平成２６年度 みやぎ地域復興支援助成金 助成決定事業
【総合タイプ】
№

事業名

事業者名

主な事業概要

関連市町村

被災地の復興状況や，震災復興に関わる行政・企業・
1

情報レンジャー＠宮城

公益社団法人 助けあいジャパン

NPO等活動支援団体を取材し，WEBサイトでの情報発信を

県内全域

行う。

2

3

4

5

地域資源を活用したスモールビジネス
の立上支援事業

地域との協働模型制作によるコミュニ
ティ再生支援活動

KIBOU project（希望プロジェクト）
2014

被災した方々の「起業」を支援するため，ワークショッ
株式会社 ゆいネット

プ等の開催や商品販売会への参加支援，広報活動等を実施

県内全域

する。

一般社団法人 アーキエイド

県内各地で，住民が参加する協働模型制作のワーク
ショップを開催し，地域コミュニティの再生を支援する。

県内全域

「あすと長町仮設住宅」入居者を対象に，カフェの開催
一般社団法人 MMIXLab

や簡単な造形ワークショップ等の芸術文化活動を通した支

仙台市

援をNPO等と連携して行う。

仙台平野「みんなの居久根」プロジェ

特定非営利活動法人 都市デザイン

クト

ワークス

仙台市若林区南蒲生地区をモデルに，居久根の植樹を通
したまちづくりのワークショップを開催し，居久根の役割

仙台市

や効用の情報発信を行う。

地域内外の方がアイディアを持ち寄る場「コ・ワーキン
6

未来作りの見本市

一般社団法人 ISHINOMAKI2.0

グスペースIRORI石巻」を設置・運営し，地域課題の解決に

石巻市

向けたワークショップを開催する。
石巻市及び周辺地域の美味しいものなどをウェブサイト
7

石巻元気商店

特定非営利活動法人 オン・ザ・

上で販売するオンラインショップ「石巻元気商店」を運営

ロード

し，商店，生産者の代わりに商品紹介，受発注，企画など

石巻市

を行う。

8

かぎかっこPROJECT

特定非営利活動法人 スマイルスタ
イル

特定非営利活動法人 スマイルシー 自らができることを発見するために，語り部等のワーク

～みんなで一丸と和になって力を合わ

ド

ショップを開催し，復興に必要な人材確保と地域全体の活

石巻市

性化を実施する。

ネットワークを活用した石巻・女川の

一般社団法人 ピースボート災害ボ

産業活性化

ランティアセンター

地元企業・団体・漁業者等を対象にした商品開発・品質管
理の徹底，ネットによる販売促進を生協の宅配事業と連携
して支援する。
鮎川浜に恒久的な観光施設ができるまで，簡易に移動が

