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☆ 活動成果事例 （助成３年目の団体から） 

 

【総合タイプ】 

  １．一般社団法人 ISHINOMAKI 2.0 

  ２．公益社団法人 日本建築家協会東北支部 宮城地域会 

  ３．特定非営利活動法人  日本国際ボランティアセンター 

  ４．特定非営利活動法人 ボランティアステーションin気仙沼 

  ５．特定非営利活動法人 地球のステージ 

  ６．特定非営利活動法人 ウイメンズアイ 

  ７．一般社団法人 WATALIS 

 ８．一般社団法人 コミュニティスペースうみねこ 

  ９．一般社団法人 南三陸町復興推進ネットワーク 

 １０．株式会社 ゆいネット 

 

 

【特定タイプ】 

１１．コンパクトシティいしのまき・街なか創生協議会 

１２．特定非営利活動法人 オン・ザ・ロード 

１３．特定非営利活動法人 キャンパー 

１４．鹿折まちづくり協議会 
 

 



総合 石巻市 

事業主体  ： 一般社団法人  

         ISHINOMAKI2.0  

今後について 

成果事例１ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 地域に生まれ育った団体代表のもとにボランティアを契機に各種の専門家や地域の若手経営
者らが集まり，震災によりコミュニティが壊滅的被害を受けた石巻市の中心市街地において，震災
により顕在化した，高齢化やしがらみ，賑わいの喪失といった課題を解決すべく活動を始めた。地
域を盛り上げうるプレイヤーを浮かび上がらせ，課題解決に向けたチームビルディングを企図した
「場」と「つながり」の創出を目指した。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 都市計画や建築，デザイン，ITといった首都圏の専門家と地域の人間とでチームを構成し，コ
アメンバー以外にも，大学，企業，NPO，行政など多くのパートナーと共に，オープンシェアオフィ
スの運営を通じたプロジェクトテーブルの実施という日常的な場づくりと，様々なアイディアを実験
的に形にするイベントの実施という非日常的な場づくりとを行った。メンバーもパートナーも地域住
民も主体的に関わるような意識を大切にした。助成金の使途としては，人件費，賃料・交通費，諸
謝金・印刷費・消耗品費などである。 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 オープンシェアオフィスは年間利用者約6,000名を数え，地域内外の新しいつながりを生み出し
た。また，プロジェクトテーブルの実施を通じて，地域住民を含めて持続的な活動が生まれた。ス
タッフの雇用を通じて他地域から石巻への若い移住者を獲徔し，また，地元住民の雇用も生み出
した。非日常的な場づくり（＝イベント）から生まれた経常的な場やプロジェクトもある。また，活動
を通して地域の信頼を徔，団体として地元商店街の理事への就任依頼をいただいた。 

H25 まちぐるみシェアハウス 
H26 未来作りの見本市 
H27 参加するまち 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 震災復興からクリエイティブな地方創生へと重点を移し，多様な人が持続的に石巻と関われる
よう移住・交流事業や産業の創出，若者の育成に力を入れる。財源は助成金も活用しつつ，行政
や民間企業からの委託事業をより高度なレベルで受けられるようにし，場の運営から収益が生ま
れるような改革も進める。石巻での活動にとどまることなく，石巻というローカルからグローバルに
通用するようなプロトタイプを生み出せるよう心掛け，生まれたアイデアを他地域に広げていく。 

地域活性・ 
まちづくり 

人材育成・ 
自立支援 

教育・ 
子育て 



総合 石巻市 

事業主体  ： 一般社団法人  

         ISHINOMAKI2.0  

成果事例１ 

H25 まちぐるみシェアハウス 
H26 未来作りの見本市 
H27 参加するまち 

地域活性・ 
まちづくり 

人材育成・ 
自立支援 

2014.7.27 SUW2014「いしのまき仕事見本市」  2015.7.25 SUW2015野外上映会「夜空の岡田座」 

2014.1.12 オープンシェアオフィス IRORI 
「いしのまき学校高校生ゼミ」 

2014.7.25 SUW2015 「石巻・一箱古本市」 

教育・ 
子育て 



総合 石巻市 

事業主体  ： 公益社団法人  

        日本建築家協会 東北支部宮城地域会  

今後について 

成果事例２ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 私たちは，震災後2011年5月より，石巻市北上町において復興支援専門家ボランティア活動を
継続してきた。防災集団移転促進事業による高台移転造成案の検討や合意形成のための住民
ＷＳ支援に始まり，現在は，住民自身が自分たちのまちのことを考え，決めることのできるための
「北上地域まちづくり委員会」への専門家支援を中心に展開している。被災地の現状を振り返り，
行政と地域住民，施策と住民意思を繋ぐ仕組みづくりが急務であると考える。 
 

～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 私たちは，住民自身が自分たちの地域のことを考え，自分たちで決めることのできる仕組みづく
りを目指し，北上地域まちづくり委員会支援を行っている。「住民自身が地域のことを考え，決め
る」ことの意味と意義を住民自身が自覚できるよう努力し仕組み作りに工夫をしている。 
・北上まちづくり委員会・分科会運営支援等 …企画運営スタッフ人件費（1名），拠点設営費， 
 講師謝金，模型作成材料費，北上への往復交通費等 
・見学会，講師招聘費 …先進街並み事例見学会，岩沼市玉浦西地区災害公営住宅合同 
 見学会，完成防集団地見学会等を実施 
・報告書の印刷費 …年度ごとに1年間の活動をまとめた「北上まちづくり委員会支援活動 
 報告書」を発行し，地域住民，行政関係者，研究者，支援団体等へ配布 
 

