
総合タイプ①

№ 事業者名 事業名 活動内容 関連市町村

1 一般社団法人ISHINOMAKI2.0 まちのロビーから始まるまちづくり

・地域住民，新規移住者及び来訪者に対して，まちの資源や人的
な資源をつなげる「まちのロビー」としての役割を果たすオープン
シェアオフィス「IRORI石巻」を運営

・石巻最大の祭りである川開き祭りまでの１週間に，DIY，デザイ
ン，アート，ライフスタイルといった震災復興の先にある新しさを集
めたイベントSTAND UP WEEKを開催

石巻市

2 岩沼復興アグリツーリズム協議会
「千年希望の丘」岩沼復興アグリツーリズム&イノ
ベーション

・岩沼市「千年希望の丘」での植樹・育樹活動と震災の記憶の風化
防止・防災教育、及び、相野釜地区の「みんなの千年希望の丘
ファーム（仮称）」での農業体験を含むツアーを開催し、市の「観光
振興による交流人口の拡大」への貢献を目指す

・市内の農業関係者と地域農業の再生・発展に係る検討会を重
ね、農産物の生産・販売・加工の計画を策定し「強い農業づくり」を
実現する

・「岩沼みんなの家」での収穫祭や震災語り部・交流イベントを通じ
た、多地域・多世代間の交流と継続的な繋がりの維持・拡大を実
施する

岩沼市

3 特定非営利活動法人ウイメンズアイ
里山・里山の資源をいかしたマルシェと持続可能
な小さな事業にかかわる人材育成事業

・南三陸町の女性達を対象に，里海，里山の資源を使った技術継
承のワークショップとマルシェ開催により，持続可能ななりわいの
創出を図る

・体験旅行分野で活躍したり，地域産品を活かしたモノづくりができ
る人材を育成する

南三陸町

4 特定非営利活動法人海べの森をつくろう会 豊かな故郷づくりプロジェクト

・津波で多くの観光施設が流された気仙沼市階上地区に残った子
ども達に希望を与える場づくりをしようと「野外コミュニティ広場」を
整備し，体験学習や防災教育の機会を提供する

・年間約４００名のボランティアを受け入れ，周辺住民やボランティ
アによる環境学習，植樹活動，コミュニティ広場の整備を実施する

気仙沼市

5 雄勝里山プロジェクト
被災地で利用されていなかった地域山林を生かし
た新しい雇用作り（自伐林業）

・雄勝地域の森林整備を促進し，関係林家らが間伐と搬出等を円
滑に行う技術を身につけ，自伐型林業を展開できるようにする

・山林集約，契約，間伐，作業道敷設等自伐林業経営に必要なノ
ウハウのマニュアル化及び他地域への広域化を図る

石巻市

6 特定非営利活動法人　オン・ザ・ロード
復興複合施設で行うコミュニティ形成と地域活性
化事業

・石巻市渡波地区において，地域の魅力を発信し，飲食・宿泊・地
域交流ができる施設「ロングビーチハウス」を運営し，県外ボラン
ティアや地域住民の拠点となっている

・県内外の人々を集め漁業やダイビング体験，のり漁体験や工場
見学などを実施する。また地域住民向けのワークショップやカル
チャースクールを開催し，世代を超えたコミュニティ形成をサポート
する

石巻市

7 特定非営利活動法人かぎかっこPROJECT
地域と学ぶアントレプレナーシップ育成事業　高
校生百貨店

・高校生が自らバイヤーとなって地元の生産者・企業に商品リサー
チを行い，作り手の想いを聞き出した上で県外等において販売会
を開催する若手人材育成事業（「高校生百貨店」）を実施する。 石巻市

8 一般社団法人キッズ・メディア・ステーション 石巻日日こども新聞

・こども記者が記事を企画・執筆する「石巻日日こども新聞」を発行
し，東日本大震災の記憶と経験・学びを地域内外及び後世に伝え
る

・子どもたちの表現力・発信力を高めるための公開ワークショップを
毎週開催し，そこから生まれた新たなプロジェクトを企画・運営

石巻市

9 一般社団法人コミュニティスペースうみねこ 生きがいやりがいつくりとみんなの居場所

・津波でほとんどの家屋が流された女川町高白浜において，仕事
をなくした高齢者を雇用していちじく，にんにく，唐辛子を栽培し，収
穫・加工・販売を行うことで生きがいづくりや就労の場とする

