
1 仙台
認定特定非営利活動法人
あかねグループ

配食サービス事業，訪問介護事業，居宅介護支援事業，ファ
ミリーサポート活動，サロン活動

S57.2 https://npo-akane-group.jimdo.com/

2 仙台 ＡＣＴ５３仙台
「もったいない市」や環境に配慮した商品選びに関するワー
クショップの開催

H3.1 https://act53.jimdo.com/

3 仙台
特定非営利活動法人
あなたの街の三河やさん

「長町しゃべりば井戸端会議」や「ながまち夏まつり」の開
催，買物代行，安否確認など

H17.7 http://www.mikawaya.sakura.ne.jp/

4 仙台 粋々まちなかプロジェクト
「うれし楽し蔵deひなまつり」など伝統文化や地域資源を活
用したイベントの開催

H15.3 http://hwbb.gyao.ne.jp/hsaito-pc/

5 仙台
三陸復興観光コンシェルジェセン
ター

東日本大震災によって被災した沿岸部を中心に復興志縁活動
を推進している

H14.1 http://www.spo-art.npo-jp.net./

6 仙台
せんだいみやぎコンテンツプロ
ジェクト実行委員会

震災復興と新しいまちづくのためのイベントやコンテンツ制
作など

H23.5 http://smcp.sc/

7 仙台 公益社団法人仙台青年会議所
「七夕花火祭」の開催，学校と地域を繋げるための講演会や
パネルディスカッションの開催など

S26.3 http://www.sendai-jc.or.jp/

8 仙台
特定非営利活動法人せんだい・み
やぎＮＰＯセンター

ＮＰＯ・市民活動団体の組織基盤強化、企業・行政をはじめ
とする多様な主体との協働促進等

H11.7 http://www.minmin.org/

9 仙台
特定非営利活動法人
都市デザインワークス

まちづくりコンサルティング，協働のまちづくり支援，講師
やファシリテーターの派遣など

H14.8 http://www.udworks.net/

10 仙台 長袋田植踊り保存会 地域のイベント出演 H8.4

11 仙台 ネットワーク風２ 地域づくり団体・個人の連携を支援する活動 H3.2

12 仙台
特定非営利活動法人
水・環境ネット東北

環境・景観に関する研修会，調査，交流活動 H11.10 http://mizunet.org/cms/

13 仙台
みやぎ生協こ～ぷくらしの助け合
いの会

高齢者、障がい、子育て中の家庭への支援 S60.9
http://www.miyagi.coop/member/fuk

ushi/tasukeai/

14 仙台
新・邦・Nippon（ｼﾝﾌｫﾆｰ）協会
（みやぎ・地球ゆめ楽校）

子どもの育成支援など H19.12

15 仙台 宮城野区文化振興会
「みやぎの文化祭」の開催，学区単位での文化振興会の設立
推進

H9.7

16 仙台
特定非営利活動法人
杜の伝言板ゆるる

ＮＰＯやボランティアなど市民活動に関する情報発信支援，
ＮＰＯの会計・マネジメント支援

H8.12 http://www.yururu.com/

17 仙台 わんからっとＬの会
女性起業家を応援する季刊誌「わんからっとＬ」の発行，企
業家セミナーの開催

H8.5 http://www.onecarat-L.co.jp/

18 仙台
特定非営利活動法人
楽遊ネットワーク宮城

国内外観光地の歴史文化に関する学習会，地域の観光地・伝
統文化の紹介，外国人観光客向けのPRと提案

H19.4 https://nporakuyou.web.fc2.com

19 仙台
一般社団法人
メディアデザイン

市民の学び講座，ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟのﾃﾞｻﾞｲﾝ
市民の情報発信，ｳｪﾌﾞｻｲﾄ，印刷物をﾃﾞｻﾞｲﾝ

