
平成 24 年度	 事業報告書	 

自．平成 24 年 5 月 15 日	 

至．平成 25 年 4 月 30 日	 

一般社団法人南三陸町復興推進ネットワーク	 

	 

Ⅰ	 総括的概要	 

	 

Ⅱ	 事項別状況	 

1． 組織	 

(1) 社員	 

○正会員	 

①年度当初社員数	 4 名	 

②新規加入者	 0 名	 

③脱退者	 0 名	 

④年度末社員数	 4 名	 

	 

○フルタイム・パート・アルバイト等雇用者	 

①年度当初数	 0 名	 

②新規加入者	 12 名	 

③脱退者	 8 名	 

④年度末雇用者数	 4 名	 

	 

	 

(2) 役員等	 

①	 役員の現況	 

代表理事	 及川博道	 宮城県本吉郡南三陸町志津川天王山 135-5	 

理事	 	 	 及川	 渉	 宮城県本吉郡南三陸町志津川上の山 54-7	 

理事	 	 	 工藤泰彦	 宮城県本吉郡南三陸町志津川塩入 1	 

	 

	 

	 

	 



2． 会議	 

(1) 社員総会	 

年月日	 場所	 開催・実施内容	 

H24.3.12	 	 	 任意団体として設立	 

H24.5.15	 	 	 一般社団法人として登記	 

H24.5.15	 事務所会議室	 設立総会	 

H24.11.15	 事務所会議室	 臨時社員総会	 

H24.11.15	 	 	 及川渉理事就任	 

H24.11.15	 	 	 阿部文洋理事辞任	 

	 

	 

(2) 理事会	 

年月日	 場所	 開催・実施内容	 

H25.4.18	 事務所会議室	 競輪公益資金の補助金による事業の評価委員会	 

	 

	 

  



Ⅲ	 事業	 

1． 若手世代のコミュニティ再生への貢献事業	 

(1) 青年異業種勉強会	 

年月日	 場所	 開催・実施内容	 参加

者数	 

H24.4.1	 ながしず荘	 南三陸事業創造キャンプ	 見学	 6	 	 

H24.4.14	 ベイサイドアリーナ会議室	 第１回定例会「論理的思考と対話技術」	 7	 	 

H24.5.12	 南三陸ホテル観洋会議室	 第 2 回定例会「未来について〜観光産業

を通して〜」	 

11	 	 

H24.6.9	 ベイサイドアリーナ会議室	 第 3 回定例会「勉強会について」	 7	 	 

H24.7.14	 ベイサイドアリーナ会議室	 第 4 回定例会「水産業について」	 8	 	 

H24.9.15	 ベイサイドアリーナ和室	 第 5 回定例会「外部から来て感じる南三

陸町の魅力と資源について」	 

6	 	 

H24.10.13	 沼田ふれあいセンター	 第 6 回定例会「若手世代と地方自治につ

いて」	 

12	 	 

H24.11.11	 上の山八幡神社社務所	 第 7 回定例会「復興に関する国政の状況

について」	 

35	 	 

H24.12.16	 上の山八幡神社社務所	 第 8 回定例会「防潮堤について」	 13	 	 

H25.2.2	 沼田ふれあいセンター	 第 9回定例会	 「海の教育や観光について」	 11	 	 

H25.2.16	 ベイサイドアリーナ会議室	 第 10 回定例会	 「話し合い力」	 14	 	 

H25.3.16	 さんさん商店街語り部ブース	 第 11 回定例会	 「震災語り部について」	 4	 	 

H25.4.13	 いりやど研修室	 第 12 回定例会	 「まちづくりと PPP/PFI」	 7	 	 

	 

(2) リーダーバンク運営	 

事業年度末(2013/4/30)現在	 登録 21 名	 

	 

(3) ICT・ソーシャルメディア活用支援	 

年月日	 場所	 開催・実施内容	 

H24.8.7	 事務所内	 SNS 講習会開催	 



H25.1.24	 南三陸町内	 インターネット利用動向調査開始	 

H25.3.14	 JF みやぎ志津川支所	 受託講習会開催	 

H25.3.15	 JF みやぎ志津川支所	 受託講習会開催	 

H25.3.21	 JF みやぎ志津川支所	 受託講習会開催	 

H25.3.22	 JF みやぎ志津川支所	 受託講習会開催	 

H25.3.28	 JF みやぎ志津川支所	 受託講習会開催	 

H25.3.28	 JF みやぎ志津川支所	 SNS 講習会開催	 

	 