・畑作業などを通し，企業や学生，就労訓練生の研修などを受け入
れ，観光客誘致に繋げる

・ワークショップやイベントを開催し，集まる場所を提供

女川町

10 一般社団法人さとうみファーム
「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

・南三陸町の津波による耕作放棄地を活用して観光羊牧場を運
営，特産のわかめの残渣を活用した羊の飼育・ブランド化を行うと
ともに，羊毛を使ったワークショップ等を開催，羊との触れ合いを通
した情操教育の場として地域に根ざした支援活動を実施

・南三陸町内を中心に，漁業支援，児童向けのシーカヤック体験教
室等を実施

南三陸町
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11 一般社団法人新興事業創出機構
女川ファンづくりによる交流人口拡大の推進と山
元町へのノウハウ移転事業

・人口減少が著しい女川町で，観光と交流・体験を組み合わせて
「第２町民」を増やす試み「女川ファン100万人プロジェクト」を実
施。山元町にもモデル展開し，「一次産業と観光と地域ファン（第２
町民づくり）を組み合わせたまちのファンづくりプロジェクト」を多く
の町民が関わる取組に発展させる

・町全体の事業者が連携して顧客データの収集・分析・活用を図り
交流人口の拡大を目指すため，スタンプラリーを企画し，観光交流
ツアーに組み込んで実施

女川町
山元町

12 特定非営利活動法人Switch
みやぎの「はたらく」「つながる」応援プログラム事
業【第二期】

・「仙台ＮＯＴＥ」にて，宮城県圏域の就労に課題を抱えた被災若年
者を対象に「こころのケア」を含む就労準備支援事業を展開

・震災後の人材不足に悩む地域企業と若年者の接点を創出する
中間的就労創出事業を展開

・ニーズがあるにも関わらず就労支援の部分で手が届いていない
地域において，出張型の就労支援や講座を開催

仙台市

13 一般社団法人スーパネスンスアカデミック
被災女性雇用創出とコミュニティの醸成プロジェク
ト

・「若林区コミュニティハウス」でアジアのヘンプ（麻）生地をシーツ
等の製品にして世界に販売する事業の展開により，被災女性の雇
用を創出するとともにコミュニティを醸成する。 仙台市

14 特定非営利活動法人　スマイルシード
地域活性化と次世代交流支援事業 【野外環境コ
ミュニティ体験】WS

・石巻市・東松島市の大津波で壊滅した公園・広場・神社などコミュ
ニテイの景観再生の植樹活動や, 地域活性化・次世代育成のため
の農業体験など, 多世代のボランティアを受け入れ，活動を継続し
ている。

・復興公営住宅の住民との菜園づくり，離島の畑の開墾などの地
域再生サポート，シニア・子どもたち・学生たちとの手づくり交流
ワークショップを実施。

石巻市

15 特定非営利活動法人底上げ
気仙沼・南三陸町における自らの問題意識に対し
主体的に行動を起こす子どもの育成

・　地元に意識を向け，主体的に行動できる高校生を育成するため
の拠点として気仙沼市と南三陸町にフリースペースを運営し，底上
げDrinks（高校生が地域の大人と交流）や子ども会議を開催 気仙沼市

16 認定特定非営利活動法人地球のステージ
津波復興祈念資料館「閖上の記憶」〜心のケアと
“未だ語れない人”を癒やせる施設として

・名取市閖上において「命の学び場」「防災教育の場」として年間
15,000人以上の来館者を受け入れる「津波復興祈念資料館『閖上
の記憶』」を運営

・被災者の心のケアとしての「震災について語る場」を提供

名取市

17 東北大学災害科学国際研究所
石巻地方における震災伝承の連携・協働体制づく
り

・震災伝承の拠点間における連携・協働体制づくりを行うために,
ワークショップ,先進事例視察を実施し，アクションプランを発信

石巻市

18 特定非営利活動法人とめタウンネット 交流を通じたあたらしい生きがい生業創造事業

・無料のPC基礎講座を通じた就労支援
・手編みグッズの作成など女性が参画しやすい趣味の講座を開設
し，情報交換の場や就労の場とする
・ギャラリースペースで復興支援グッズを出展してもらうことにより，
販売と情報発信の場とする
・沿岸地域と登米市の女性が一緒に企画し多世代女性が集う参加
型の交流イベント（マルシェ）を実施
・移動ママカフェの実施