11 鮎川浜移動型休憩所運営事業

石巻市

リーダーとしての育成プログラムを実施する。

まなっちゃ！】
せ互助共助の復興活動を行おう！～

10

大人や企業等と連携した教育プログラムの実施と，地域

仮設住宅で生活する高齢者を中心に，外部支援に頼らず

住民たちの助け合い街づくり事業【た
9

石巻市の高校生を対象に，地域で活躍する様々な業種の

特定非営利活動法人 キャンパー

できる仮設待合所を設置し，物産販売や簡易飲食可能なス
ペースとして観光客に快適な環境を提供する。

石巻市
女川町

石巻市
（牡鹿）

道路・堤防の整備や低平地の嵩上げなどのハード事業と
12

H26年度石巻市「北上地域まちづくり

公益社団法人 日本建築家協会 東北 住民意見とを円滑に結びつけるために，市の「北上地域ま

委員会」支援活動

支部 宮城地域会

ちづくり委員会」と「まちづくり分科会」への専門家派遣

石巻市
（北上）

や，継続的な勉強会を開催する。

13

14

気仙沼地域復興支援と復興支援者の人

特定非営利活動法人 阪神高齢者・

材育成事業

障害者支援ネットワーク

「仮設住宅から広がる新たな地域コ

一般社団法人 ボランティアステー

ミュニティづくり支援事業」

ションin気仙沼

「浦島地区振興会」の運営能力強化を
15 通じた住民主体の活力ある地域づくり
への支援

特定非営利活動法人 日本国際ボラ
ンティアセンター

気仙沼市面瀬地区を中心とした見守り巡回活動や寄り合
い所の設置・運営及び健康相談等の支援，他の支援団体関

気仙沼市

係者との円卓会議を行う。

各仮設住宅団地で起きている問題等の解決に取り組むた
め，仮設住宅団地代表者の交流会や活動支援を行う。

浦島地区振興会の運営サポートや旧浦島小学校の施設の
有効活用により，地域資源を活用した地域振興を図る。
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気仙沼市

