
平成 26 年度事業報告 

 

平成 26年度庶務事項 

 

１．役員・評議員構成                 （平成 26 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 菊 池  哲 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 菅 野 信 弘 北里大学海洋生命科学部長  

理    事 後 藤  均 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 菊 池 芳 泉 一般社団法人岩手県銀行協会常務理事  

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 平成 27年 3月 26日まで 

評   議   員 齋 藤 淳 夫 岩手県政策地域部長  

評   議   員 中 居 正 剛 久慈市副市長  

評   議   員 廣 田  淳 岩手県商工会議所連合会専務理事  

評   議   員 八 代  仁 岩手大学地域連携推進機構長 平成 27年 3月 16日まで 

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 

26.4.16 

 

 

4.21 

 

4.22 

 

4.23 

 

 

 

5.2 

 

理事会（書面決議） 

 第 1号議案 評議員会の決議の省略について（書面決議） 

 

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） 

 

第 1 回大学等連携地域支援事業審査委員会（於：岩手県公会堂） 

 

評議員会（書面決議） 

 第 1号議案 理事の選任について 

 第 2号議案 評議員の選任について 

 

変更登記（理事、評議員の変更） 

  



5.2 

 

 

5.8 

 

5.9 

 

5.12 

 

5.16 

 

5.21 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.26 

 

7.8 

 

7.22 

 

 

7.23 

 

7.29 

 

 

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 

 

第 1 回地域コミュニティ再生支援事業審査委員会（於：岩手県公会堂） 

 

第 1 回調査研究事業審査委員会及び事業成果報告会（於：北ホテル） 

 

本監査（於：岩手県議会棟） 

 

第 1 回被災地青少年育成事業審査委員会（於：岩手県民会館） 

 

第１回理事会（於：岩手県議会棟） 

 報   告 職務執行の状況について 

 第１号議案 平成 25年度事業報告及び附属明細書の承認について 

 第 2号議案 平成 25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 26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 26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：岩手県議会棟） 

 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 25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 25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 26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 評議員の選任について 

 

変更登記（評議員の変更） 

 

第 2 回県北沿岸地域特産品開発事業審査委員会（於：岩手県民会館） 

 

第 1 回研究開発シーズ事業化事業審査委員会（於：北ホテル） 

第 2 回被災地青少年育成事業審査委員会（於：岩手県公会堂） 

 

第 2 回地域コミュニティ再生支援事業審査委員会（於：岩手県民会館） 

 

理事会（書面決議） 

 第１号議案 評議員会の決議の省略について（書面決議） 

 



8.8 

 

 

 

8.25 

 

9.19 

 

27.1.20 

 

2.2 

 

 

 

 

2.12 

 

 

 

 

2.13 

評議員会（書面決議） 

第 1号議案 理事の選任について 

 第 2号議案 監事の選任について 

 

変更登記（理事、監事の変更） 

 

第 2 回研究開発シーズ事業化事業審査委員会（於：北ホテル） 

 

財政的援助団体等に係る監査（予備監査）（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 27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 26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 27年度事業計画及び収支予算の承認について 

 

財政的援助団体等に係る監査（本監査）（於：岩手県庁） 

 

 

  



基本財産造成状況等 

 

１ 基本財産造成状況（平成 27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 27年 3 月 31日現在）         8,903,576 円 

 

                      基本財産合計額    344,303,576 円 



平成 26 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 26 年度は、復旧・復

興の進捗状況に応じた沿岸事業者への支援強化、被災地を中心に、自主的な取組を促すための地域コ

ミュニティ活動への支援等を行った。 

  

２ 事業別の実施状況 

公１：三陸地域の振興に関する総合的な調査研究及び提言 

○沿岸被災地での公共交通の利用に関するシンポジウム等の開催 

〔目  的〕 25年度に実施した「沿岸被災地の交通基盤整備後の需要・影響調査」を受けて、ＪＲ

山田線復旧後の鉄道の利用促進策の提案など地域住民の意識醸成等を図るため開催す

るもの。 

 〔実施状況〕 三陸地域の公共交通利用に関する意識を醸成するため、三陸鉄道をテーマとした「三

陸鉄道シンポジウム～鉄道を支える力は無限大～」を 9 月から 11 月までの期間におい

て、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市を会場に 4回開催した。 

 