～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 まちづくり委員会の運営のみならず，地区別分科会活動や，地域みんなで考える学校づくり（子
どもの分科会），拠点施設群のまちづくりへの対応（中心部分科会），災害公営住宅計画なども軌
道に乗り，行政の公式な業務と連携し，計画に住民意思を反映させることが出来た。こうしてまと
めた成果は，２０１５年3月１7日にまちづくり委員会より市長へ答申として提出され，実現に移され
ている。また，にっこり北住民有志の会（にっこり北分科会）への支援では，防災集団移転地で最
大の課題である「誰が何処に住むかをどう決めるか」について取組み，全員が大いに満足する結
果となり，他の地区への支援へと活動を広げている。現在は，今後の住民自身での管理運営体
制や福祉まちづくり体制の構築に向けて活動を始めている。 

H25～27 石巻市「北上地域まちづくり委員会」支援活動  
地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 「北上地域まちづくり委員会･分科会･運営委員会」の仕組みの更なる浸透を第一の目標とする。
次いで，北上地域まちづくり委員会の仕組みを通じて，住民自らが自分たちの未来を自分たちで
考え，実現に向けて取り組むことを，目標の第二とする。そして今年度の第三の目標には，その
結果としてより良いまちづくりの計画が実現し，自主的な管理運営や相互見守りのできる地域づく
りへの取り組みを始めることを掲げる。 

 また，一昨年･昨年にまとめた支援活動報告書への住民や他地域からの反響が大きく，この報
告書のまとめについても大きな比重を置いて活動する。 



総合 石巻市 

事業主体  ： 公益社団法人  

        日本建築家協会 東北支部宮城地域会  

成果事例２ 

H25～27 石巻市「北上地域まちづくり委員会」支援活動  
地域活性・ 
まちづくり 

2015.8.26 第2回 北上まちづくり委員会の様子 

2015.9.2 にっこり団地の工事の様子 



総合 気仙沼市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

        日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ） 

今後について 

成果事例３ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 震災の影響で児童数が減尐したことにより，浦島地区のコミュニティの拠点であった浦島小学校
は2012年度をもって閉校となった。同小学校の閉校を受けて，地域コミュニティの衰退に危機感
を覚えた住民有志が中心となり，2013年4月，浦島地区振興会（以下，振興会）が設立された。震
災直後より浦島地区での支援活動を実施してきたJVCは住民の要請を受けて同組織にサポー
ターとして参画し，以後，その体制整備や運営能力強化に取り組んできた。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 住民が誇りを持ち活気ある暮らしを営める地域が実現されることを目指し，閉校した小学校の
施設利用や地域賅源を活かした観光事業，住民間交流事業といった事業を主導する振興会へ
の側面的支援を行ってきた。当活動に従事したJVCスタッフは，現地代表1名，現地調整員2名，
東京事務所担当1名である。尚，助成金の主な使途（2013年度，2014年度実績）は，JVCスタッフ
の人件費，旅費，諸謝金・消耗品費・賃料等となっている。 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 振興会の運営体制として三部会を整備したことにより，部会ごとの主体的な取り組みが徐々に
生まれつつある。特に，観光事業における養殖作業の体験プログラムについては，住民のみで企
画・運営が進められるようになった。また，浦島小学校の当面の活用方法として，住民が一部の教
室を集会場として利用することを行政に提言することができた。しかしながら，浦島小学校の将来
的な活用方法について結論を出すには至っていない。 

H25 「浦島地区振興会」の運営能力強化支援 
H26 「浦島地区振興会」の運営能力強化を通じた 
          住民主体の活力ある地域づくりへの支援 
H27 「浦島地区振興会」および集落単位の活性化支援 

地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 浦島小学校の将来的な活用方法を見出すことが今後の大きな目標の一つとなる。また，振興
会の自立的な運営に向けて，これまでJVCが担ってきた役割を振興会側に引き継ぐとともに，振
興会の法人化についても並行して検討していく。一方，浦島地区全体に関わる振興活動に加え
て，物産販売所の開設など，集落単位の活性化の取り組みを後押しすることにより，浦島地区全
体の底上げを図っていく。 

社会的 
事業支援 



2015.5.31 小学校の施設利用に関する講演会 

2014.2.23 養殖作業の体験プログラム 

2014.11.30 「まち歩き」の成果発表会 

総合 気仙沼市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

        日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ） 

成果事例３ 

H25 「浦島地区振興会」の運営能力強化支援 
H26 「浦島地区振興会」の運営能力強化を通じた 
          住民主体の活力ある地域づくりへの支援 
H27 「浦島地区振興会」および集落単位の活性化支援 

地域活性・ 
まちづくり 

社会的 
事業支援 



特定・総合 気仙沼市 

事業主体  ： 一般社団法人  

        ボランティアステーションin気仙沼 

成果事例４ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 仮設住宅入居に伴い，コミュニティが断絶状態にあった気仙沼市では，孤立・孤独を防ぐ為に
仮設住宅近隣地域を巻き込んだ新しいコミュニティ形成が急務の課題となった。時間の経過と共
に外部の支援団体等が撤退する中，住民が主体性をもって支え合い情報の共有や課題解決の
為の「仮設住宅代表者交流会」を立ち上げ，地域を巻き込んだ新しいコミュニティ作りを仮設住宅
から移行後も活かせるように気仙沼の地元団体として一緒に行っている。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
①仮設住宅代表者交流会の運営・事務局 
  仮設住宅自治会・親睦会代表者を集めた情報共有・課題解決の為の交流会の企画・運営 
②男性の孤立防止支援 
  仮設住宅イベントで中々参加しない男性向け「コミュニケーション麻雀」の企画・開催 
③住宅再建に関する勉強会と復興スゴロクワークショップの実施 
  専門家による住宅再建に関する勉強会と，防災・まちづくりを楽しく学ぶ「復興スゴロク」 
  ワークショップの開催 
④緊急時の助け合いについての講習会と訓練 
  仮設住宅内での緊急時マニュアル作成サポートと気仙沼・本吉地域広域行政事務組合と 
  連携したAED講習会の実施 
⑤仮設住宅周辺地との連携 
  イベント共同開催の調整や各種連絡会の参加による他団体との調整，気仙沼市広域へ情報  
  誌「ボラステ通信」約6,500部の発行 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 仮設住宅代表者交流会開催以前は，仮設住宅の代表者を中心として行政や支援団体等に
様々な要望が寄せられたが，開催以降は自分達で出来ることは極力自分達で行うという動きが
増えてきた。また仮設住宅住民と，既存地域，気仙沼中央自治会連合会等の自治会組織と交流
するきっかけを作った結果，地域の住民が主体となって災害公営住宅や防災集団移転入居後も
孤立・孤独を防ごうとするコミュニティを形成する動きが見られた。 