気仙沼市

№

事業名

事業者名

主な事業概要

関連市町村

福祉を軸とした様々な養成講座の開講と介護・福祉現場
16 地域共生ケア担い手創出モデル事業

特定非営利活動法人 ワーカーズ

等の職場実習の実施により，コミュニティケアの担い手を

コープ

育成し，地域調査や地域懇談会を通してコミュニティづく

気仙沼市

りを支援する。
新しい「道の駅」的拠点となって発展

「閖上の記憶」を津波記念資料館として運営し，映像の

を続ける津波復興祈念資料館「閖上の
17

記憶」の継続した運営と「いのちを学

特定非営利活動法人 地球のステー

ぶ場」しての更なる発展を目指す事業

ジ

～新しい出逢いと雇用，そして教育の

上映や語り部の会の実施，「案内人」による訪問者への案
内を行う。また，閖上で被災された方々を，語り部，案内

名取市

人，学芸員として育成し，自らの体験を語ってもらうこと
で心のケアに取り組む。

場の創造～

仮設住宅団地と「ゆりあげ港朝市」の間でコミュニティ
18 新たなる閖上の創業事業

ゆりあげ港朝市協同組合

循環バスを運行し，仮設住宅居住者の利便性の向上と復興

名取市

した朝市の活性化を図る。
食の商業施設「ROKU FARM ATALATA」内に地域住民と
19 みんなの広場創出プロジェクト

一般社団法人 東北復興プロジェク ともにみんなの学び広場を整備し，障がい者の方達との交
ト

流事業やワークショップ等を実施し，新しい地域コミュニ

名取市

ティの形成に取り組む。
南三陸町及び登米市内において，シングルマザーの会の
20

広域生活圏にもとづくテーマ型コミュ

特定非営利活動法人 ウィメンズア 運営支援や，女性を対象とした座談会，ワークショップ等

ニティ育成事業第二期

イ

の開催により，地域で核となるまちづくりを担うグループ

登米市
南三陸町

を育成し，当事者主体の市民活動を活発化する。

21

被災者支援を支える組織と資金づくり

特定非営利活動法人 東松島まちづ

事業

くり応援団

地域資源を活用した商品企画・販売・
22

雇用促進事業
～『みやぎらしい女性の就労モデル』

被災者支援に取り組む市民活動組織（NPO）やコミュ二
ティ組織へ直接的な資金支援を行うことにより，被災地に

東松島市

おける支援活動を活性化を図る。
亘理町の女性を対象に縫製技術向上の研修会を実施し，

一般社団法人 WATALIS

の持続と拡大を目指して～

着物地の残布でつくる「FUGURO（ふぐろ）」の縫製を委
託する。既に商品化した「FUGURO」は海外向けのWEB販

亘理町

売など販路拡大を行う。
蔵王町
七ヶ宿町

23 被災者等就労サポート事業

特定非営利活動法人 ワンファミ
リー仙台

震災以降，社会保障費の支出が増えている仙南保健福祉

大河原町

事務所管内の被災求職者を対象に，就労支援を勧め，自立

村田町

生活再建を促すために，オーダーメイド型就労支援事業を

柴田町

行う。

川崎町
丸森町

24 高白浜ゆめハウスプロジェクト

25 南三陸わらすこ探検隊

一般社団法人 コミュニティスペー
スうみねこ

一般社団法人 南三陸町復興推進
ネットワーク

仮設住宅に入居する元漁業者だった男性達による果樹園
栽培と，地元女性達による「ゆめハウス」の運営により，

女川町

地元雇用を生み，地域コミュニティの活性化を図る。

南三陸町の小学生を対象に，様々な知識・経験を有する
地元住民を講師に招いて，郷土の自然，文化，仕事などの

南三陸町

体験学習講座を実施する。
南三陸特産のわかめ養殖で出る廃棄分ワカメと，塩害農

26

「羊」を使った被災地域の活性化と新
規産業，雇用の創出を目指す事業

地，休耕田で栽培したソルトブッシュを羊の飼料とし，南
一般社団法人 さとうみファーム

三陸町のブランド羊肉の生産方法を確立し，海と牧場を楽

南三陸町

しむ観光牧場，地域住民の憩いの場，老若男女が誰でも働
ける場を提供する。
外部人材のニーズに応じた「ボランティアプログラム」

27

ボランティア派遣プログラム等を通じ
た地域活性化促進事業

一般社団法人 復興応援団

を実施することにより，交流人口の拡大，リピート率の向
上を図る。また，地元事業者の生産物関連のイベント開催
等により販売を促進する。
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南三陸町

