
平成 27 年度事業報告 

 

平成 27年度庶務事項 

 

１．役員・評議員構成                 （平成 27 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 宮 野  孝 志 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 大  平  尚 岩手県政策地域部長 

評   議   員 菅 原 悦 子 岩手大学地域連携推進機構長 

評   議   員 角 田 陽 介 大船渡市副市長 

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 山 口 公 正 宮古市副市長 

評   議   員 山 崎 秀 樹 釜石市副市長 

 

２．会議等開催状況 

年月日 記     事 

27.4.15 

 

 

5.1 

 

5.8 

 

 

5.11 

 

5.15 

 

 

 

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：岩手県庁） 

 

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） 

 

本監査（於：岩手県議会棟） 

 

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 

 



5.19 

 

5.20 

 

5.22 

 

 

5.25 

 

5.27 

 

 

 

 

 

 

 

5.29 

 

6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 

 

 

7.1 

 

7.13 

 

7.24 

 

7.27 

第 1 回被災地青少年育成事業審査委員会（於：岩手県議会棟） 

 

変更登記（理事、評議員の変更） 

 

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 26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 26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 27年度事業計画の変更及び収支予算（補正第 1号）の変更の承認について 

 第 4号議案 平成 27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：北ホテル） 

 

第１回評議員会（於：岩手県民会館） 

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年度事業報告及び附属明細書の承認について 

第 3 号議案 平成 26 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 27年度事業計画の変更及び収支予算（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 

 第 6号議案 任期満了に伴う監事の選任について 

 第 7号議案 任期満了に伴う評議員の選任について 

 

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定について 

 

変更登記（理事、監事、評議員の重任及び就任） 

 

第 2 回県北沿岸地域特産品開発事業審査委員会（於：岩手県公会堂） 

 

第 1 回イベント開催助成事業審査委員会（於：いわて観光経済交流センター） 

 

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） 



 

28.3.7 

 

 

 

3.10 

 

 

3.10 

 

3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23 

 

 

 

 

 

理事会（書面決議） 

第１号議案 日本版ＤＭＯ候補法人の登録申請について 

第２号議案 評議員会の決議の省略について（書面決議） 

 

評議員会（書面決議） 

 第１号議案 日本版ＤＭＯ候補法人の登録申請について 

 

日本版ＤＭＯ候補法人登録申請書提出 

 

第２回理事会（於：北ホテル） 

 報   告 職務執行の状況について、日本版ＤＭＯ候補法人の登録申請について 

第１号議案 平成 28年度事業計画及び収支予算の承認について 

第２号議案 公益財団法人さんりく基金事務局組織規程の一部改正について 

第３号議案 公益財団法人さんりく基金代決専決規程の一部改正について 

第４号議案 公益財団法人さんりく基金文書取扱規程の一部改正について 

第５号議案 公益財団法人さんりく基金公印管理規程の一部改正について 

第６号議案 公益財団法人さんりく基金委嘱者の任用等に関する規程の制定について 

第７号議案 平成 27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：北ホテル） 

 報   告 職務執行の状況について、日本版ＤＭＯ候補法人の登録申請について 

 第１号議案 議長及び副議長の選出について 

 第２号議案 議事録署名人の選出について 

 第３号議案 平成 28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 28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 28年 3 月 31日現在）         8,983,576 円 

 

                      基本財産合計額    344,383,576 円 



平成 27 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 27 年度は、地域コミ

ュニティの維持、再生を図る活動への支援、販路の拡大等経営の向上を図る沿岸事業者等への支援を

重点的に取り組んだ。 

  

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 

○沿岸地域での公共交通利用促進のためのワークショップの開催 

〔目  的〕  

沿岸地域の公共交通の利用促進と活性化を図るため、地域住民を対象としたワークショップを

開催するもの。 

〔実施状況〕 

三陸鉄道をテーマに、これからの地域を担う沿線４市の高校生を対象としたワークショップを開

催した。実際の乗車を通じ、「タブレット端末による拡張現実（ＡＲ）機能を使用した地域情報の

発信」や「恋し浜ポストのそばに手紙を書ける場所の設置」など利用促進のための具体策や魅力ア

ップのためのアイディアを提案するとともに、「我々の鉄道」（アワーレール）意識の醸成を図った。 

 実施日 場所 参加人数 

北リアス線 平成 27年 10月 12 日 羅賀荘 44 名 

南リアス線 平成 27年 10月 18 日 小石浜公民館 31 名 

 