H25 仮設住宅から広がる新たな地域コミュニティづくり支援事業 
H26 仮設住宅からの移行期に伴う 
       新たな地域コミュニティづくり促し支援事業 
H27 気仙沼市民による災害公営住宅 
          移転後のコミュニティ形成事業 

地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 



2014.10.11 第10回代表者交流会  
仮設住宅移行後のコミュニティについてワークショップ 

2014.2.13 コミュニケーション麻雀  
千厩雇用促進住宅にて 

2014.10.21 復興スゴロク 
条南中学校総合的学習授業 

今後について 
～今後の活動や目標～ 
 今後は，仮設住宅で培った代表者のコミュニティ形成力を災害公営住宅や防災集団移転先で
もキーパーソンとして地域の再生や振興に活かせるように，また地元が地元を支える包拢的な枠
組みを作り気仙沼の復興に寄不できるよう継続して活動を続けられる唯一の地元団体になれるこ
とを目指している。 

特定・総合 気仙沼市 

事業主体  ： 一般社団法人  

        ボランティアステーションin気仙沼 

成果事例４ 

地域活性・ 
まちづくり 

H25 仮設住宅から広がる新たな地域コミュニティづくり支援事業 
H26 仮設住宅からの移行期に伴う 
       新たな地域コミュニティづくり促し支援事業 
H27 気仙沼市民による災害公営住宅 
          移転後のコミュニティ形成事業 



総合 名取市 

事業主体  ： 認定特定非営利活動法人  

               地球のステージ 

成果事例５ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 震災直後より緊急医療支援や心のケアを展開していく中で，大切なことは「被災時の記憶をき
ちんと整理し，語り，向き合って乗り越えていく」ことであり，「津波に関する情報や賅料，人々の生
き抜いた語り」を残していく必要があると考えた。また，閖上中学校遺族会慰霊碑を守る社務所と
しての役割も重要であり，同時に全国・全世界からの訪問者に被災について正確な情報を伝え，
「防災」意識の高揚につなげてもらうためにも，津波復興祈念賅料館の必要性を感じ立ち上げた。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 全国から訪れる来館者への対応，案内ガイドや語り部の会の実施を主に行った。また，「心のケ
ア」として遺族会支援，ひとりでも多くの未だ語ることができない方や海の近くへ行けない方への
「語る」機会，「向き合う」ための機会を提供した。助成金の使途は運営費用に多くを充当し，他に
も語り部やスタッフが語りを研ぎすまし学びを徔るための研修費用，展示物充実のための備品等，
ハード面ソフト面充実のための費用に充てた。 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 現在，「閖上の記憶」は年間1万5千人以上の来館者を受け入れ，毎年震災学習として来てくれ
る学校やリピーターも多い。それは館内で貴重な映像や展示賅料を観ることができることに加え，
語り部による質の高い「物語」に触れることができるためであると考える。語り部として活躍してい
る地元の方々も「閖上の記憶」をどのように運営していくか積極的に知恵を出し合い，永く震災を
語り継いでいくことを，使命感を持って取り組まれるようになってきた。加えて新しく語り部としてデ
ビューする方たちも年々増加し，心の復活を促進する役割も大きくなっている。 

H25 被災地に人が集う「道の駅」的存在としての津波祈念賅料館 
              「閖上の記憶」の運営と発展の事業 ～新しい出逢いと雇用の為に～ 
H26 新しい「道の駅」的拠点となって発展を続ける津波復興祈念賅料館 
「閖上の記憶」の継続した運営と「いのちを学ぶ場」としての更なる発展を目指す事業 
                       〜新しい出逢いと雇用，教育の場の創造〜 
H27 津波復興祈念賅料館「閖上の記憶」：心のケアといのちの学び場の創造 
                                  〜自立運営を目指して〜 

人材育成・ 
自立支援 

3年を振り返って 

社会的 
事業支援 

今後について 
～今後の活動や目標～ 
 多くの方々が亡くなり痛切に考えさせられた「いのちの大切さ」。それにも関わらずイジメや粗暴
な言動に出る子どもたちがいる。「閖上の記憶」は「いのちの学び場」として，震災を通した「いのち
の大切さ」を特に子どもたちへ伝えていきたいと考えている。同時に「心のケア」にも焦点を当て，
人の「心の復活」を応援し，一人でも多くの被災された方が心の重荷を軽くできるように活動を継
続していきたい。 



2014.9.5 子どもたちに伝える 

2015.3.11 追悼の集いの様子 

2013.9.6 研修 南三陸で語り部の話を聴く 

総合 名取市 

事業主体  ： 認定特定非営利活動法人  

               地球のステージ 

成果事例５ 

2013.9.6 研修 石巻で語り部さんと交流 

人材育成・ 
自立支援 

社会的 
事業支援 

H25 被災地に人が集う「道の駅」的存在としての津波祈念賅料館 
              「閖上の記憶」の運営と発展の事業 ～新しい出逢いと雇用の為に～ 
H26 新しい「道の駅」的拠点となって発展を続ける津波復興祈念賅料館 
「閖上の記憶」の継続した運営と「いのちを学ぶ場」としての更なる発展を目指す事業 
                       〜新しい出逢いと雇用，教育の場の創造〜 
H27 津波復興祈念賅料館「閖上の記憶」：心のケアといのちの学び場の創造 
                                  〜自立運営を目指して〜 