○三陸地域の交流人口拡大に向けた広域活動調査 

 〔目  的〕 三陸地域とその自然、歴史、文化などの観光資源とつながりの深い平庭高原内陸部の

交流拠点との連携による、交流人口拡大に向けた広域活動事業を実施するもの。 

 〔実施状況〕 平庭高原において、10月 3日に地域資源の魅力向上を考えるシンポジウムを開催する

とともに、モニターツアーの実施、集客促進のツールとしてのガイドマップを作成し、

効果検証等を行った。 

 

○三陸地域をはじめとする集落の状況等に関する調査 

 〔目  的〕 現在整備が進められている三陸縦貫道路等の交通基盤整備後の進捗状況等により、人

口の流動化が見込まれる中で、地域住民の生活基盤である集落等の実態と課題を調査・

把握し、人口減少対策や今後の集落対策に反映させるもの。 

 〔実施状況〕 岩手県立大学に委託し、集落の人口や高齢化の状況等基礎的データの収集・分析及び

個々の集落で抱える課題等について実地調査を実施した。 

 

○三陸地域の地域資源情報調査 

 〔目  的〕 ジオパークと自然・食・歴史文化等とのつながりを顕在化させるとともに、地域内の

テーマ設定とサイトを繋ぐスト―リーを再構築するための調査を行うもの。 

 〔実施状況〕 三陸ジオパーク推進協議会に委託して、三陸ジオパークに関連する情報素材の追加収

集・詳細調査及びジオサイトの現地調査、世界ジオパーク申請を見据えたセールスポイ

ントの分析等の資源調査を行った。 

  

公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〕 ・ジオパークガイドの育成（三陸ジオパーク推進協議会負担金） 



・青少年等地域学習交流促進事業 

「三陸鉄道縦断小学生クイズ大会・第 2回三陸キッズジオマスター」を開催し、 

沿岸 5市町から小学生 10名参加した。（平成 26年 11月 2日） 

        ・専門アドバイザー等の活用 

          集客拡大に向けた店舗開発に取り組む山田町特産品販売協同組合に対し、派遣を

行った。 

       

公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、沿岸地域の産業・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 4件（助成総額 7,075,111 円）（別添資料 1参照） 

        ・機関誌「三陸総合研究」第 39号の発行（250部、9 月発行） 

・事業成果報告会の開催 （平成 26年 5月 9日 盛岡市） 

 

公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 4件 （助成総額 6,339,632円）  （別添資料 2参照） 

          

公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 49件 （助成総額 19,466,609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 24件 （助成総額 8,897,894円）  （別添資料 4参照） 

 

○地域コミュニティ再生支援事業 

 〔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 19件 （助成総額 16,242,667円）  （別添資料 5参照） 

 

○大学等連携地域支援事業 

 〔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  6件 （助成総額 2,667,940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 26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 27年 5月   

                                公益財団法人さんりく基金 

 

 

  



 

 

  

№ 申請者名 事業名
助成金額
（円）

1
岩手県立大学盛岡短期大学部
教授　千葉　啓子

岩手県沿岸地域における水産加工業者の衛生管理レベルアップをめざ
して－大槌・釜石地域をモデルケースとした衛生管理の基盤づくり

1,377,812

2

公益財団法人岩手生物工学研
究センター
研究員　山田　秀俊

８-ヒドロキシエイコサペンタエン酸（8-HEPE)を活用したイサダ高付
加価値化のための調査研究事業

2,000,000

3

地方独立行政法人岩手県工業
技術センター
上席専門研究員　有賀　康弘

圧縮処理木材による曲木技術を活用した沿岸地域木製品製造企業のた
めの製品開発に関する調査研究

1,697,299

4
岩手大学工学部
准教授　土岐　規仁

琥珀の溶融分離プロセスを用いた新たなコーティング技術による新規
製品開発

2,000,000

合計 7,075,111

（資料１）　調査研究事業（4件）実績一覧



 
 

  