登米市

19 波板地区会 限界集落の未来をつくる「ナミイタ・ラボ」

・元気な高齢者を育て，共に助け合っていくための健康・介護教室
を開催
・来訪者や周辺地域住民に土日のコミュニティ・サロンを開放
・外部支援者の協力を得て，地域資源を活かした体験学習・ワーク
ショップを企画
・地域の資源を素材とした海産物やものづくりによるコミュニティ・ビ
ジネス

石巻市

20 公益社団法人日本建築家協会東北支部　宮城地域会
Ｈ28年度石巻市「北上地域まちづくり委員会」支
援活動

・石巻市北上地区にっこり団地復興公営住宅の建設を受け，竣工
当初から地域コミュニティが醸成されるよう地域包括ケアセンター，
石巻市社協と共に取組む

・ 北上町拠点施設（総合支所・公民館・小学校等）に住民意思を反
映させるようワークショップ実施や市への要望とりまとめ等の支援
を実施

石巻市

21 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター
「浦島地区振興会」および住民有志の組織立ち上
げ支援

・人口減少と高齢化が進む気仙沼市浦島地区の小学校廃校舎の
活用について，住民の意向調査を手始めとして，勉強会や視察を
通じて様々な角度から検討を重ねてきた
・当団体撤退後も振興会の事業が滞りなく行われるよう各部会の
事業に関する引き継ぎを完了するとともに，浦島小学校の施設利
用を中心とした振興活動を担う住民組織を立ち上げ

気仙沼市

22 一般社団法人はまのね
被災漁村における持続可能な集落づくり〜地域
資源を活用した６次産業化とツーリズム〜

・津波のために２世帯まで減少した牡鹿半島蛤浜の再生プロジェク
トの一環として，古民家をセルフビルドで改装したcaféはまぐり堂を
2013年3月にオープン，漁協青年部と連携した6次産業化や鹿肉の
商品開発を行っている

・「伝統と革新」をテーマに魅力ある新たな浜のくらしを提案し，観
光客や移住者を呼び込む

石巻市



23 特定非営利活動法人浜わらす あつまれ、はまわらす！

・　市内の小学生を対象に，地域住民の達人が浜辺の暮らしと文
化を教え，子ども本来の生きる力を引き出し，地域の世代間交流も
促す。プログラム内容は生き物観察や田植え，いかだづくり，砂の
造形，収穫祭

・　これまで蓄積してきた自然体験活動のノウハウを活かして，保
護者向け企画の実施，若い世代の交流促進事業，気仙沼市周辺
で子ども支援，体験事業を行う団体に対する中間支援活動も実施

