②商品の市場化、流通支援と生活改善に資する

製品開発、被災地企業による生産支援 

2,300,911 

４ 岩手県立大学総合政策学

部 

 講師 新田 義修 

題目：漁協ごとの漁業条件に基づく現場ニーズの把握と

課題の析出 

取組：①調査先の選定 

②予備調査の実施による現場ニーズの把握と仮

説の設定 

③本調査（宮古、釜石、大船渡地区計 9 つの漁

協で実施） 

262,909 

５ 一関工業高等専門学校物

質化学工学科  

教授 貝原 巳樹雄 

題目：三陸地域資源の品質保証に関する調査研究事業 

取組：近赤外分光分析技術による空ウニおよびウニの可

食部位の重量推定や色調推定によるグレード付

けにより品質保証の可能性を探る。 

488,322 

６ 岩手大学農学部  

教授 木村 賢一 

題目：kujigamberol（久慈産琥珀抽出物）の酵素や細胞

並びに動物への効果検証 

取組：①久慈産琥珀の新規物質の酵素と細胞レベルの活

性を調べる。 

②モルモットを用いた動物試験でアレルギー抑

制効果を調べる。 

2,552,286 

 



７ 岩手県立大学ソフトウェ

ア情報学部 

准教授 佐々木 淳 

 

 

題目：三陸地域の漁業に対する需要と供給能力の調査研

究及びビジネスモデルの構築 

取組：①陸前高田、大船渡をケーススタディとして調査

し、ビジネスモデルの検討。 

②三陸漁業の消費者の需要動向調査 

③漁業加工業者向け CMSの検討 

380,410 

  基金助成額計：12,107,838円 

 

【平成 23年度延長事業分】 

 研究者 研究題目・取組 助成額（円） 

１ 東北大学大学院農学研究

科 

 教授 遠藤 宜成 

題目：養殖ワカメに被害を与える吸管虫の生物学的研究 

取組：吸管虫の由来を明らかにし、活発な増殖に必要な

要因を突き止める。吸管虫の細胞内遺伝子の解析

から餌生物を特定する。 

1,000,000 

 

  



（別添資料 2 ） 

 研究開発事業 【23年度延長事業分】（1件） 

 研究者 事業・取組 助成額（円） 

１ 小野食品株式会社 

 代表取締役社長  

小野昭男 

事業：高齢者向けスープ製品開発 

取組：①高齢者向けスープの試作 

②スープの物性検討とその基準化 

③高齢者の嗜好や嚥下機能への対応 

④健康志向への対応 

1,200,000 

 

 

  



（別添資料３） 

 被災地復興支援助成事業 実績一覧 

 

 

  

件数 助成額（円） 件数 助成額（円） 件数 助成額（円）

洋野町 0 0

久慈市 0 0

野田村 0 0

普代村 0 0

田野畑村 0 0

岩泉町 0 0

宮古市 0 0

山田町 2 1,472,500 1 500,000 3 1,972,500

大槌町 1 63,000 5 3,158,905 6 3,221,905

釜石市 0 0 0 0

大船渡市 5 2,804,877 3 1,662,000 8 4,466,877

陸前高田市 1 1,000,000 4 2,994,207 5 3,994,207

小計 9 5,340,377 13 8,315,112 22 13,655,489

洋野町 0 1 948,938 1 948,938

久慈市 1 1,341,765 0 1 1,341,765

野田村 1 1,072,051 0 1 1,072,051

普代村 1 500,000 0 1 500,000

田野畑村 0 0 0 0

岩泉町 0 0 0 0

宮古市 1 2,132,410 0 1 2,132,410

山田町 1 12,723,798 1 6,210,819 2 18,934,617

大槌町 1 7,201,120 1 300,735 2 7,501,855

釜石市 1 7,869,764 1 1,569,022 2 9,438,786

大船渡市 1 14,770,828 1 5,916,431 2 20,687,259

陸前高田市 1 14,738,315 1 10,029,870 2 24,768,185

小計 9 62,350,051 6 24,975,815 15 87,325,866

被災地青少年育成事業 全県 56 9,722,005 3 450,000 59 10,172,005

県北沿岸地域元気回復事業 全県 86 35,736,236 86 35,736,236

合計 160 113,148,669 22 33,740,927 182 146,889,596

合計

被災事業者業務再開

被災地域産業再生

助成区分 市町村
24年度採択分 23年度延長事業分



 

 