【特定タイプ】
№

事業名

建物共同化計画間の連携と商店街コ
1

ミュニティ・街並み形成の取り組みに
対する専門家派遣事業

事業者名

主な事業概要

関連市町村

市街地再開発計画等において「共同化」に取り組む住民
コンパクトシティいしのまき・街

組織や，若手商店主を中心とするまちづくり組織に対し，

なか創生協議会

技術的支援及び合意形成支援をを行う専門家の派遣を行

石巻市

い，継続的な勉強会を開催する。
震災の影響により急激な高齢化・過疎化が進み町内会機

2

石巻市上釜地区における包括的な地域
づくりモデル事業

一般社団法人 こはく

能が低下している石巻市上釜地区において，地域づくりの
会議や防災勉強会等を実施し，住民が主体となった持続的

石巻市

な地域活動の実現を支援する。

3

「集まる，学ぶ，楽しむ，人と地域の

特定非営利活動法人 雄勝まちづく

コミュニティを育む」プロジェクト

り協会

H25.4月にオープンした施設「オーリンクハウス」をコ
ミュニティスペースとして活用するため，管理運営やイベ
ント事業の企画運営をする。

石巻市
（雄勝）

浦戸諸島のブランド力向上と体験型観光プログラムの開
4

「浦戸ブランド」づくり観光プロジェ
クト

一般社団法人e-front

発。浦戸諸島に根付く観光産業の確立を目指し，島民主導
による産業復興会議の運営及びマネジメント等を実施す

塩竈市

る。
「海とあるふるさとづくり協議会」の運営や地ブラン
5

唐桑をつなぐエンパワーメント大作戦

からくわ丸-Karakuwa-Designers ド・ネットワークづくりによる地域コーディネート事業，
League

子どもエンパワーメント事業や若者エンパワーメント事業

気仙沼市

により地元住民の地域活動への主体性を引き出す。
津波により流失した閖上保育所の親の会が中心となり，
6

げんきキッズ

げんきキッズ

地域の子ども達のメンタルケアを目的として，絵本の読み
聞かせや体操教室，屋外でのレクリエーション等の事業を

名取市

実施する。

7

被災者の定住増加に伴う地域コミュニ

特定非営利活動法人 とめタウン

ティー創造事業

ネット

南三陸町から登米市迫町佐沼大網地域への移住者と地域
住民が，新しい地域コミュニティーを創造するため，住民
参加型の交流イベントや各種セミナー等の事業を実施す

登米市
南三陸町

る。

8

宮戸を元気に！げんちゃんプロジェク
ト

「げんちゃんハウス」を地元漁業の6次産業化と観光振興
宮戸島グループ

の拠点施設とするため，海産物の加工品の開発や品質向上
の勉強会等を行う。

3/4

東松島市

【特定タイプ（県外避難者帰郷支援分）】
№

1

2

3

4

5

事業名

心＆LOVEつながり
心に勇気・元気・みやぎ

祉協会

営事業

宮城県から他地域へ避難している方へ
のメンタルケア事業

復興支援・ずんだカフェ2014

しているみやぎっ子たちとそのご家族

8

9

山形ボランティア隊

緑水の森被災地被災者支援活動

特定非営利活動法人 コモンズ・
ファーム

特定非営利活動法人 姫路発中高生
のための東日本災害ボランティア

避難者の生活再建による帰郷を目的と

特定非営利活動法人 NPOプラザ・

した個別包括支援事業

ねこねっと

特定非営利活動法人 全国コミュニ
ティライフサポートセンター

特定非営利活動法人 復興支援奥州
ネット

帰還支援
11 避難者同士の絆を深め宮城とつながる

一般社団法人みんなの手

「山形避難者宮城県人会」を運営し，対面訪問活動や交流

等），各種セラピー，音楽演奏などにより，県外避難者の

山形県

山形県

避難者交流会を開催するとともに，宮城県へのツアーを
企画し，被災後起業した団体や現地避難者と交流して帰郷

絡会
まるっと西日本

県外避難者の帰郷支援と傾聴・コミュ

気仙沼ボランティアネットワーク

ニティ活動

聖敬会

東京都

への不安軽減を図る。

京都散策・交流会を開催して関西在住の避難者間の交流
を図る。また，神戸ルミナリエで宮城の特産品紹介ブース
を開き，スタッフとして被災者自身の参加を促す。

兵庫県
関西近郊

県外避難者支援交流会を県外避難者とともに企画し，避
難者・支援者間の交流を図る。チラシ配布・郵送による情

東京都

報提供やボランティア育成講習会を実施する。

戸別訪問（健康相談，セラピー活動，弁護士等による出
張相談）を実施し，交流会の開催，ブログ・メールによる

茨城県

情報提供などを通して避難者を心身両面から支援する。

県外避難状況の現地調査および避難者・支援者からのヒ
アリングを行う。また，情報紙を発行・配布し，支援従事

全国

者対象の研修交流会を開催する。
宮城県出身講師による手芸講座などを支援するほか，パ
ソコン個別指導等の就職支援・勉強会を行い自立をサポー

岩手県

トする。

に，ニュースレターやイベント情報を送付し，宮城で復興
活動を行っている人の講演会を開く。

東日本大震災県外避難者西日本連

13

大阪府

て家族と離れ離れに暮らす長期避難者をケアする。

避難者向けワークショップ・イベントを開催するととも

事業

12 避難生活の相談及び情報支援事業

に，就労支援・健康支援・子どもへの学習サポートを通じ

メンタルケアを行う。

ワーク支援センター

10 みやぎ地域復興支援事業

母子家庭の避難者を対象とした交流会を開催するととも

被災者へのカウンセリング（対面・電話・メール・SNS

動の促進支援事業

修交流事業

兵庫県

促進活動を行う。

特定非営利活動法人 医療ネット

報提供及び県外避難者支援従事者の研

して心のケアを図る。エステ，ネイル等の美容技術習得講

宮城県から山形県に避難した被災者が孤立しないよう，

県外避難者の避難先地域交流と自助活

東日本大震災による県外避難者への情

関係都道府県

座を開催して被災者の自立を支援する。

健康・安心交流サポート

をつなぐ架け橋事業

7

ボランティアグループ 新原

特定非営利活動法人全日本企業福

平成２６年度山形避難者宮城県人会運

主な事業概要
美容機器を使いながらの語らいサロンやピアノ演奏を通

大阪北摂地区に住む宮城県避難者支援

岡山県をも包括した関西エリアに避難
6

事業者名

宮城県に特化した自治体支援関連の情報紙を発行し，県
外避難者の電話相談に応じる。

京都府
関西近郊

大阪府

常設サロンを設置しワークショップや食事会等を開催す
る。また，気仙沼市内から情報収集し，定期的に広報紙を
発行する。
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東京都