気仙沼市

24 特定非営利活動法人ピースジャム
遊び場のもたらすエンパワーメント

・気仙沼市落合の団体事務所やその周辺の自然環境を活用したイ
ベントの開催

・「小さな子どもを連れて働くことができる職場」ピースジャムで，母
親達が企画，開催するワークショップの実施による育児コミュニティ
の醸成

・地域住民が日常的に訪れることができる場の提供

気仙沼市

25 一般社団法人ピースボートセンターいしのまき ネットワークを活用した石巻・女川の産業活性化

・漁業を経験したい「漁師候補生」の受け入れや養殖体験などを通
して，水産業の担い手を創出する「イマココプロジェクト」の実施

・「カキの環」（漁業体験を併せたカキのオーナー制度）を軸とした６
次産業化の推進

石巻市

26 特定非営利活動法人　FIRST ASCENT JAPAN
宮城の自然を活かしたアウトドアスポーツによる
観光振興事業

・2016年3月にグリーン復興ツーリズム「まるごと金華山歩」を開催
するなど，「アウトドアアクティビティ」をキーに新たな観光客を宮城
県の被災地域に誘致してきた

・金華山，丸森において，アウトドアアクティビティツアーを企画・開
催し，若い世代の交流人口の増加を図る

石巻市

27 特定非営利活動法人ふうどばんく東北AGAIN
被災困窮者に対する生活支援と食料支援を通じ
た包括支援事業

・県内の関係団体とのネットワークにより，個々の被災者や在宅被
災者に対する迅速な食料支援を実施

・食糧支援対象者に対しては，生活相談を併せて実施し，関係機
関への繋ぎなどのサポートを行う

県内全域

28 一般社団法人ふらっとーほく
宮城県南広域の被災者の自立を支える担い手人
材育成・人材ネットワーク構築事業

・県南地域の若者人材育成実践塾「伊達ルネッサンス塾」及び高
校生向けキャリア教育事業を実施

・「伊達ルネッサンス塾」のOBネットワークにより若者サポートプロ
ジェクトを実施

亘理町・山元
町・丸森町

29 一般社団法人プレーワーカーズ 被災地の住民が参画した子どもの遊び場支援

・気仙沼や石巻などの被災地で臨時の子ども遊び場を開設すると
ともに，被災地で子どもの支援活動を行う団体に遊具提供やプ
レーリーダーの派遣等の支援を行い，地域の人々の交流を促進 気仙沼市