2． 教育を通じた“まちづくり”への貢献事業	 

(1) 南三陸ふるさと学習会	 

No.	 日付	 	 講座内容	 No.	 日付	 	 講座内容	 

1	 H24.6.30	 水産加工工場見学	 21	 H24.10.13	 化学実験教室	 

2	 H24.7.7	 商店街見学&七夕飾り作成	 22	 H24.10.20	 人間すごろく	 

3	 H24.7.14	 入谷探検	 23	 H24.10.21	 投資について学ぼう	 

4	 H24.7.21	 海藻おしばづくり	 24	 H24.10.28	 ハンドクリーム作成	 

5	 H24.7.22	 発想力プログラム	 25	 H24.11.3	 サケの捕獲・採卵見学	 

6	 H24.7.28	 昔遊び	 26	 H24.11.4	 タッチパッドでゲーム作り	 

7	 H24.7.29	 スーパー鬼ごっこ（タッチフット）	 27	 H24.11.17	 アート作成・電気自動車の勉強	 

8	 H24.8.2	 神社見学＆きりこ作成	 28	 H24.11.18	 アート作成	 

9	 H24.8.8	 星の勉強	 29	 H24.11.24	 ミニ四駆工作教室	 

10	 H24.8.18	 ホテル観洋仕事体験	 30	 H24.12.2	 入谷探検	 

11	 H24.8.25	 魚市場見学	 31	 H24.12.15	 かき処理場見学	 

12	 H24.8.26	 デザイナー体験＆コサージュ作り	 32	 H24.12.16	 生体認証実験	 

13	 H24.9.2	 慶応の森探検	 33	 H25.1.19	 お正月文化体験	 

14	 H24.9.8	 菊農家見学＆芋煮	 34	 H25.2.3	 豆まき＆鬼ごっこ	 

15	 H24.9.9	 パぺロ（ロボット）と遊ぼう	 35	 H25.2.17	 魚のさばき方	 

16	 H24.9.15	 お金について学ぼう	 36	 H25.3.17	 思いを形にしてみよう	 

17	 H24.9.22	 ＹＥＳ工房見学	 37	 H25.3.25	 地元の木材で木工作り	 

18	 H24.9.29	 化学実験教室	 38	 H25.3.30	 椿の植樹	 

19	 H24.9.30	 ダイヤモンドについて学ぼう	 39	 H25.4.27	 川の観察	 

20	 H24.10.7	 ねんど講座	 

	 	 	 	 



(2) 南三陸てらこや	 

年月日	 生徒数(名)	 スタッフ数

(名)	 

営業日数

(日)	 

タクシー稼働

日数(日)	 

タクシー利用者数

（片道）(回)	 

7 月	 13	 20	 10	 	 	 	 	 

8 月	 27	 34	 20	 	 	 	 	 

9 月	 15	 32	 19	 	 	 	 	 

10 月	 12	 23	 23	 	 	 	 	 

11 月	 28	 27	 21	 17	 24	 

12 月	 36	 21	 19	 15	 30	 

1 月	 19	 17	 17	 12	 19	 

2 月	 15	 18	 21	 15	 15	 

3 月	 5	 23	 20	 4	 4	 

4 月	 1	 16	 15	 	 	 	 	 

合計	 171	 231	 185	 63	 92	 

	 

(3) 体験・研修サポート	 

年月日	 場所	 開催・実施内容	 

H25.1.20	 入谷公民館	 ベトナム高校生訪日団への「日本の文化体験」提供	 

H25.2.10	 自然の家体育館	 インド学生への「日本文化体験」提供	 

	 

(4) 短期インターンシップ	 

年月日	 開催・実施内容	 参加者数	 

南三陸町「体験と学びの滞在プログラム」創出プロジェクト	 

H24.8.6〜8.26	 第 1 期	 3 名	 

H24.8.20〜9.9	 第 2 期	 7 名	 

H24.9.3〜9.23	 第 3 期	 2 名	 

H24.9.10〜9.30	 第 4 期	 2 名	 

	 	 夏期	 計	 14 名	 

2013 春	 「南三陸の復興を加速する！事業改善インターン」	 

H25.2.18〜3.10	 	 	 6 名	 

	 	 春期	 計	 6 名	 



	 	 総計	 20 名	 

	 

(5) 長期インターンシップ	 

年月日	 開催・実施内容	 

H24.10.1	 2 名インターン開始	 

H24.12.3	 1 名インターン終了	 

H25.3.31	 2012 年度インターン終了	 

	 