○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等を実施するもの。 

 〔実施状況〕 

   (1) 平庭高原を活用したモニターツアーの実施（委託先：株式会社岩手県北観光） 

平庭高原地域だけでなく、野田村の復興現場視察、久慈市でのフィールドワーク視察等も行

程に含め、アンケート調査により、反応や効果等を検証した。当該地域への関心を深めていた

だくとともに、教育旅行の誘致、魅力の発信を行った。 

 実施日 行程 参加人数 

教育旅行担当教諭等学校関係

者、観光関係事業者対象ツア

ー 

平成 28 年２月 26 日～

２月 28日 

平泉～つなぎ温泉～野田村復

興現場視察・久慈市フィールド

ワーク視察～平庭高原 

12 名 

県内及び八戸圏内メディア関

係者対象ツアー 

平成 28年２月１日 平庭高原スノーシューハイク

体験、森のこだま館体験学習等 

４名 

 

(2) 「三陸ＤＭО」の整備に向けた意見交換会の開催 

三陸地域の観光関係者等を参集し、観光等の産業振興による交流人口の拡大に向けた地域連



携の取組についての意見交換を行った。さまざまな意見を踏まえ、関係市町村や団体等との調

整のうえ、取組を円滑に推進するため日本版ＤＭО候補法人への登録申請を行った。 

 実施日 場所 参加人数 

１ 平成 27年 11月 27 日 盛岡地域交流センター 18 名 

２ 平成 28年３月 15日 盛岡地域交流センター 15 名 

 

○民俗・伝統文化等地域資源活用等の調査研究 

 〔目  的〕  

三陸地域に数多く存在している多様な民俗・伝統文化等の地域資源を活用した交流イベントを開

催し、当地域の魅力的なコンテンツの発掘・発信及び交流人口の拡大を図るもの。 

 〔実施状況〕  

県が開催した「怪フォーラム」に併せて、伝統文化の披露を行うとともに、沿岸事業者の特産品

販売や被災地の復興の様子の紹介を通じて、当地域の魅力的な地域資源の発信を行った。県内外か

ら 1500名の来場者があったほか、動画配信を行い、全国に向けた魅力 PRを行った。 

（動画視聴者数：ニコニコ動画 42,340名、いわて希望チャンネル 3,250名） 

  

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〕  

(1) ジオパークガイド等の育成（三陸ジオパーク推進協議会負担金） 

三陸ジオパーク推進協議会において、三陸ジオパークエリア内で活動するガイドのスキルア

ップとガイド間の交流を深めるための研修会を開催した。 

 

(2) 専門アドバイザー等の活用 

宮古農林振興センターからの申請により、道の駅シートピアなあどに対し、専門家派遣を行

い、売場改善や POP活用指導、モチベーション向上セミナーなど売上向上対策に取り組んだ。 

派遣先 専門家 実施日 

道の駅シートピアなあど 岩手志援株式会社 

（鈴木氏、工藤氏） 

平成 27 年８月 21 日～平成 28 年３月 15 日 

までの計７回 

 

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 

○調査研究事業 

 〔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〕  

(1) 助成件数 ３件（助成総額 5,868,941円） （別添資料１参照） 

(2) 機関誌「三陸総合研究」第 40号の発行（250部、9月発行） 



 

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

の導入経費に対する助成を行う。 

 〔実施状況〕  

助成件数 0件 

          

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及び商品の

販路開拓に係る経費に対する助成を行う。 

〔実施状況〕 

 助成件数 52件 （助成総額 22,307,721 円）   (別添資料２参照) 

 

○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に対する助成を行う。 

 〔実施状況〕 

 助成件数 10件 （助成総額 4,508,072円）  （別添資料３参照） 

 