H16.10 http://mediadesign.jp/

20 仙台 みやぎジョネット
女性リーダー養成講座等，スフィアスタンダード学習会開
催。

H23.5 http://miyagi-jonet.blogspot.com

21 仙台 NPO法人生活習慣改善センター 食プロジェクト，ヘルスツーリズム，栄養表示の普及 H22.8

22 塩竈 塩釜まちづくり研究所
福祉関係ガイドブックの発行，環境・福祉施設の視察，男女
共同参画に関する講演会の開催

H12.6

23 塩竈 一般社団法人Harrp
関東圏での塩竈物産市，飲食イベントの開催，街歩き・農業
体験など地元再発見イベントの開催

H23.3

24 名取
特定非営利活動法人
仙台傾聴の会

被災者支援の各カフェを県内各地で開催。個人宅、施設訪
問。電話相談、対面相談実施。各種傾聴講座講師派遣。音楽
療法、箱庭療法実施

H20.4 http://sendai-keicho.sakura.ne.jp/wp/

25 多賀城
特定非営利活動法人
多賀城市民スポーツクラブ

各種研修会や各種スポーツ大会の開催，広報誌「れっつたが
すぽ」の発行

H13.3 http://www.sc-tagajo.join-us.jp/

26 多賀城 東北市民バンド協議会
吹奏楽による音楽文化の向上，加盟団体相互の交流や情報交
換

H2.7

27 仙台
まちづくりNPO
げんき宮城研究所

「小泉八雲を読む会」や防災・減災行動に関する研修会の開
催、映画上映会等

H19.6 http://www.genki.miyagiken.biz/

28 多賀城 リバーサイドブラス実行委員会 吹奏楽団合同演奏会の開催，イベントへの出演 H2.2

29 岩沼 特定非営利活動法人地星社
市民活動団体を対象に活動支援を行い，復興に向けた取り組
みを促進させる。

H25.3

30 利府 利府太鼓 地域の祭りや学校行事などでの演奏活動，和太鼓の指導 H2.11 https://rifudaiko.jimdo.com/

31 利府
傾聴ボランティアサークル
梨～風

一人暮らしや高齢者世帯を対象に寄り添いや傾聴活動を行
う。人材養成講座の開催や施設訪問の実施。

H26.6

32 大和
吉岡宿にしぴりかの
映画祭実行委員会

差別解消のため、「いろいろな生き方を知り考え合う」ことを目的
とした映画祭を開催。ほか、関連ワークショップ等。

H13.12 https://nisipirica-eiga.com

33 大和
特定非営利活動法人
まちづくり政策フォーラム

公共交通の利用促進に関する事業，コミュニティの再生に関
する調査事業，地域づくり啓発事業

H11.11
http://www5a.biglobe.ne.jp/~machi-

fo/

34 大和 まちづくり遊楽塾
地域課題や将来のまちづくりについて語り合う「座談会」の開催，
町内のまちづくり活動や文化芸術振興活動の支援

H21.1
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35 大郷
特定非営利活動法人
みやぎまちづくりセンター

支倉常長ＤＶＤ作成，篠笛によるまちおこし，結婚推進事業
（休止中）

H22.7 http://miyagimatidukuri.net/

36 仙台 おはなしきんきらこ
ストーリーテリング（素話）の勉強会、おはなし会、子ども
と本に関わる大人向けの研修会を行っている。

H29.4 zzzzz.p.q.zzzzz@gmail.com

37 多賀城 ＮＰＯゲートシティ多賀城
東日本大震災追悼イベント「多賀城・万灯会」や特別史跡多
賀城跡整備計画に対する提言など。

H19.4 http://gatetagajyo.web.fc2.com/

38 仙台市 みやぎ在来作物研究会
県内の「在来作物」の掘り起こし，現地確認，保存，背景・
文化などの聞き取り調査，定期発表会など

H25.4 http://www.smt.jp/projects/zairai/

39 亘理町 一般社団法人ＷＡＴＡＬＩＳ
セミナー，手しごとワークショップ，コミュニティカフェ等
をとおし，被災地の「人と学びの環」を創る。

H23.10 http://watalis.jp/

40 仙台市 せんだいワイズ会
仙台宮城エリアの事業所（法人・個人・団体・会社員等）間での交
流により，互いに高め合うビジネスチームを目指す。

H30.6 https://sendaiys.jimdofree.com/

41 仙台市
特定非営利活動法人
とうほく食育実践協会

食育コンダクター養成，料理教室や「食らぼりとるびぃんず」の運
営・その他企画をとおしての食育啓蒙活動など。

H19.11 touhokusyokuiku.com

42 亘理町
特定非営利活動法人わたり
グリーンベルトプロジェクト

防潮林再生,総合教育,高齢者の交流,熱気球イベント,遊休農地活用
事業等。自然を活かした復興・まちづくりを目指す。

H23.11 http://www.watari-grb.org/

43 多賀城
史都多賀城万葉まつり
実行委員会

多賀城市の魅力発信を目的に，「史都多賀城万葉まつり」を毎年開
催。その他，市民手作りの万葉衣装の貸し出し等。

H13

44 仙台市 みやぎボイス連絡協議会
東日本大震災からの復興シンポジウム「みやぎボイス」の開催，運
営を行う。

H26.2 https://ja-jp.facebook.com/miyagivoice/?ref=page_internal

45 仙台市
特定非営利活動法人まちづくりス
ポット仙台

複合商業施設・ブランチ仙台内交流スペースの運営、近隣地域(桜ヶ
丘、長命ヶ丘、加茂、川平、中山)を中心としたコミュニティ同士の
交流、市民活動・自治会サポートなどの事業を行う。

R1.9 https://www.machispo-sendai.com/

46 仙台市 宮町商店街振興組合
商店街と地域を繋げるイベントや安全・安心・防災・教育などの地
域を守る活動を通じて住み続けたいまちづくりに取り組んでいる。
東照宮春祭り，お宮秋祭り等のイベントを開催している。

S63.3 https://www.omiyamachi.com

47 利府町 リフ超学校
「若者の活気，市民活動の活気，芸術／思想活動の活気」の３つの
活気を中心に，利府町のまちづくりを行う。リフ超インターンシッ
プや利府町市民活動研究会等の活動を行っている。

H25.3 https://rifucho.com

48 仙台市 http://www.city.sendai.jp/

49 塩竈市 http://www.city.shiogama.miyagi.jp/

50 名取市 http://www.city.natori.miyagi.jp/

51 多賀城市 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/

52 岩沼市 http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/

53 富谷市 http://www.town.tomiya.miyagi.jp/

54 亘理町 http://www.town.watari.miyagi.jp/

55 山元町 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/

56 松島町
http://www.town.matsushima.miyagi.j

p/

57 七ヶ浜町 http://www.shichigahama.com/

58 利府町 http://www.town.rifu.miyagi.jp/

59 大和町 http://www.town.taiwa.miyagi.jp/

60 大郷町 http://www.town.miyagi-osato.lg.jp/

61 大衡村 http://www.village.ohira.miyagi.jp/

62 黒川地域行政事務組合
http://www1a.biglobe.ne.jp/kurokawa

gyousei/

63 宮城県仙台地方振興事務所 仙台支部事務局
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sds

gsin-e/
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