3． 新規事業の研究・開発事業	 

(1) バイオ技術を活用した製品の研究開発	 	 

	 平成 24 年 10 月 1 日	 独立行政法人科学技術振興機構と、復興促進プログラム（マ

ッチング促進）における研究開発課題の実施に関し、委託研究開発契約を締結した。	 

	 

4． 受託並びにサポート事業	 

(1) 標札プロジェクトサポート	 

	 登米市内の仮設住宅に在住の、南三陸町の被災者に、簡易標札を各戸向けに製作

し配布するプロジェクトをサポートした。	 

	 

年月日	 場所	 開催・実施内容	 受益者	 

H24.4.21	 宮城大学復興ステーション	 標札作成練習会	 	 	 

H24.5.26	 登米市津山町横山	 標札 24 個贈呈	 横山幼稚園跡仮設住民	 

H24.6.2	 横山第一・二仮設住宅談話室	 標札注文書配布依頼	 	 	 

H24.7.15	 横山第一・二仮設住宅談話室	 標札 54 個贈呈	 横山第一・二仮設住民	 

H24.10.12	 

イオン南方店跡地応急仮設住

宅１・２期談話室	 標札注文書配布依頼	 	 	 

H24.10.27	 

津山若者総合体育館応急仮設

住宅	 標札 23 個贈呈	 

津山若者総合体育館応

急仮設住宅住民	 

H25.1.19	 

イオン南方店跡地応急仮設住

宅１期	 標札 84 個贈呈	 

イオン南方店跡地応急

仮設住宅１期住民	 

H25.1.19	 

イオン南方店跡地応急仮設住

宅２期	 標札 69 個贈呈	 

イオン南方店跡地応急

仮設住宅２期住民	 



	 

	 

(2) 南三陸ふっこう青年会サポート	 

	 南三陸ふっこう青年会の定例会開催に際し、弊法人の事務所会議室を計 16 回貸

与した。	 

年月日	 場所	 サポート内容	 

H24.6.3	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.6.16	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.6.24	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.6.30	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.7.9	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.7.15	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.7.31	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.8.7	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.9.13	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.10.12	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.10.26	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H24.12.1	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H25.1.15	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H25.2.12	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H25.2.28	 事務所	 定例会議会場貸与	 

H25.3.21	 事務所	 定例会議会場貸与	 

	 

(3) 土ブロックプロジェクトサポート	 

	 平成 24 年 5 月より NPO 法人 N・C・S、アトリエ・天工人他が保有する技術「土ブロ

ック」を用いて、10 ㎡以内の物置を学生ボランティア等の力を借りながらコミュニテ

ィの人達で建設するプロジェクトのサポートを行った。	 

	 南三陸町戸倉西戸地区に、地域の方々とともに、西戸地区防災備蓄倉庫を建設した。	 

	 8 月 6 日〜9 月 19 日のブロック製作において、活動人員はのべ 269 名。	 

10 月 22 日〜12 月 25 日のブロック製作、小屋建設において、活動人員はのべ 211 名

であった。	 

	 



(4) 志津川地区まちづくり協議会事務局運営	 受託	 

	 平成 24 年 7 月 12 日より、設立準備作業に関わり、9 月 1 日開催の志津川地区ま

ちづくり協議会（以下まち協）設立総会において、事務局委託先として承認され、

まち協と運営事務の業務委託契約を締結した。	 

	 平成 24 年度の活動は、まち協準備委員会への参加 2 回、まち協総会 1 回、まち

協事務局会議 18 回、まち協専門部会 15 回、まち協役員会 5 回である。	 

	 

(5) まちづくり元気塾（みなぴぃ☆）サポート	 

	 まちづくり元気塾（みなぴぃ☆）準備にあたり、弊法人の事務所会議室を計４回

貸与した。また、計４回分の活動資料作成にあたり、印刷・製本業務を支援した。	 

	 

	 

	 

開催回数	 年月日	 場所	 サポート内容	 

第１回	 H25.10.8	 事務所	 打ち合せ会場貸与、印刷・製本	 

第 2 回	 H25.11.18	 事務所	 打ち合せ会場貸与、印刷・製本	 

第 3 回	 H25.1.25	 事務所	 打ち合せ会場貸与、印刷・製本	 

第 4 回	 H25.4.5	 事務所	 打ち合せ会場貸与、印刷・製本	 