○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に対する助成を行う。 

 〔実施状況〕 

  助成件数 15件 （助成総額 12,906,368円）  （別添資料４参照） 

 

○イベント開催助成事業 

 〔目  的〕 

  三陸地域の活性化及び交流人口の拡大に向けたイベント（震災復興に資する取組、また三陸地域

として広域的波及効果がみられる取組と認められるもの）開催経費に対する助成を行う。 

 〔実施状況〕 

  助成件数  １件 （助成額 8,220,000円）    

申請者 住所 事業概要 助成金額（円） 

宮古港開港 400 周年記念事業実行委員会 宮古市 宮古港開港 400 周年記念事業 8,220,000 

 

 



事業報告の附属明細書の作成について 

  

平成 27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 28年 5月   

                                公益財団法人さんりく基金 

 

 

  



 

 

  

№ 申請者名 事業概要
助成金額
（円）

1
岩手大学工学部機械システム工学科
准教授　吉野　泰弘

Co-Ni合金製品の市場拡大のための特性調査研究 1,998,941

2
岩手大学農学部
准教授　小藤田　久義

合板製造工程で排出される乾燥廃液からの有用成分の分離と利用 2,000,000

3
岩手大学農学部動物科学課程
教授　喜多　一美

光線管理によるブロイラーの生産効率向上技術の開発 1,870,000

合計 5,868,941

（資料１）　調査研究事業（３件）実績一覧



 