【24年度採択分】

事業者名 住所 事業の概要
雇用人数
（人）

助成額（円）

泉金物産株式会社 山田町
業務）燃料小売業
経費）デジタルマノメーター、パイプマシン、転造専用
ネジ切機、破つりハンマー兼用ドリル他

6 1,000,000

株式会社プロメイクホーム 山田町
業務）住宅の建築
経費）エアコン

4 472,500

クリーンサービス株式会社 大槌町
業務）清掃業、ビルメンテナンス、清掃用具レンタル
経費）共立刈払機

3 63,000

気仙小売酒販組合 大船渡市
業務）気仙管内酒販店のサポート事業
経費）Ａ３カラー複合機、2段カセットペディスタル、
デスクトップＰＣ、１７型液晶ディスプレイ

1 367,500

有限会社海航潜水 大船渡市
業務）潜水作業業務
経費）コンプレッサ他

6 1,000,000

橋爪信栄株式会社 大船渡市
業務）保険代理業
経費）机、イス、書類棚、金庫

3 500,000

大船渡ガス株式会社 大船渡市
業務）簡易ガス事業
経費）コピー機

1 500,000

旭電業 大船渡市
業務）建築物の配線工事
経費）パソコン、冷媒回収装置、ﾚｰｻﾞｰ隅出し器、発電
機

2 437,377

株式会社シェリール
陸前高田工場

陸前高田市
業務）婦人肌着の製造
経費）工業用ミシン

57 1,000,000

合計9件 5,340,377

事業者名 住所 事業の概要
雇用人数
（人）

助成額（円）

有限会社沼崎電気 山田町
業務）建設業の中で送電線、配電盤、電灯、電力機器等
の設備工事
経費）パソコン、プリンター、エアコン他

5 500,000

大槌地域振興株式会社 大槌町
業務）運送業
経費）オートウォッシャー、エアーコンプレッサー、イ
ンパクトトレンチセット

6 514,600

大安環境有限会社 大槌町
業務)浄化槽設備工事業
経費）コマツエンジンコンプレッサー、不断水穿孔機、
ドリル、コアカッター、ビット

1 500,000

株式会社大安 大槌町
業務）タクシー事業、衛生業
経費）タイヤチェンジャー、業務管理用ソフト、複合
機、浄化槽管理システム

10 1,000,000

株式会社クオリティ企画
（ハーブ薬局）

大槌町
業務）調剤薬局
経費）調剤カセット機構、練膏練り器

9 1,000,000

有限会社海龍酒販 大槌町
営業内容）酒類販売
経費）冷蔵庫・パソコン

2 144,305

新和運送株式会社 大船渡市
業務）陸上貨物運送事業
経費）インパクトトレンチ、ｴｱｼﾞｬｯｷ、洗車機、パソコ
ン

6 816,000

有限会社千葉ガス住設 大船渡市
業務）燃料販売業
経費）灯油タンク

1 500,000

有限会社平田興運 大船渡市
業務）建設業運輸業
経費）事務備品、パソコン、冷蔵庫、エアコン

4 346,000

株式会社あおやぎ 陸前高田市
業務）葬祭業
経費）エアコン

1 500,000

株式会社吉田建設 陸前高田市
業務）建設業
経費）トプコン　トランシット　他

7 994,207

高田タクシー有限会社 陸前高田市
業務)タクシー業務
経費）タイヤ交換・オイル交換用リフト、エアコンプ
レッサー、事務用品

5 500,000

有限会社柴田建設 陸前高田市
業務）建設業（建築、土木工事の施工）
経費）焼却炉、万能機、超仕上

7 1,000,000

合計13件 8,315,112

被災事業者業務再開（22件）

【23年度延長事業分】



 