30 一般社団法人ボランティアステーションin気仙沼
『仮設住宅における殿的見守りコミュニティ形成と
災害公営住宅を中心とした地域活性化事業』

・南郷公営住宅や赤岩五駄鱈公営住宅等においてコミュニティ見
守り体制を構築し，交流会や勉強会を実施

・中央自治会連合会と協力し，他の仮設住宅や災害公営住宅にお
いても運営サポートを行い，地域を活性化

気仙沼市

31 MANA’S石巻ママサポート MANA’S　OHANAサロン

・石巻市北村の東北電子仮設住宅集会所において，自らも被災し
た母親達が親子を対象にワークショップや勉強会，フリースペース
サロンを開催。 石巻市

32 特定非営利活動法人まなびのたねネットワーク 石巻っ子　共育プロジェクト

・地域の復興のために自ら考え地域のために働ける人材を育てる
ため，石巻市内の小学校において地元企業と連携して開発した職
業体験プログラムを実施 石巻市

33 一般社団法人まなびの森
震災後に急増した不登校の中学生を対象とする
登校支援及び学習支援事業

・角田中学校において，震災の影響で増加した長期不登校の生徒
を受けいれる中間的な居場所（学習室）を開設

・不登校から復帰した生徒のフォローアップや不登校防止のため，
長期休業中の学習支援を実施

角田市

34 一般社団法人まるオフィス
唐桑をつなぐ地域”協”育＆移住定住プラット
フォーム

・わかものまちづくりサークル「からくわ丸」の運営サポートを行うと
ともに自走化を促す

・気仙沼市へ移住者を誘致するために，気仙沼ファンづくり，ショー
トステイプログラム，ロングステイプログラムを実施

・既存の移住者が中長期的に地域作りに関与しながら定住できる
ようにワークショップを開催，コミュニティペーパーを発行

気仙沼市

35 一般社団法人南三陸町復興推進ネットワーク 南三陸わらすこ探検隊と地域のネットワーク形成

・南三陸町の小学生全児童を対象とし，まちの自然や産業，文化
等を体験する「南三陸わらすこ探検隊」の実施

・昨年度より作成している「南三陸わらすこ探検隊」の運営マニュア
ルを完成させ，町民へのヒアリング調査結果を基に町民一人一人
が参画できる基盤形成を図る
　

南三陸町



36 山元の未来への種まき会議 子どもが創る山元の未来のプロジェクト

・将来の山元町の復興活動を支える層を対象とした「子ども種まき
会議」を開催するとともに学習機会を提供

・多目的スペースを開放し，イベント会場としての活用や企画・打ち
合わせの場を提供

山元町

37 一般社団法人Harrp
浦戸寒風沢 持続可能なコミュニティファーム形成
事業

・浦戸寒風沢島の被災した農地で，伝統的な島の農法を活用して
子どもたちに農業体験の場を提供

・島の農業文化の継承，農地の維持及びその高効率化を目指す

塩竃市

38 特定非営利活動法人　リアスの森応援隊
被災地気仙沼の林業(山林)の再生と林業従事者
の拡大を軸とした里山コミュニティーの創造による
被災地の復興

・気仙沼地域においてＵＩＪターンの個人林業家募集，地域の放置
林を間伐整備する自伐林業家の育成，自伐林業家のネットワーク
構築を行い，移住者の定着を目指す

気仙沼市

39 一般社団法人ワタママスマイル
地域交流の場づくりと地域資源の掘り起こしによ
る地域再生事業

・石巻市渡波沿岸地区の空き地を畑として整備し，地区の住民や
元住民が各々好きな野菜や花などを栽培する市民農園を設置

・一部を共同利用地として野菜を植え，地域住民で収穫祭を開催し
仮設や復興公営住宅で暮らす住民との交流を深める

石巻市



総合タイプ②

№ 事業者名 事業名 活動内容 関連市町村

1 あおい地区会 あおい地区会運営事業

・地区内の高齢者や子ども等の見守り活動を行う体制を構築
・公園の除草及び維持・トイレ清掃・集会所を維持管理
・地区住民の親睦を深める行事を実施
・ペットを介したコミュニティづくりや飼育・マナー向上を啓発し，良
好なコミュニティを構築

東松島市

2 あすと長町コミュニティ構築を考える会
復興公営住宅における集会所の運用システムの
開発と「あすと復興モデル」の水平展開

・あすと長町復興公営住宅において，住宅内の集会所がコミュニ
ティ形成の拠点となるよう運営サポートを行う

・県内の復興公営住宅や地元組織等との交流を図り，課題を共有
し，効果的な支援のあり方や課題解決に向けた方策を検討

仙台市

3 石巻専修大学経営学部山崎ゼミナール
「復興ボランティア」すすめ隊〜学生参加による支
援活動

・被災地に立地する大学として，仮設住宅の支援活動，実態調査
を続けながら，震災の風化を防ぐため，他大学などとの交流活動を
積極的に行っている

・平成27年度には，地域からのボランティア要請と学生をマッチン
グさせる事業を開始，地元団体や仮設住宅，地域のイベントなどに
100人近くの学生を送り出した。今年度は，より多くの大学生が地
域に関わるよう学生による学生のためのボランティア・コーディネー
トの仕組みづくりを手がける

石巻市

4 おらほの家プロジェクト おらほの家プロジェクト

・コミュニティハウス「おらほの家」において送迎付きサロン活動を
実施し，地 域の拠り所とする

・医療職等のボランティアを募集し，サロン活動サポート、牡鹿半
島や鹿妻地域で健康相談会や個別訪問を行う

・牡鹿半島で活動する団体、個人等と協働し，サロン活動を牡鹿半
島全域で展開できるようにサポートする

石巻市

5 特定非営利活動法人絆JAPAN 人の繋がりを育むまちづくり支援事業

・石巻市渡波地区の復興公営住宅の住民の孤立解消に向け，必
要な情報やサービスを提供

・既存住民と復興公営住宅へ移住した住民との交流機会を提供す
るため，サロンや交流会を開催し，復興公営住宅の団地会立ち上
げをサポート

石巻市

6 気仙沼あそびーばーの会 「あそびーばー」は「あそじぃーばぁー」

・常設の冒険あそび場「気仙沼あそびーばー」を開設・運営
・地元のイベント（モーランド祭り，地元の盆踊り等）へ自由来所型
の出前遊び場を実施
・地域の手で立ち上げた「匠ななすびの会」（地域住民が自主的に
手工芸品を制作・販売）の活動サポート
・子ども食堂の開催

気仙沼市

7 気仙沼みらい計画大沢チーム
「大沢まちづくり会議」
「大沢カエル教室」

・まちづくり計画について住民意見として出された慰霊碑の建設，
道路整備等などを議論し，合意形成を図り行政に提出

・大沢地区の隣の仮設住宅に移り住んだ住民が大沢地区に戻って
もらえるよう，大沢カフェを利用し，魅力的な地域づくりに繋がる活
動を行う

気仙沼市

8 一般社団法人こはく
石巻防災集団移転地での新旧住民をつなぐ地域
づくり事業

・石巻市の防災集団移転地で畑づくりや手作業の機会を設け新旧
住民の交流の場を創出

・相互理解を促すための冊子・マップづくり

・地域の未来ビジョンを描く住民対話の場を設け，移転後の暮らし
ビジョンの構築を支援

石巻市

9 鹿折まちづくり協議会
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

・気仙沼市鹿折地区の住民を対象とした公園デザイン，街路樹，空
き地活用，賑わい創出，防災，子育て支援ワークショップを実施す
るほか，子育て座談会を開催し子育て支援施設に対する意見を聴
取し行政に提言を行うなど住民参加の体制強化及びまちづくり活
動を行う