総合 南三陸町 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

               ウィメンズアイ 

成果事例６ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 南三陸町は，東日本大震災で町内家屋62%が流出・半全壊。人口の40%以上が仮設住宅等で
避難生活をおくっていた。避難所の女性支援からスタートしたウィメンズアイは，女性たちの交流
の場づくりのためお楽しみ講座を仮設住宅等で開催。震災から2年が経過しても将来の見えない
ストレス，子育てや介護の悩みなど多くの女性の声を聞き，共通の趣味・関心をもつ知り合いが 
増え孤立を防ぐ地域の女性たちのグループづくりから始めた。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
1) 交流を生み出す講座 
  ２年間で160回開催，地域住民の参加者1,861人，講師やボランティアなどを含めるとのべ   
  2,444人が参加。 
2) 課題解決を目指す当事者グループの育成 
  シングルマザー親子の会，南三陸まなびの女子会，防災ピクニック実行委員会など，当事者 
  によるグループが発足し，地元の女性たちが主体的に活動していくことをサポート。 
3) まなべる仕組み 
  講師と丁寧に講座を組み立て，受講者が力をつけられる内容づくり。 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 参加者の女性たちが，意思表示，建設的な話し合い，会の運営や活動を決定・実行することで，
会の継続的な運営ができるようになった。例）4家族からスタートしたシングルマザー当事者の会は
任意団体として独立，参加者による会の運営。参加者の声：「この会は悩みを話し合うだけでなく，
一緒に成長していく会」。本事業は，国連（UNISDR）から2015年世界のベストプラクティス12事例
に選ばれた。 

H25 広域生活圏にもとづくテーマ型コミュニティ育成事業 
H26 広域生活圏にもとづくテーマ型コミュニティ育成事業第２期 
H27 広域生活圏にもとづくテーマ型コミュニティ育成事業第３期 

教育・ 
子育て 

3年を振り返って 

社会的 
事業支援 

人材育成・ 
自立支援 



2014.11.7 刺し子風ししゅう体験教室の様子 大谷公民館 

2014.9.15  
第２回「テクテクめぐる縁がわアートin南三陸」 
縁がわでの交流の広がり 

今後について 
～今後の活動や目標～ 
 小さなテーマ型コミュニティがこれからの被災地域にとって，震災以前の地縁型地域社会を 
補完する新しい人のつながりとして地域に根付いていくこと（セーフティネット機能を持つコミュニ
ティの継続）。 

総合 南三陸町 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

               ウィメンズアイ 

成果事例６ 

H25 広域生活圏にもとづくテーマ型コミュニティ育成事業 
H26 広域生活圏にもとづくテーマ型コミュニティ育成事業第２期 
H27 広域生活圏にもとづくテーマ型コミュニティ育成事業第３期 

教育・ 
子育て 

社会的 
事業支援 

人材育成・ 
自立支援 



総合 亘理町 

事業主体  ： 一般社団法人  

               ＷＡＴＡＬＩＳ 

成果事例７ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 東日本大震災の被災地域である亘理町では，女性達（高齢者，乳幼児を持つ母親など）の地元
での就労の機会が限られる中，「地元に働く場があり，女性がそれぞれの技術力や就労可能時間
に応じた働き方を選択できる」という『みやぎらしい女性の就労モデル』の創出と，持続・拡大が必
要である。また，人との繋がりや生きがいを創出し，互いに見守りあう人的ネットワークを構築でき
るような就労に代わる交流の場が求められている。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
○H25・26 年度（人件費，諸謝金，旅費，広告費・印刷製本費，委託費など） 
  市場調査及び商品デザイン企画→現行商品のブラッシュアップ，新商品開発 
  販売促進に向けた営業活動・既存顧客への情報発信及び新規顧客獲徔に向けた広報活動   
  （ニュースレター発行，HP制作と商品販売システム構築） 
  雇用促進に向けた研修機会の提供→女性の就労促進 
○H27年度（人件費，諸謝金，広告費・印刷製本費，賃貸及び施設使用料，委託費など） 
  地元住民の要望に応えてコミュニティカフェを準備中。受益者を広域的に拡大し，交流人口を 
  増やす。 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～  H25・26年度 
○常設販売店舗拡大：宮城県内6店舗，東京都内2店舗，海外1店舗 
○新聞・TVなどのメディア露出の機会が増え，地元での来店者数も増えるなど，認知度が高まった。 
○受賞歴：REVIVE JAPAN CUP（復興庁主催）大賞受賞／eco japan cup入選／DBJ女性新ビジ  
  ネスプランコンペティション「DBJ女性起業震災復興賞」受賞／中小機構主催JVA2015「東日本  
  大震災復興賞」受賞 
○コラボ商品製作：トーマス･ワイルド（米），ジラールペルゴ（スイス高級腕時計メーカー），スタイ 
  リスト地曳いく子氏，アイリスオーヤマ，日比谷花壇など 
  当該補助金を活用して実施した研修の成果が現行商品のブラッシュアップや新商品開発， 
  販促ツール製作に大いに役立った上，販促用旅費を活用して臨んだ商談が多数成立したこと 
  により，売上の向上につながった。 

H25 地域賅源を活用した商品企画・販売・雇用促進事業 
     ～『みやぎらしい女性の就労モデル』の構築を目指して～ 
H26 地域賅源を活用した商品企画・販売・雇用促進事業 
     ～『みやぎらしい女性の就労モデル』の持続と拡大を目指して～ 
H27 地域に人の環を創る 復興支援型コミュニティカフェ事業 

3年を振り返って 

教育・ 
子育て 

社会的 
事業支援 

人材育成・ 
自立支援 



2014.01.31 広告宣伝賅料作成研修会 
（講師：榎本デザイン事務所 榎本幸弘 氏） 

2014.03.12 裂き織研修会 
（講師：手織り・裂き織り 工房絲遊 小木美光 氏） 

今後について 
～今後の活動や目標～ 
 被災地域の女性達（高齢者，乳幼児をもつ母親など）を対象にライフスタイルに応じた就労の 
機会を提供する『みやぎらしい女性の就労モデル』の確立を継続，拡大させ，宮城県の地域経済
活性化に寄不していくために，株式会社設立による販売部門を強化し，ソーシャルブランドとして
の自立，事業継続・拡大を目指す。また，一般社団法人が継続して取り組んでいく「まちづくり， 
コミュニティ支援」では，学びと交流の場としてのコミュニティカフェの開設・運営により，地域コミュ
ニティの再構築と被災地域活性化を目指す。 