【24年度採択分】

団体名 住所 内容 助成額（円）

中野ウィングススポーツ少年団 洋野町 ユニフォーム、横断幕の購入 200,000

久慈湊オリオンズスポーツ少年団 久慈市 ユニフォームの購入 189,800

久慈市立侍浜中学校バレーボール部 久慈市 ユニフォームの購入 125,946

普代村立普代中学校 普代村 ユニフォームの購入 200,000

島越地区子供会 田野畑村 太鼓の購入 200,000

田野畑ＶＢＣ 田野畑村 ユニフォーム、ボールカゴの購入 196,000

大宮神楽伝承保存会 田野畑村 神楽衣装の購入 200,000

田野畑中学校野球スポーツ少年団 田野畑村 野球用具の購入 200,000

高小ミニバスケットボールスポーツ少年団fast-break 宮古市 ユニフォームの購入 192,000

宮古市立津軽石中学校 宮古市 締め太鼓の購入 200,000

宮古市立河南中学校剣道部 宮古市 小手の購入 100,000

宮古市立第一中学校野球部 宮古市 防球ネットの購入 194,000

山田町レスリングクラブ 山田町 トレーニング用品の購入 177,030

山田北小学校鼓笛隊 山田町 ユニフォームの購入 169,250

山田町立織笠小学校特設陸上競技部 山田町 ユニフォームの購入 151,080

豊間根中学校バスケットボールスポーツ少年団 山田町 ユニフォームの購入 90,000

山田町立山田中学校バレーボール部 山田町 ユニフォームの購入 187,069

吉里吉里ＶＢＣ 大槌町 ユニフォームの購入 101,900

大槌剣道スポーツ少年団 大槌町 胴着、防具の購入 200,000

大槌町立大槌中学校男子バスケットボール部 大槌町 バスケットボール用具の購入 78,000

大槌町立大槌中学校バドミントン部 大槌町 スコアボード、シャトルの購入 78,000

大槌町立大槌中学校女子ソフトテニス部 大槌町 ボールの購入 65,000

釜石シーウェイブスジュニア 釜石市 ハンドダミーの購入 66,150

栗林ゼブラ野球スポーツ少年団 釜石市 ユニフォーム、横断幕の購入 181,290

鵜住居野球スポーツ少年団 釜石市 備品倉庫の購入 200,000

ストリートダンスラボアンドダンズ
（Street dance Labo AND DANS)

釜石市 ユニフォーム、レッスン用備品の購入 183,000

ＫＲＴ（ケーアールティー） 釜石市 サッカーゴールの購入 138,600

平田野球スポーツ少年団 釜石市 グラウンド整備備品の購入 192,000

釜石市立釜石東中学校女子バレーボール部父母会 釜石市 ユニフォーム、横断幕の購入 190,500

さかり野球スポーツ少年団 大船渡市 トスマシーン、ボールの購入 200,000

綾里ホップ、ステップスポーツ少年団 大船渡市 卓球マシンの購入 189,000

日頃市バレーボールクラブスポーツ少年団 大船渡市 ユニフォームの購入 200,000

大船渡市剣道スポーツ少年団 大船渡市 防具セットの購入 200,000

大船渡ブルーサンダーズスポーツ少年団 大船渡市 ユニフォームの購入 200,000

綾里バレーボールスポーツ少年団 大船渡市 チームウェアーの購入 191,640

猪川バレーボールスポーツ少年団 大船渡市 ユニフォーム、ネットの購入 200,000

末崎KID'S BOY 大船渡市 ユニフォームの購入 200,000

立根Ｊｒ’99 大船渡市 ネットの購入 200,000

赤崎シャトルズスポーツ少年団 大船渡市 大会遠征費 200,000

末崎地区青少年剣道育成協議会 大船渡市 竹刀の購入 200,000

蛸ノ浦スポーツ少年団 大船渡市 ユニフォーム、野球用具の購入 200,000

田浜地区子供会 大船渡市 和太鼓の購入 100,000

港地域子供会 大船渡市 伝統芸能衣装の購入 200,000

大船渡市立末崎小学校スポーツクラブ 大船渡市 陸上、一輪車 200,000

被災地青少年育成事業（59件）



 

  

赤崎ウェーブスポーツ少年団
（赤崎中学校ソフトテニス部）

大船渡市 ユニフォームの購入 200,000

大船渡市立赤崎中学校バレーボール部 大船渡市 ユニフォームの購入 139,950

大船渡市立大船渡中学校男子バスケットボール部 大船渡市 ユニフォーム、ボールの購入 200,000

大船渡市立大船渡中学校サッカー部 大船渡市 ユニフォーム、ベンチの購入 200,000

大船渡第一中学校男子バレーボール部父母の会 大船渡市 ユニフォーム、ボールの購入 200,000

下矢作ＶＢＳＳ 陸前高田市 ユニフォームの購入 180,000

竹駒ＶＢＳＳ 陸前高田市 ユニフォーム、ネットの購入 200,000

陸前高田市立横田中学校野球部 陸前高田市 外照明のレンタル 200,000

陸前高田市立気仙中学校バスケットボール部 陸前高田市 ボール、横断幕の購入 74,800

陸前高田市立気仙中学校野球部 陸前高田市 バッティング練習用ネットの購入 200,000

陸前高田市立気仙中学校バレーボール部 陸前高田市 ネット、審判台の購入 200,000

陸前高田市立第一中学校野球部 陸前高田市 ベンチ、レーキの購入 200,000

合計56件 9,722,005

【23年度延長事業分】

団体名 住所 内容 助成額（円）

吉里吉里野球スポーツ少年団 大槌町
ユニホーム、グランドコート、ヘルメッ
ト掛け、マウンドプレート、プレハブ、
防御ネットの購入

150,000

栗林ラビースポーツ少年団 釜石市 ユニフォーム及び練習着購入 150,000

大船渡北野球スポーツ少年団 大船渡市 ユニフォーム購入 150,000

合計3件 450,000



 