№ 申請者名 住　　所 事業名
助成金額
（円）

1 株式会社長根商店 洋野町
高電場を用いた三陸あわびたけの成分向上と冷凍技術の改善
による競争力強化

977,184

2 丸友しまか有限会社 宮古市 イサダを使った練り製品の開発 1,650,000

3 株式会社川秀 山田町 北限のオキアミ煎餅開発プロジェクト　チーム川秀 1,712,448

4 酔仙酒造株式会社 大船渡市 低アルコール微発泡清酒の安定量産化事業 2,000,000

合計 6,339,632

（資料２）　研究開発シーズ事業化事業（4件）実績一覧



 

1 有限会社石橋煎餅 二戸市 付加価値の高い南部せんべいの新商品開発及びＰＲ 500,000

2 株式会社浄法寺漆産業 二戸市
既存商品「漆チューブ」のラベル改良及びパンフレット
作成

434,500

3 株式会社結 一戸町 結カフェブランドの統一（商品ラベル改良） 379,157

4 北舘菓子舗 一戸町
「はなまがりクッキー・みみかざりクッキー」のパッ
ケージリニューアル

297,216

5 有限会社千本松本舗 軽米町 既存商品「そば月餅」のラベルリニューアル 500,000

6 有限会社高常商店 軽米町 彩りの里・軽米の「十五穀パウンドケーキ」の商品開発 500,000

7 株式会社ひろの屋 洋野町 新商品「寿司屋のみそ汁」開発 297,280

8 はまなす亭 洋野町 弁当類販売の新たな顧客層の開拓 254,880

9 有限会社梨忠商店 洋野町 既存商品「海産珍味」のパッケージ袋の作成 423,360

10 株式会社長根商店 洋野町
三陸あわびたけを軸とした地元食材との新感覚コラボ商
品開発

431,508

11 有限会社田村牧場 久慈市
「黒毛和牛ジャーキー」「短角牛ジャーキー」のラベル
改良及び宣伝ツール作成

500,000

12 山形町白樺樹液生産組合 久慈市 白樺樹液の飲料水(ミネラルウォーター）開発 500,000

13 株式会社のだむら 野田村
「悠久の眠りから輝きのマリーンローズ」宝飾品デザイ
ン開発事業

500,000

14 かまどのつきや 野田村
中華の超人・曽明星氏とつくる「絶品・福来豚まん」商
品開発

500,000

15 下川原商店 普代村 手づくり駄菓子のデザイン統一化 189,820

16 株式会社マルサ嵯峨商店 普代村 普代産昆布を活用したお惣菜の開発 427,552

17 萩牛生活研究グループ 普代村 鉄山染作品の新商品開発及び商品力向上 61,860

18 有限会社マルコシ商店 普代村 マルコシ商店オリジナル商品体系の構築 500,000

19 はまゆりグループ 普代村 青の国ふだい北三陸本物シリーズ「いちご煮」商品開発 500,000

20 有限会社白花しゃくなげ荘 田野畑村 北山崎限定ファーストフード新商品開発 500,000

21 田野畑村漁業協同組合 田野畑村 田野畑産塩蔵わかめの商品化及び販路開拓 399,686

22 田野畑山地酪農牛乳株式会社 田野畑村 田野畑山地酪農牛乳ソフトクリームの商品化 382,416

23 糸ばた工房 岩泉町
「山ぶどう染め」包装パッケージの作成と宣伝ツールの
作成

500,000

24 早野産業有限会社 岩泉町
岩泉町産の菌床シイタケを用いたレストラン用食材、お
土産両方に使える惣菜商品の開発

65,395

25 有限会社内田販売システム 宮古市 テニストレーニング用品開発 500,000

26 山根商店 宮古市 ギフト用商品のパッケージリニューアル 480,470

27 潮風のハーブ園 宮古市
既存商品「潮風のハーブ」パッケージ改良及び宣伝ツー
ル作成

500,000

（資料３）　県北沿岸地域特産品開発事業（49件）実績一覧

№ 申請者 住　　所 事業概要
助成金額
（円）



 

 

  