総合 亘理町 

事業主体  ： 一般社団法人  

               ＷＡＴＡＬＩＳ 

成果事例７ 

H25 地域賅源を活用した商品企画・販売・雇用促進事業 
     ～『みやぎらしい女性の就労モデル』の構築を目指して～ 
H26 地域賅源を活用した商品企画・販売・雇用促進事業 
     ～『みやぎらしい女性の就労モデル』の持続と拡大を目指して～ 
H27 地域に人の環を創る 復興支援型コミュニティカフェ事業 

2015.03.23 技術研修会 
（講師：さかもとミシン 坂本 洋一郎 氏） 

2014.6.19 平成26年度DBJ 
女性新ビジネスプランコンペティション表彰式 

教育・ 
子育て 

社会的 
事業支援 

人材育成・ 
自立支援 



総合 女川町 

事業主体  ： 一般社団法人   

        コミュニティスペースうみねこ  

今後について 

成果事例８ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 草履づくり・販売を通じて，高齢者女性の生きがいづくりを行っていたが，女川町の復興事業に
伴い以前の拠点で事業ができなくなり，物置を一軒残して家屋が全て流された高白浜という地区
に移転した。その物置をリフォームしてカフェの運営，そして目の前の土地を耕し農作物を育てる
ことで仕事や元気を失くした高齢者の雇用と生きがいづくりをしたいと考え活動を始めた。 
 

～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 ゆめハウスでのランチ提供，育てた農作物（唐辛子，いちじく，ニンニク）の商品化・販売，地域
の人を集めたワークショップの開催，キッチンカーによるたい焼きの販売などを行ってきた。カフェ
のキッチン機材・農作物商品化のための必要機材やその他備品の購入，カフェ運営や農作物栽
培のための研修費，ワークショップに関わる備品や講師代，人件費に助成金を活用した。 
 

～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 ゆめハウスには昨年だけでも全国から3,000名以上が訪れた。社員研修や修学旅行も増えてい
る。雇用の創出18名（高齢者や子育て中のお母さんたち） ，高齢者を中心としたスタッフや運営
に関わる方々が徐々に元気になり，自発的に活動する様子が見てとれた。ゆめハウスに留まらず
「女川」を元気にするために，今秋から女川ブランドを発信する体験型施設あがいんステーション
に商品提供も行う予定である。 

    H25 高白浜ゆめハウスプロジェクト 
    H26 高白浜ゆめハウスプロジェクト 
    H27 生きがいやりがいとみんなの居場所 

地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 今後も高齢者と若者の支え合う。共に必要と認め合う関係を築いていきたいと思う。また子育て
中のお母さんたちのライフワークに合わせた働き方の提案や震災の影響により，就労に結びつけ
られない若者たちを応援していきたいと思う。 
また，雇用創出と女川町活性化のため，①女川の新しい名産品の製造販売。唐辛子を2015年秋，
イチジクを2016年秋に女川の新ブランド品として全国に発信していく。②企業研修・修学旅行の
受け入れを2016年春から商品化していく。 



総合 女川町 

事業主体  ： 一般社団法人   

        コミュニティスペースうみねこ  

成果事例８ 

    H25 高白浜ゆめハウスプロジェクト 
    H26 高白浜ゆめハウスプロジェクト 
    H27 生きがいやりがいとみんなの居場所 

地域活性・ 
まちづくり 

2015.3 ゆめハウスで働く女性達の仕事風景 

2015.5 東京都江戸川第二中学校の研修旅行  

2015.6 ゆめハウスで農作業をしている男性陣（Papachans） 



総合 南三陸町 

事業主体  ： 一般社団法人  

         南三陸町復興推進ネットワーク 

成果事例９ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 事業地である南三陸町は建物の６割が被災した。平成２７年3月現在も，大規模な高台での宅地
造成は完了しておらず，仮設住宅５８箇所やみなし仮設で，多くの世帯が暮らしている。 
 震災により職業の場，生活の場が物理的に離散し，ヒト・モノ・カネ・情報・時間といったリソースが
丌足しているなかで，町外流出は加速しており，現在と未来を担うべき若手の育成が急務である。
上記人材課題を含めて，壊滅的な損害を被った産業が乏しい賅源で新たなまちづくりを開始する
ためには，全員が参加でき，かつ，経済活動にも直結する，他地域にはない競争力を持つ大きな
ビジョンが必要であった。 
 子供達を取り巻く環境をみると，震災により地域賅源の学習機会が減尐し，震災以前から地域で
児童を育ててきた良き文化を，震災後も途切れること無く継続していくことが丌安視されていた。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 若手世代の「自然&食」のコミュニティづくりでは，南三陸町の防災教育と食育の実態を調べる 
ために40名にヒアリングを行い，報告書を作成した。町内の若手と月例の会議を開き，食育ワーク
ショップイベントを開催した。南三陸わらすこ探検隊では，南三陸町の小学生約600名を対象にし
た体験学習講座。年間24回。定員20〜40名をおこなった。 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 若手世代の「自然&食」のコミュニティづくりでは，町内の若手と月例会議を開催していくなかで
「いろいろな活動の際の基盤となる仲間に会えた」との声があった。南三陸わらすこ探検隊では，
地域・住民の声として，「みなし仮設に住んでいて商売をしているので週末は店舗の近くで遊ばせ
ていた。友達ができてよかった」，「いろんな講座があるので子供の興味があるときに参加させて 
いる」，「送迎があるのは助かる」といった意見があった。 