事業者名 住所 事業の概要 助成額（円）

株式会社アグリカシオペア 二戸市 廃棄トマトの商品開発「きっちんトマト」 500,000

株式会社リード 二戸市 「ほっと安心帽」試作品製作 500,000

農事組合法人金田一営農組合 二戸市
金田一産リンゴのブランドイメージ確立のためのロゴ作
成、出荷箱の作成

500,000

ゆいほたる 二戸市 新商品開発「ブルーベリー大福」 463,554

きんじ 二戸市 「岩手中生」を使用した新商品開発 216,896

藤萬菓子店 二戸市 商品「のへりん」の宣伝ツール作成 240,000

特定非営利法人三の丸ひまわり 二戸市 商品パッケージのリニューアル 500,000

サラダボウル・こずや利用組合 一戸町
「いちのへピクルス」パッケージリニューアル
新商品開発「トマトのワイン煮」「トマトのレモン煮」

500,000

奥中山高原農協乳業株式会社 一戸町 「べこっこヨーグルト」パッケージリニューアル 500,000

一野辺製パン株式会社 一戸町
岩手県産の素材を活用した「健康志向」を詠った新商品
群「ＰＡＮＺ」のラベルデザイン

500,000

奥中山産直利用組合 一戸町 新商品開発 500,000

株式会社結 一戸町 宣伝ツール、パンフレットの作成 241,752

有限会社萬博堂 一戸町 ギフトセット販売に係るカタログ作成 200,000

天然食産 一戸町 商品ラベルの改良、飲料水の試作 401,021

尾田川農園 軽米町
新商品開発「ｻｸｻｸ有機玄米と雑穀」「ｻｸｻｸ有機玄米とは
と麦」「ｻｸｻｸ有機玄米と黒米赤米」

500,000

(有)千本松本舗 軽米町 商品パッケージのリニューアル 487,888

株式会社九戸村ふるさと振興公社 九戸村 甘茶新商品開発 500,000

株式会社ミナミ食品 洋野町 新商品開発「南部ゆばお味噌汁」 480,000

株式会社ひろの屋 洋野町
新商品開発「北三陸の海男児しゅうまい」「茎ワカメ入
りイカ塩辛」

440,000

間澤　智子 洋野町
行者ニンニクを使った新商品開発「お豆腐のタレ」「行
者ニンニクラーメン」

292,985

はまなす亭 洋野町 新商品開発,販路開拓事業 246,000

木村ツヤ子 洋野町
新商品開発「しいたけピクルス」「しいたけと昆布の佃
煮」「しいたけパウダー」

479,387

有限会社梨忠商店 洋野町 既存商品ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ、パンフレット作成 468,048

プレステック株式会社 久慈市 「こはく姫」のパッケージリニューアル、新商品開発 500,000

株式会社ドリームアップ 久慈市 メニュー開発、食イベント開催の宣伝ツール 265,808

株式会社のだむら 野田村 のだ塩お守りストラップの開発 224,280

だらすこ工房 野田村 新商品開発に係る専門家指導、宣伝ツール作成 500,000

有限会社マルコシ商店 普代村 こんぶの根元を使った新商品開発 500,000

海産物のくまもと 普代村 商品パッケージのリニューアル 500,000

株式会社めぐみ農園 田野畑村 パッケージ、出荷箱リニューアル 500,000

マルワ鮮魚店 田野畑村 商品パッケージのリニューアル 78,120

特定非営利法人ハックの家 田野畑村 ＨＰ制作 491,432

田野畑山地酪農牛乳株式会社 田野畑村 宣伝用看板装飾 70,368

有限会社田屋商事 岩泉町 新商品開発「イワナの燻製茶漬け」 500,000

有限会社山口屋 岩泉町 商品ラベルの改良 383,443

田老町漁業協同組合 宮古市 真崎わかめの販促備品作成 500,000

古須賀商店 宮古市 新商品開発、パッケージリニューアル 303,647

三陸宮古復興市場 宮古市 新商品開発「鮭サブレ」 500,000

共和水産株式会社 宮古市 ＨＰ制作 500,000

東和食品株式会社 宮古市 新商品のパッケージ作成「けずりこんぶ」 448,000

柳沢商店 宮古市 無添加保存食の新商品開発「しいたけ昆布」 121,648

県北沿岸地域元気回復事業(86件)