1 NPO法人三の丸ひまわり 二戸市
二戸の新生姜と新品種米「きらほ」、久慈漁港のイカを使った加工
食品の高付加価値化

500,000

2 SEiKOH農苑 二戸市 既存商品「黒にんにく」のパッケージ改良 500,000

3 鉄板焼き処　來 二戸市 生産者連携による地元食材を活かした商品開発「びるせん」 52,576

4 有限会社瀧村屋 軽米町
軽米町の老舗宿屋の女将が軽米特産の雑穀で作る「雑穀麹南蛮味
噌」開発

500,000

5 農事組合法人鶴飼酪農生産組合 軽米町 チーズの新ブランド構築 423,446

6 大黒醤油株式会社 軽米町
弊社製品の小包装による、お土産品やお試し用となる味くらべセッ
ト商品開発

211,456

7 株式会社ミナミ食品 洋野町 既存商品のブラッシュアップ及び少量規格開発によるシリーズ化 450,476

8 有限会社梨忠商店 洋野町 既存商品のパッケージ作成、「海の野菜」の特許申請のラベル作成 500,000

9 中城酒店 洋野町 南部もぐりをテーマとした日本酒ラベル作成 99,360

10 株式会社宏八屋 洋野町
北三陸産の資源を利用した高付加価値商品の開発及びプライベー
ト・ブランド品の確立による販売強化事業

490,488

11 株式会社佐幸本店 久慈市 久慈産無農薬ヤマブドウ樹液を活用した化粧品原料の開発 650,000

12
社会福祉法人修倫会　あすリー
ド本舗

久慈市 商品内容の改善と市販用パッケージの作成による販路拡大 499,672

13 久慈琥珀株式会社 久慈市 新ブランド「AMBER LOGUE｣企画販売 500,000

14 フォレストキッチン 久慈市 久慈・大地の恵み　焼菓子ギフト 500,000

15 有限会社田村牧場 久慈市 「短角牛ハンバーグ」「田村牧場ビーフカレー」パッケージ改良 349,788

16 協同組合ガタゴン 久慈市 白樺樹液のボディケア用品開発（白樺の妖精水　美容品シリーズ） 500,000

17 平庭観光開発株式会社 久慈市
白樺樹液と地元野菜を活用したスープの商品化「森の妖精ポター
ジュ」

500,000

18 新山根温泉振興協会 久慈市 山根清流に育った岩魚を活用した寿司の商品開発 500,000

19 戸呂町産直組合 久慈市 日本一の炭の里・炭（チャコール）ソフトクリームの商品改良 500,000

20 株式会社のだむら 野田村 山葡萄ピューレの既存商品の改良と販売促進 488,056

21 上神田精肉店 普代村 既存商品のパッケージング改良による首都圏への販路開拓 109,323

22 合砂漁業　海進丸 普代村 新たなパッケージによる販路拡大事業 136,728

23 普代村漁業協同組合 普代村 既存商品の販路開拓に向けた新パッケージの制作 398,822

24 有限会社早野商店 岩泉町 既存商品の販路拡大に向けたギフト用パッケージデザインの製作 500,000

25 宮古水産物商業協同組合 宮古市 ワカメを使った麺製品の開発「つるりんこワカメ」 440,379

26 株式会社美黒 宮古市
山田町田子ノ木産にんにくを発酵熟成させた黒にんにくの商品化事
業

500,000

27 フードパック株式会社 宮古市
既存の茎わかめ商品のパッケージデザインの改良と宣伝用ツールの
作成

461,894

28 有限会社すがた 宮古市 薄焼きせんべいの開発・商品化 650,000

29 南部鮭加工研究会 宮古市 鮭冷燻ラベル改良(ネーミング含め）及び販促ツール開発 113,616

30 かき・ほたてきち 山田町 ネット販売向けの商品開発及び改良 500,000

（資料２）　県北沿岸地域特産品開発事業（52件）実績一覧

No 申請者名 住　　所 事業概要
助成金額
（円）



 
 

  

31 内金崎自転車商会 大槌町 大福のブランド化展開事業 252,440

32 大槌湾ほたて養殖組合 大槌町 パッケージの作成と販促ツールの開発 111,247

33
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合せ商品パッケージの制作 530,312

34 小豆嶋漁業株式会社 大槌町
既存商品のパッケージリニューアル、ファストフィッシュシール作
成

283,312

35 マタギ倶楽部 大槌町 ブルーベリー入り蜂蜜　販路開拓のための販促ツール開発 282,641

36 一般社団法人遠野ふるさと公社 遠野市 既存商品（どぶろく）のパッケージ改良と販路開拓 570,905

37
特定非営利活動法人遠野まごこ
ろネット

遠野市
三陸・岩手のソーシャルデザイン商品開発「クレソンソース」「バ
ジルパスタ」

425,778

38 三陸いりや水産株式会社 釜石市
①ボイルメカブの細切りカット試作と業務用通販促進、②プレミア
ムいか塩辛の高級感のあるパッケージ変更

450,400

39 有限会社中村家 釜石市
三陸の幸を閉じ込めた新商品開発とイベント出展を通じた地域・商
品の情報発信

508,008

40 双日食料水産株式会社釜石工場 釜石市
岩手県産イサダ（ツノナシオキアミ）の消費拡大を目的とした商品
開発及び販路開拓

514,928

41 有限会社広洋水産 大船渡市 市販用包装の新規作成と新たな市販用マーケットの販路拡大 500,000

42 マルワカ熊谷商店 大船渡市 量販店向け既存製品のデザイン及び規格変更 500,000

43 カレーハウスKojika 大船渡市 大船渡赤崎町産タマネギを使用した新商品開発・販路開拓事業 600,272

44 元正榮　北日本水産株式会社 大船渡市
乾あわび生産において大量に発生する「キモ」の有効的な活用を考
えた新商品開発

473,832

45 株式会社三笑 大船渡市 岩手三陸発・真いか冷麺 495,045

46 綾里漁業協同組合 大船渡市
綾里ワカメのブランド化を見据えたパッケージデザイン・販促ツー
ルの作成

446,592

47 野村海産株式会社 大船渡市
①としろ加工品の商品化、②活ほや及びほや加工品のパッケージデ
ザイン・ラベルの作成

500,000

48 農事組合法人サンファーム小友 陸前高田市 復興米販売開発事業 418,089

49
広田半島営農組合「工房めぐ
海」

陸前高田市 「根生姜」の有利販売のための半製品開発 500,000

50 株式会社紬 陸前高田市
製材所と生活者をつなぐDIY市場を創出する「気仙杉のDIYルーム
キット」の開発

500,000

51 有限会社コマツ商店 陸前高田市
骨まで食べられる煮魚、焼き魚のパッケージデザイン開発及び販売
促進活動

267,840

52 合同会社ぶらり気仙 陸前高田市
地方都市と大都市コラボによる認知と販路拡大を実現する広田湾産
最高級わかめを使った商品開発

650,000

合計 22,307,721



 