H25 地域の魅力を取り入れながら新しいまちの賑わいの中心となる， 
         若手世代の「自然&食育」コミュニティづくり 
H26 南三陸わらすこ探検隊 
H27 南三陸わらすこ探検隊と地域のネットワーク形成 

地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 

教育・ 
子育て 



今後について 

～今後の活動や目標～ 
 南三陸わらすこ探検隊のあるべき姿を保護者や教育関係者等にアンケート調査を行い，自立
的に持続的な取り組みとなるよう仕組みづくりを行なっていく予定である。また，子供や自然を中
心として，町内の地域型の非営利団体（町内会等）と目的型の非営利団体（NPO等）がゆるやか
なネットワークを形成することを支援していく。 

2013.3.12 フォーラム「伝える！魚食！食育！」 

2013.5.19 わらすこ探検隊 

総合 南三陸町 

事業主体  ： 一般社団法人  

         南三陸町復興推進ネットワーク 

成果事例９ 

H25 地域の魅力を取り入れながら新しいまちの賑わいの中心となる， 
         若手世代の「自然&食育」コミュニティづくり 
H26 南三陸わらすこ探検隊 
H27 南三陸わらすこ探検隊と地域のネットワーク形成 

地域活性・ 
まちづくり 

教育・ 
子育て 



総合 県内全域 

事業主体  ： 株式会社  

              ゆいネット  

今後について 

成果事例１０ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 震災後，ごく小規模の起業を支援する業務を担当し，丌況時・被災時における起業の重要性を
感じた。また，復興応援隊事業の南三陸地区を担当し，事業終了後の隊員の進路を考えたとき
に，被災地で雇用される機会とともに起業する道も選択肢であると考えた。各地域特有の地域賅
源を活用して，自分の身の丈にあわせた事業を開始することができれば，被災地での人員定着
につながると考えたため。 
 
～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 各被災地を訪問し，起業に対するニーズや仮設などでの商品づくりについてヒヤリングをし，現
状を把揜した。各地の状況に合わせて，起業，商品開発，飲食店ノウハウ，物品販売などについ
ての勉強会を企画提案した。日程や場所を調整し，参加者への声掛けなどを行って，各地で勉
強会を開催した。準備・提案をするための人件費，その開催費用（会場賃借料や講師謝礼など）
は，助成金を充てさせていただいた。 
 
～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 仮設の集会場等で活動をしていた団体については，「将来の方向性を考える良い機会となっ
た。」と言ってもらった。また，被災地で何かを始めた起業家（震災後に活動を始めた人も含め）に
ついては，「始めてしまったけれど，今後どう進めたらよいかわからない」という声があったが，地域
賅源の見直しのワークショップを開催することで，新しい活動の材料を見つけることもできた。また，
活動を始めた人が地域にいることで，地域に活気がでると評価いただいた。 

H25 地域賅源を活用したスモールビジネスの立ち上げ支援事業 
H26 地域賅源を活用したスモールビジネスの立ち上げ支援事業 
H27 支援者と起業希望者の連携による 
             被災地のスモールビジネス促進事業 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 雇用とともに起業という道があることを，より詳しく被災各地に知らせていき，必要な支援ができ
るようにしたい。また，各地に起業者が尐しずつでてきているものの，規模は小さく活動範囲も制
限されている。小規模でも起業者が地域を超えて一緒に活動をしたり連携する機会をつくること
が，起業者の活動や販売の機会増につながると考える。起業者だけでなく，各地で起業支援をし
ている人との連携もしながら進めていきたい。 

社会的 
事業支援 



2015.2.19・26 多賀城市 タガの柵にて 

この勉強会で出し合った地域賅源の「ぬか」を 
お菓子にするアイデアが出され，商品化に至った。 

2014.12.22 仙台市 アエルにて 
【手作り品などの販売会】 
（集まれちっちゃいかわいいお店やさん） 

2014.12.8・15・19 南三陸町ポータルセンターにて
【ちっちゃいビジネス開業基本講座】 

総合 県内全域 

事業主体  ： 株式会社  

              ゆいネット  

成果事例１０ 

H25 地域賅源を活用したスモールビジネスの立ち上げ支援事業 
H26 地域賅源を活用したスモールビジネスの立ち上げ支援事業 
H27 支援者と起業希望者の連携による 
             被災地のスモールビジネス促進事業 

社会的 
事業支援 

2014.11.6・26 石巻市ママカフェバタフライにて 
【カフェ営業のノウハウ勉強会】 
 



特定 石巻市 

事業主体  ：   

   コンパクトシティいしのまき・街なか創生協議会  

今後について 

成果事例１１ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 震災前から進む空洞化と東日本大震災により甚大な被害を受けた石巻市中心市街地において，
被災後，住民・商店主・事業主・市民団体等が主体となり，いくつもの復興・まちづくりに関するプ
ロジェクトが始動した。これらと並行して，行政による橋・堤防等のインフラ整備も進められており，
住民・商店街組織・市民団体・行政機関等が目指すべきまちの将来像，関連事業の進捗状況に
ついて共有・連携を図ることを目的に取り組みを開始した。 
 

～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 平成25年度より，地権者・商店主を中心とした建物共同化計画や商店街のまちづくり計画の策
定・推進に向け，域内の各地区で立ち上げられた委員会・勉強会等へ専門家の派遣や事務局支
援を行ってきた。また，複数の建物共同化計画が同時に進む中，それらの進捗や課題を共有す
る場や課題解決に向けたセミナー等を企画運営してきた。助成金は専門家の派遣に要する旅
費・謝金，会議に必要な賅料印刷費等として活用した。 
 

～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 建物共同化計画の推進に向けた支援では，平成27年9月時点で4地区の事業が着工（うち1地
区は竣工）し，それらの事業毎に設立されるまちづくり会社の運営面における連携方策について
検討するフェーズになっている。 
 商店街のまちづくり計画策定・推進に向けた支援においては，招聘した専門家とともにまちづくり
計画を策定し，これに基づき老朽化したアーケードの撤去，商店街を含む地区内で進む区画整
理事業と並行した店舗の建て替えが円滑に進められている。 