 

鈴木商店 宮古市 商品パッケージのリニューアル 454,608

田中菓子舗 宮古市 商品パッケージのリニューアル「たろうの思い」 468,804

有限会社宮古マルエイ 宮古市 商品パッケージのリニューアル 500,000

株式会社山英 宮古市 「三陸福幸漬」のパンフレット、ギフト箱作成 500,000

（百）みついし 宮古市 店名入り商品包装の作成 347,376

フードパック株式会社 宮古市 商品パッケージのリニューアル、新商品開発 500,000

山根商店 宮古市 新商品開発「片口いわしのオリーブオイル漬け」 500,000

丸友しまか有限会社 宮古市 「塩辛」「しめ鯖」のパッケージリニューアル 305,355

合同会社サネバネ本舗 宮古市
新商品開発「三陸レトルトカレーセット（アカモク・イ
カ・タラホル）」

500,000

花坂印刷工業株式会社 宮古市 ＨＰ制作 500,000

有限会社とりもと 宮古市 新商品（カレーパン）開発 400,000

株式会社須藤水産 宮古市 ＨＰリニューアル制作　ＨＰサイト製作 430,920

まつ本 宮古市 商品パッケージのリニューアル 132,300

区界高原そば生産振興組合 宮古市 宣伝ツールの作成 424,200

釜揚げ屋 山田町 「山田せんべい」パッケージリニューアル 480,000

有限会社　長根水産 山田町 商品のパッケージリニューアル 500,000

株式会社丸一水産 山田町 商品のパッケージリニューアル 500,000

株式会社川石水産 山田町 商品のパッケージリニューアル 500,000

山田の牡蠣くん 山田町 ＥＣサイト製作 500,000

有限会社木村商店 山田町 商品パンフレット作成 500,000

株式会社五篤丸水産 山田町 新商品開発「山田せんべいソフト・アイスクリーム」 487,394

三陸味処　三五十 山田町 「山田のおみごと」新種類の開発・ギフト商品化 500,000

山田町サーモンプロジェクト 山田町 商品のパッケージリニューアル 468,800

有限会社まるき水産 山田町 「漁師の生ふりかけ」新種類の開発・ギフト商品化 480,800

おみなや 山田町 商品パッケージのリニューアル 379,485

寅丸水産 山田町 「わかめ」[昆布」商品パッケージリニューアル 500,000

越田　秀一 大槌町 ホタテを使ったレシピ開発、宣伝ツール作成 335,732

生活研究グループ　マリンマザーズきり
きり

大槌町
「わかめかりんとう」「ばぁーらー漬」等のパッケージ
リニューアル・セット商品化

500,000

ど真ん中・おおつち協同組合 大槌町 商品カタログ作成、パッケージ製作 448,000

有限会社上田製材所 大槌町 ＨＰ作成 478,400

城山観光 大槌町 ＨＰ作成 240,000

TRS食品有限会社 大槌町 螺貝を使用した商品開発 437,299

ひびき鮮魚店 大槌町 店名入り商品包装の作成 279,342

大槌山田地域住宅供給グループ 大槌町 グループ活動に伴う宣伝ツール作成 500,000

三陸いりや水産株式会社 釜石市 「三陸ブイヤベース」パッケージリニューアル 479,136

株式会社川喜 釜石市 新商品開発「和山高原そばわさび風味」 500,000

仙人醸造所 釜石市 「柿酢」のパッケージリニューアル 500,000

釜石振興開発株式会社 釜石市 新商品開発「復興の鐘」 349,680

鵜住居食品相互連携・移動販売グループ 釜石市 ＰＲ用ツールの作成 103,896

釜石ビジネスホテルグループ 釜石市 グループ活動の宣伝ツール作成 250,320

北浜わかめ組合　虹の会 大船渡市 「北浜ワカメ」パッケージ作成 483,640

旅館海風苑 大船渡市 宣伝グッズの作成 451,272

株式会社陸前高田手焼きせんべい 陸前高田市 商品のパッケージリニューアル、ギフト商品化 400,000

広田半島営農組合野菜・加工部「工房め
ぐ海」

陸前高田市 「おやき」パッケージリニューアル 406,400

ひころいちファーム 陸前高田市 タレ・スープの開発 288,800

合計86件 35,736,236