・昨年度提出したまちづくり計画を見直し，グランドデザインに対す
る提言書を作成

気仙沼市



総合タイプ③

№ 事業者名 事業名 活動内容 関連市町村

1 一般社団法人おしかリンク 牡鹿半島の暮らしづくりツーリズム

・牡鹿半島の暮らしの維持存続，震災からの復興を目指して，住民
有志，Iターンメンバーを中心に，牡鹿半島で活動する法人・団体６
社のネットワーク組織となっている

・荻浜の空き家を改修し，半島で活動する団体・個人の活動の場
や，地域外サポーター「おしかびと会員」が滞在できるツーリズム
拠点とする

石巻市

2 Cloud　Japan 気仙沼ゲストハウス“架け橋”

・気仙沼市階上の民家を改修し，若者等が宿泊しやすい価格で，
地域住民や宿泊者同士の交流機会も提供できるゲストハウス「架
け橋」をオープンする

・近隣の住民が育てた野菜を売る朝市の開催や文庫，カフェの設
置など，地元住民のためのコミュニティスペースも提供する

気仙沼市

3 特定非営利活動法人GRA
山元町の空き家をリノベーションし農を学び食を
楽しむ為の活動拠点をつくる事業

・山元町を活動拠点として，農業生産法人と共同で新規就農者を
受け入れ，育成している

・空き家を改修して開設する「山元ミガキハウス」は，地域住民と観
光客，地域住民同士のコミュニティスペースとして開放するととも
に，産業活性化につながるビジネス交流の場，新規就農希望者の
受け入れ施設（下宿）とし，地域再生を担うリーダーの育成塾（「ミ
ガキ塾」）にも活用する

山元町

4 特定非営利活動法人びば！！南三陸 南三陸町のいぶし銀な人材育成プロジェクト

・震災によって南三陸町シルバー人材センターが解体されたことを
受けて，南三陸町入谷に地域の高齢者の活動の場「ハレバレ-」を
運営している

・活動に参加する地域の高齢者から，生活に関わる個別の相談を
受ける機会が増えたため，同施設内に被災高齢者の心のケアが
できるカウンセリングルーム及びカフェスペースを設置する

南三陸町

5 合同会社巻組
石巻スタジオ
「つくる人」を育てる拠点づくり

・石巻市で，復興支援活動にあたる若者向け賃貸住宅の不足に直
面し，シェアハウスの企画運営活動を開始。これまで２年間で，21
軒の被災空き家の情報提供及び34名の入居者のマッチングを
行った

・石巻市街地の空き家を改修し，学生のセルフリノベーションによる
滞在拠点づくり，シェアハウスを受け皿とした移住促進と周辺コミュ
ニティへの定着促進，空き家再生プロセスのアーカイブ化を行う

石巻市

6 公益社団法人MORIUMIUS
旧校長邸を改修・活用した地域住民の憩い・学び
の場，交流拠点創出事業

・石巻市雄勝町桑浜にある廃校を，自然の循環を体感し，生きる力
を育む環境自然学校として再生し，被災地域の子どもたち及び地
域外の子どもたちに質の高い体験プログラムを提供している

・旧校長邸を改修して地域住民の憩いと学びの場，住民と体験施
設を訪れる人々との交流拠点を創出し，将来的には住民が自主運
営できるようサポートする

石巻市

7 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 海岸林再生・被災遊休地緑化担い手づくり事業

・平成27年3月に宮城県，亘理町と協定を結び，８haの海岸林の植
樹及び管理を行っている

・津波で被災した空き家を改修して，県外からのボランティア等の
宿泊・休憩所，地域住民との交流の場として整備し，海岸林の植
樹，苗木の管理育，下刈り・生育調査等の活動を継続

亘理町