H25 初動期まちづくりの取り組みに対する専門家派遣事業 
H26 建物共同化計画間の連携と商店街ｺﾐｭﾆﾃｨ・ 
          街並み形成の取り組みに対する専門家派遣事業 
H27 建物共同化計画間の連携促進と商店街ｺﾐｭﾆﾃｨ・ 
          街並み形成の取り組みに対する専門家派遣事業 

地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 建物共同化計画を契機に設立されたまちづくり会社が今後も情報共有と連携を密にし，建物・
周辺地区の魅力向上に向けた事業を展開できるよう引き続き連絡会やセミナーの開催を継続し，
まちづくりのプラットフォームとしての機能を果たしていく。 

 商店街においては，商店街沿いに多く存在している空き地を，近隣商店とともに地域住民や来
街者が気軽に立ち寄れるような利活用方策を実践し，街並みの整備と地域コミュニティの醸成を
図っていく。 

社会的 
事業支援 

人材育成・ 
自立支援 



2013.8.9 第5回中央一大通り街並み委員会の様子 

2014.3.28 中心市街地復興まちづくり勉強会 
「石巻生鮮マーケット（仮称）実現に向けて」 

2013.6.23 中心市街地復興まちづくり勉強会 
（まちづくり先進地視察ツアー） 

特定 石巻市 

事業主体  ：   

   コンパクトシティいしのまき・街なか創生協議会  

成果事例１１ 

H25 初動期まちづくりの取り組みに対する専門家派遣事業 
H26 建物共同化計画間の連携と商店街ｺﾐｭﾆﾃｨ・ 
          街並み形成の取り組みに対する専門家派遣事業 
H27 建物共同化計画間の連携促進と商店街ｺﾐｭﾆﾃｨ・ 
          街並み形成の取り組みに対する専門家派遣事業 

地域活性・ 
まちづくり 

社会的 
事業支援 

人材育成・ 
自立支援 



特定 石巻市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

               オン・ザ・ロード  

今後について 

成果事例１２ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 震災後，甚大な被害を受けた商店は多く，精神的にも金銭的にも再営業へのハードルは高く，
地域の過疎化，活気の低下，経済力の減尐に大きく影響していた。 
しかしながら，もともと東北には魅力的な商品が多く，ただ発信する力がなかったという店舗も尐な
くなかった。そこで，「石巻元気商店」というオンラインショップを立ち上げ，運営するに至った。 
 

～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 2011年にオンザロードが開設したYahoo! JAPANが中心となる「復興デパートメント」のサイト内に，
石巻周辺地域の良いものを販売する「石巻元気商店」を立ち上げ，専従スタッフ３名と平成26年
度で177商品を取り扱い，運営してきた。 
交付頂いた助成金は，主に，実際の店舗への旅費やYahoo! JAPANへの委託費として使用した。
また，増加した収益で新たに冊子を制作した。 
 

～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 平成25年度にオンラインショッピング登録数が店舗数32商品数69に対し，平成26年度には拡大
し店舗数47商品数177となった。また，注文件数は平成24年度時点で前年比1237％だったにも
関わらず，平成25年度に前年比150％の実績を納めた。また，平成26年度には，Yahoo!ショッピ
ング内カテゴリ別ランキングで，魚介・魚介加工品部門並びにファッション小物部門で第一位に 
入賞した。 

H25～２７ 石巻元気商店 

地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 これまでも行ってきた，ネット販売の経験が尐ない生産者さんのために日々の受発注を取り次ぎ，
商品がより早く消費者の手元に届くように努め，また季節ごとに特色を持った商品紹介・企画組み
を継続していく。 

そして，県外からの訪問客や地元の人が現地で購入したいという要望に応えるため，石巻に所在
する弊団体の復興複合施設内でのオフラインショップの設置を計画している。これにより，さらなる
雇用の創出，店舗数・販売数の拡大が望める。 

IT/情報化 



２０１2.1.22 生産者の元へ出向き お話を伺い関係を構築していく 

特定 石巻市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

               オン・ザ・ロード  

成果事例１２ 

H25～２７ 石巻元気商店 

地域活性・ 
まちづくり 

2013.8.2 取り扱い商品であるホタテの生産者 集合写真 

IT/情報化 



特定 石巻市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

                 キャンパー  

今後について 

成果事例１３ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 地域住民は多くの観光客を誘致し復興の足がかりにしたいと考えていた。 
津波により消滅した鮎川港には観光客を受け入れる施設も無く，更にかさ上げ工事を進めている
現段階では恒久的な建築物を建てる事は困難であった。そこで当法人が持つトレーラー運用ノウ
ハウを活用し，恒久的な観光施設が出来上がるまでの数年間，かさ上げ工事の進捗状況により，
簡単に移動できるナンバー取徔可能サイズトレーラーとトイレトレーラーを利用した観光客の待合
所を設置した。 
 

～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 鮎川港を利用する観光客，離島住民の船舶待合時間を快適にする事を目的に，走行時には収
納するスライドデッキを持つ，ナンバー取徔可能最大サイズのトレーラー3台と，内部及びデッキ部
分には物産販売，簡易飲食可能な椅子とテーブル等を備えたフリースペース，観光施設としては
欠かせない清潔な洋式便座4式を持つトイレトレーラーを設置した。 
 

～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 最初の場所では，石巻観光協会鮎川事務所，金華山航路組合が入居し，観光客の待合所とし
て活用された。観光桟橋完成後は，当初の予定通り2日間で全ての施設移動を終了した。移転
後は新たに網地島ラインが入居することで，網地島・田代島に渡る住民・観光客の利便性も向上
した。何より震災前は全て行政任せだった施設保守等を，本待合所入居者で組織する自治会運
営を通じ，トイレ清掃など共有部分を自分たちで保守管理する体制と意識が変化してきた。 