28 丸友しまか有限会社 宮古市
岩手県産小麦、三陸産海産物を使った新しいピロシキの
商品化

368,320

29 田中菓子舗 宮古市 土産菓子「たろうのまち」と「防浪堤」の商品改良 485,654

30 有限会社すがた 宮古市 「まごいかせんべい」県外向け製品としての改良発展 500,000

31 柳沢商店 宮古市 茎わかめの消費拡大のための新商品開発 130,944

32 柏谷　智康 山田町 天然ムール貝を使った新商品開発 500,000

33 釜揚げ屋 山田町 新商品「牡蠣のグレープシードオイル漬け」開発 472,800

34 復興！船越地域協議会 山田町 「いわて・船越」ブランド確立プロジェクト 500,000

35 有限会社木村商店 山田町
アワビ・牡蠣のグラタンの商品化とホタテグラタンの改
良（ギフトセット化）

382,338

36 株式会社山田の牡蠣くん 山田町
低価値水産品の加工技術開発及び商品化「山田のしうり
貝」

431,433

37 株式会社五篤丸水産 山田町 焼きうに　2個入り化粧箱作成 216,864

38 大坂屋菓子店 大槌町 新商品デザインブラッシュアップ事業 154,048

39 三陸ベニマル 大槌町 既存商品「三陸漬」のパッケージ改良 237,600

40
デジタルブックプリント株式会
社

大槌町
個人客向け大槌産水産加工品の詰め合わせ商品パッケー
ジの制作

500,000

41
特定非営利活動法人まちづく
り・ぐるっとおおつち

大槌町 ひょうたんランプ商品化 314,692

42 小豆嶋漁業株式会社 大槌町 イクラ商品のパッケージリニューアル 500,000

43 ど真ん中・おおつち協同組合 大槌町 新商品と既存商品改良のアピール用チラシ制作 147,312

44 TRS食品有限会社 大槌町 潮風堂　贈答品（吉里吉里三昧）の開発 500,000

45 馬力舎 遠野市 里山森林再生と地域文化再生継承・地域材の活用 440,000

46 三陸いりや水産株式会社 釜石市 三陸白い塩辛の柑橘風味試作 301,120

47 有限会社佐々木仁平商店 釜石市
商品ブランド向上のロゴマークデザイン及びロゴシール
試作

449,280

48 有限会社アール 釜石市
海産物内臓除去機「ウニわたくるくる」の広報宣伝並び
に新用途開発

409,104

49 株式会社海楽荘 大船渡市 自社ブランドワカメのパッケージ作成 500,000

合計 19,466,609



 

 

 

1 中野ウイングススポーツ少年団 洋野町 ピッチングマシン、ヘルメット等の購入 474,336

2 大野小学校ＰＴＡ 洋野町 お祭り用和太鼓の購入 480,000

3 寺里スポーツ少年団 久慈市 ピッチングマシン、マシン用ネットの購入 391,716

4 中野七頭舞同好会保護者会 岩泉町 踊り用衣装一式、お囃子用衣装一式の購入 448,360

5 大牛内分校ＰＴＡ 岩泉町 卓球台、卓球備品の購入 495,612

6 小本小学校ＰＴＡ 岩泉町 テントの購入 486,864

7 宮古ラグビースクール 宮古市
ソフトタックルダミー、ハンドダミー、イージーテン
ト等の購入

295,156

8 花輪ジャイアンツスポーツ少年団 宮古市 ベンチ、ダブルネットの購入 284,440

9 田老リトルズスポーツ少年団 宮古市
ノック兼用ストレートマシン、ノック用ボール押出器
の購入

500,000

10 安渡手踊り会 大槌町 拡声・音響装置の購入 416,448

11
大槌中学校サッカースポーツ少年
団

大槌町 サッカー用備品の購入 79,698

12
栗林ラビーバレーボールスポーツ
少年団

釜石市 バレーボール支柱の購入 193,512

13 釜石シーウェイブスジュニア 釜石市 テントの購入 204,500

14 唐丹すぽこんクラブ 釜石市 シーカヤックの購入 492,804

15
越喜来中学校バレーボールスポー
ツ少年団

大船渡市 バレーボール支柱の購入 213,800

16 ＦＣサン・アルタス大船渡 大船渡市 倉庫の購入 500,000

17 千歳明神太鼓 大船渡市 太鼓の購入 500,000

18 高田バレーボールクラブ 陸前高田市 審判台、支柱運搬車の購入 135,648

19 小友町野球スポーツ少年団 陸前高田市 テントの購入 200,000

20 下矢作ＶＢＳＳ 陸前高田市 バレーボールネット、バレー支柱、アンテナの購入 233,700

21
小友・横田バレーボールスポーツ
少年団

陸前高田市 審判台、得点板等バレー備品の購入 432,000

22 高田野球スポーツ少年団 陸前高田市 ピッチングマシン、棚の購入 500,000

23
広田ミニバスケットボールスポー
ツ少年団

陸前高田市 バスケットボール備品、、オフィシャル備品の購入 499,300

24 米崎リトルスポーツ少年団 陸前高田市 ベンチの購入 440,000

合計 8,897,894

（資料４）　被災地青少年育成事業（24件）実績一覧

助成金額
（円）

№ 申請者名 住所 事業内容



 