 

  

№ 団　体　名 住所 事業概要
助成金額
（円）

1 新長内スポーツ少年団 久慈市 ピッチングマシン、マシン発動機等の購入 500,000

2 夏井町ユニカール愛好会 久慈市 ユニカール用具の購入 496,800

3 長内サッカースポーツ少年団 久慈市 サッカー用具の購入 182,844

4 北竜ジャイアンツスポーツ少年団 久慈市 野球用具の購入 476,204

5 大槌サッカークラブ・ジュニア 大槌町 サッカーゴール等の購入 499,944

6 おおつち野球スポーツ少年団 大槌町 ピッチングマシン等の購入 497,280

7 大槌クラブ野球スポーツ少年団 大槌町 ピッチングマシンの購入 480,000

8 大ヶ口団地自治会 大槌町 公園整備 500,000

9 吉里吉里小学校PTA 大槌町 ジャンボかるたの作成 500,000

10 キッピンバレーボールスポーツ少年団 大船渡市 バレーボール支柱等の購入 375,000

合計 4,508,072

（資料３）　被災地青少年育成事業（10件）実績一覧



 

 

1
カシオペア100㎞徒歩の旅推
進協議会

二戸市
「カシオペア100Km徒歩の旅」開催によるカシオペア地域リーダー
の育成

1,000,000

2 御山街道と地域を考える会 二戸市
地域交流活性化に向けた御山街道での住民交流会や日帰りモニ
ターツアーの実施

641,441

3 大町商店会 軽米町
賑わいコミュニティの復活に向けた、空き店舗活用による「集い
の広場」の開設及びワークショップの開催

935,982

4 中野ふじの会 洋野町
住民の交流促進や人材育成に向けた地域文化（中野ナニャドヤ
ラ）の伝承活動、夏祭りの開催

1,000,000

5 侍浜振興協議会 久慈市 都市交流推進に向けた漁村体験交流モニターツアーの実施 981,539

6 復興！船越地域協議会 山田町
コミュニティ再生に向けた先進地視察及び町内外に移転した住民
を集めた交流イベントの開催

906,846

7 吉里吉里公民館運営委員会 大槌町
コミュニティ再構築に向けた各種イベント（砂浜イベント、他市
町村との交流イベント、吉里吉里大運動会等）の開催

1,000,000

8 赤浜自治会 大槌町
地元の子供向けの海をテーマとしたモニターツアー開催や盆踊り
大会の開催

1,000,000

9 浪板地域復興協議会 大槌町
観光地再生に向けた、地元資源を使った「まるごと浪板フェス
タ」（塩作り体験、トレッキング等）の開催及び地元リンゴの特
産品開発（ビール）

483,130

10 平田どうもの会 釜石市
仮設住宅内でのコミュニティ構築に向けた、仮設商店街の空き店
舗を利用したサークル活動の実施

668,741

11
特定非営利活動法人かまい
しリンク

釜石市
ラグビーワールドカップ開催へ向けた機運醸成のための地域住民
交流会やワークショップの開催

921,349

12
鵜住居地区復興まちづくり
協議会

釜石市
小中学生の意見を取り入れたまちづくりのための小中学生を対象
としたワークショップ開催

998,080

13 一般社団法人SUMICA 住田町 住民交流活性化に向けた住民主体のイベントや講演会の開催 905,191

14 長洞元気村協議会 陸前高田市
絆再生に向けたITネットワーク構築プロジェクトや「万灯篭」交
流会の実施

775,886

15
一般社団法人陸前高田・今
泉地区　明日へのまちづく
り協議会

陸前高田市
誰にも居場所と出番のあるまちづくりに向けた障害者のトライア
ル就労の企画検討

688,183

合計 12,906,368

（資料４）　地域コミュニティ再生支援事業（15件）実績一覧

No 申請者 住　　所 事業概要
助成金額
（円）