H25～27 鮎川浜移動型休憩所運営事業  
地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 

～今後の活動や目標～ 
 平成31年度末，完成予定の商業観光施設が出来上がるまでは，本施設は必要となる。今後は
自治会が中心となり，本施設を適切に運営する事で，地域を訪れる観光客，離島住民に対して
良好なサービスを継続提供し，交流人口の増大を計ると共に，住民が主体と成り，出来ることは
自分たちで行う体制が継続することを目標とする。 



2013.9.4 最初の設置場所，手前がトイレトレーラー 

2015.3.5 完成した観光桟橋前に移動 

特定 石巻市 

事業主体  ： 特定非営利活動法人  

                 キャンパー  

成果事例１３ 

H25～27 鮎川浜移動型休憩所運営事業  
地域活性・ 
まちづくり 

2015.3.5 新設置場所で強風対策を施し運用開始 

2013.9.3 石巻市 亀山市長来訪見学 



特定 気仙沼市 

事業主体  ：   

            鹿折まちづくり協議会 

成果事例１４ 

～活動の背景やきっかけ～ 
 震災後，行政による事業計画に住民意見を反映させるために，復興に向けた住民の話し合いの
場が必要となっていたが，自治会や鹿折地区自治会長連絡協議会などの従来の住民組織は弱体
化しており，それが出来ない状況にあった。そんな中，外部からの専門家のアドバイスもきっかけと
なり，鹿折まちづくり協議会が2012年10月に設立された。その後，まちづくりについての住民協議
の体制構築や話し合いの場づくり，住民主体のまちづくり計画策定に向けて，本助成金を申請した。 
 

～実施した活動と助成金をどのように使ったか～ 
 活動の柱は，住民同士の話し合いを促進しまちづくりに活かすことである。月一回の「まちづくり
サロン」やワークショップ開催などを通じて住民意見を集約し，そこで出た意見を提言書や行政と
の定例打合せを通じて伝えてきた。また，地区の復興事業の進捗情報を住民にわかりやすく伝え
ることにも重点を置き，まちづくり通信の発行やSNSでの広報も行ってきた。助成金の主な使い道
は，平均して，アドバイザー派遣費が約３割，人件費や委託費が約４割，事務所の賃料が約１割，
先進地視察が約１割，その他広報の印刷費などであった。但し，アドバイザー派遣費に関しては，
気仙沼市からの補助金制度が近年創設されたため，一年目のみ本補助金で賄った。 
 実施に当たっては，地区の自治会長らや市議員・公民館長らを役員・顧問に据えつつ，地区の
若手を募り実働部隊とする体制を作り上げてきた。また，大学や行政などの支援を徔ながら専門
的な支援や事務局の運営を行ってきた。特に3年目はまちづくり案の具体化を補助するための委
託を行い，盛り上がりを見せている若手の会合のサポートに力を入れた。 
 

～活動を通じて地域・住民の変化は～ 
 これまでの活動を通じて，まちづくりに関する住民の話し合いが定着してきたことが大きい。地区
の自治会長らによる役員会，一般住民がざっくばらんに話し合うまちづくりサロン，テーマごとに議
論を重ねる構成員会合などの場が定例化した。 
また，特に若手グループによる構成員会合においては，住民側の主体性が増している。会合の周
知や開催を住民主導で行っており，ピーク時には週二回集まるほど進んで会合を設けている。また，
意見交換の仕方も，一般的なものから具体的な取り組み案の検討に入っているほか，実際の活動
を自ら行う兆しも見えている（例えば，モニターツアーなどの活動）。 
また，話し合い一つの成果として，2014年3月に市長に提出した「鹿折のグランドデザインに対する
提言書」，2015年6月の「鹿折のまちづくりに関する要望書」，また最近では，気仙沼市「気仙沼市
まち・ひと・しごと創生実践大募集」に提出した賑わいづくりの提案がある。中身に関しても，提言書
の内容が行政の計画に（全てではないが）反映されているほか，中学生らも交えた公園づくりワー
クショップなどを行い，住民意見が取り入れられた公園整備計画が作られている。 

H25 地域コミュニティの再生を通したまちづくり計画策定事業 
 ・ 
H27 鹿折における住民主体のまちづくり体制強化プロジェクト 

地域活性・ 
まちづくり 

3年を振り返って 



2015.6.20 鹿折の公園づくりワークショップ（第２回） 
鹿折中学校の生徒と地域住民でどういった公園が 
いいかの話し合い 

2015.8.6 鹿折中仮設住宅集会所にて構成員会合 
仮設入居者を交え，鹿折の賑わい創出について 
話し合い 

今後について 
～今後の活動や目標～ 
 主体的に関わる若手メンバーが増えたとはいえ，まだ十分な住民参加が徔られているとはいえ
ず，今後特に若手や女性の巻き込みを強化させることを目指す。また，現時点でも始まっている
が，復興事業のハード面にとどまらず，賑わいづくりや子育て，コミュニティづくりなど，ソフト系の
テーマの検討と具体化に取り組むこととしている。 

担い手丌足により従来の自治会や住民組織が今後も弱体化していくことが予想される中，復興が
完了した後も，当協議会は地域づくりやコミュニティづくりにおいて重要な役割を担っていくことが
予想される。但し，住民側のボランタリーな関わりではできることに限りがあるため，行政からの人
的・予算的なサポートは今後も必要丌可欠である。 

2015.8.20 構成員会合 
鹿折の賑わいについて話し合い 

2015.4.19 野外でのまちづくりサロン 
鹿折の復興事業やＢＲＴについて話し合い 

特定 気仙沼市 

事業主体  ：   

            鹿折まちづくり協議会 

成果事例１４ 

H25 地域コミュニティの再生を通したまちづくり計画策定事業 
 ・ 
H27 鹿折における住民主体のまちづくり体制強化プロジェクト 

地域活性・ 
まちづくり 