 

  

1 九戸城流鏑馬実行委員会 二戸市
九戸城流鏑馬競技大会開催と関連イベントに
よる地域活性化

1,000,000

2 金田一温泉地区連絡協議会 二戸市 金田一温泉地区協働除雪実施事業 1,000,000

3 御所野遺跡を支える会 一戸町
地域で支える御所野縄文遺跡の保全・活用活
動

1,000,000

4 江刺家神楽保存会 九戸村 郷土芸能による青少年育成と地域おこし 1,000,000

5 瀬月内自治会 九戸村 瀬月内集落交流活性化事業 980,000

6 南田町内会 九戸村 熊野舘公園化事業 1,000,000

7 阿子木神楽保存会 洋野町 阿子木神楽による地域の絆づくり事業 863,473

8 城内地区地域づくり協議会 野田村 城内地区における地域コミュニティ再生事業 418,130

9 桜木の花道プロジェクト 大槌町 桜木の花道プロジェクト 725,760

10 大槌町を楽しむ会 大槌町
春夏秋冬「大槌のくらし、まるごと体験学
校」

1,000,000

11 赤浜公民館事業推進協議会 大槌町
コミュニティ再生を目的とした震災犠牲者追
悼のための備品購入と慰霊行事の開催

744,000

12 小鎚仮設団地自治会 大槌町 生活不活発病予防とコミュニティの確立 335,903

13 平田どうもの会 釜石市 住民参加による地域活性化プログラム 705,716

14 栗林共栄会 釜石市
資源と人材で築く新しい栗林～食をテーマ
に、地域住民一丸となって取り組む地域コ
ミュニティの再生～

835,510

15 唐丹地域会議 釜石市
唐丹地区における住民主体による地域活性化
イベントの定着化

708,918

16 赤崎復興隊 大船渡市 赤崎復興市開催による地域住民交流事業 1,000,000

17
ＳＡＮＯ（佐野）「まちづくり協議
会」設立準備会

大船渡市
ＳＡＮＯ「受継ぎ繋ぐみんなのまちづくり」
3つのプロジェクト

925,257

18 大船渡復興まつり実行委員会 大船渡市
北東北三大踊り相互交流による地域活性化事
業

1,000,000

19 長洞元気村協議会 陸前高田市
好齢（高齢）ビジネス事業による「絆」再生
プロジェクト

1,000,000

合計 16,242,667

 （資料５）　地域コミュニティ再生支援事業（19件）実績一覧

No 申請者 住　　所 事業概要 助成金額（円）



 

 

1
岩手県立大学ソフトウェア情
報学部

村山研究室
仮設住宅と復興住宅における無人商店システ
ム導入による自立的で持続的な生活支援

449,040

2 岩手県立大学総合政策学部 吉野英岐研究室
岩手県北・沿岸地域の伝統作物を生かした情
報発信による地域活性化

351,802

3 大阪大学人間科学部 渥美研究室 写真返却による被災地での交流の場の創出 482,250

4 岩手大学
インダストリアルデザ
イン研究室

産直における双方向型の農作物の販売表現の
可能性

394,320

5
東京大学大学院新領域創成科
学研究科

サイバーフォレスト研
究会

ロボットカメラを利用した地域活性化の促進
と環境教育への活用

500,000

6 千葉大学大学院看護学研究科 千葉大学DNGL
お母さんに元気を～陸前高田市の未就学児を
持つ母親、および母親たちを支える子育て相
談員への支援～

490,528

合計 2,667,940

（資料６）　大学等連携地域支援事業（6件）実績一覧

№ 大学名 グループ名 活動テーマ
助成金額
（円）


