平成３０年度

みやぎ地域復興支援助成金（総合タイプ）交付決定団体一覧

（タイプ別・50音順）

タイプ１
番号

事業者名

1 一般社団法人

石巻じちれん

2 一般社団法人ISHINOMAKI2.0

事業名

被災住民互助システム
バンク事業

主な事業概要

新蛇田人材

主たる活動
地域（市町
村名）

・蛇田地区内住民の生きがい・活躍の場を提供するとともに，コミュニティ形成促進や相互の見守りを行うた
め，人材バンクを創設する
石巻市
・住民の支援要望の集約とマッチングを行い，住民同士の互助を推進するため，助け合いマッチングシステム
を構築する

生み出すまち

・地域住民のアイディアを形にするため，まちの情報発信や社会課題の解決や事業を創出するプロジェクト
テーブルが生まれる場を提供する
・まちを育てる人材を生み出すため，ゼミを開催する
・地域住民や事業者のアイディアを形にするイベントを開催する

石巻市

3

特定非営利活動法人石巻復興支援
ネットワーク

地域の課題と市民の力のマッチング
事業

・趣味・特技を持つ市民の活躍の場を作るため，見本市を開催し教育機関や企業とのマッチングを行う

石巻市

4

一般社団法人岩沼みんなのアグリ
ツーリズム＆イノベーション

「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

・交流人口の拡大のため「千年希望の丘」等を活用したアグリツーリズムを開催する
・物産振興や農家の生きがいづくりを図るため農産物の６次産業化商品を開発する
・震災伝承や防災教育のためのツアーを開催する

岩沼市

5 一般社団法人ウィーアーワン北上

白浜海水浴場ビーチパーク魅力ある
公共空間創出事業

・白浜海水浴場ビーチパークが魅力ある公共空間となり交流人口が拡大するよう，運営組織の基盤強化支援や
石巻市
ワークショップやイベントを開催する

6 特定非営利活動法人ウィメンズアイ

地域女性活躍のためのプラット
フォーム拠点事業

・南三陸町及びその周辺地域の女性が居場所を持ち活躍できる環境整備を行うため，伴走型の副業講座と研修
を開催する
・将来のナリワイの目を探すため調査を行う
南三陸町
・地域ニーズとのマッチングとナリワイの実践機会をつくるため，女性達の人材バンクを創設する
・地域の若年女性の互助組織を創設し運営する
・女性が学び働くための情報収集と情報提供を行う

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

・団体が所在する階上地区のまちづくり協議会等を支援する
・高齢者の生きがいづくりとコミュニティ構築を図るためサロン活動を実施する
・災害公営住宅や震災遺構，再建される向洋高校等の環境整備のため植樹を実施する

8 浦戸諸島をサポートする会

浦戸諸島の地域と食を繋ぐプロジェ
クト

・浦戸諸島の地域産業を活性化させるため，会議の開催や地域ブランドのＰＲ，観光モニターツアーの開催を
塩竃市
行う

9 ＮＰＯ牡鹿の旬彩

旬の食材で地域交流

・震災により人口減少が激しい牡鹿半島の産業の推進と活性化を図るため，地場産品を使ったイベントを開催
石巻市
する

10 特定非営利活動法人応援のしっぽ

手しごと雇用創出及びコミュニティ
形成支援事業

・縫製技術を持つ高齢者や就労困難者の雇用創出とコミュニティ支援のため，受注体制を確立する
・地域住民のコミュニティ支援のため，復興公営住宅において手作りワークショップを雇用者の講師により開 石巻市
催する

11 一般社団法人雄勝花物語

雄勝ローズファクトリーガーデンを
拠点とした交流人口拡大事業及び担
い手育成事業

・雄勝地区内外の交流の場とし，交流人口の拡大を図るため，ローズファクトリーガーデンの維持管理を行う
石巻市
・地域の担い手（震災語り部，ワークショップ等）を育成する

地域と学校と共に育む
事業

・地元への愛着を高めＵターン率の向上を図るため，石巻市の高校生を対象とした社会体験プログラムや地元
商品の販売会を開催する
石巻市
・Ｕターン率の向上を図るため，唐桑地区の中学生を対象とした漁師・農家体験を実施する
・市内高校・中学の総合学習をサポートする

7

12

特定非営利活動法人かぎかっこ
PROJECT

地元愛育成

気仙沼市

13 唐桑町まちづくり協議会

まちづくりの実践を支えるマネジメ
ント大作戦

・まち協のプロジェクトチームをマネジメントする
・地区内の団体（住民サークルや公民館等）の横断的な連携づくりを行う

14 株式会社KIKO

仙台経由気仙沼・南三陸外国人観光
客誘致事業

・気仙沼・南三陸の活気とやる気を取り戻すため，ツアーの自主企画・共同企画の実施と，被災地での体験ツ
気仙沼市
アー情報の発信を行う

15 特定非営利活動法人Cloud JAPAN

笑顔と愛の溢れる「みんなの気仙
沼」事業

・母親主体の居場所「絵本カフェ」の自立を支援する
・交流人口増加を図るため，まち歩きや語り部の実施と地域の情報発信を行う

南三陸の記憶を記録で伝える【防災
ＢＯＯＫワークショプ】プロジェク
ト

・震災体験の伝承と今後のまちづくりのため，南三陸の住民参加型のワークショップを開催し「防災ＢＯＯ
Ｋ」を作成する
南三陸町
・今後の防災に役立てるため，作成した「防災ＢＯＯＫ」をツールに小中学校や語り部活動，企業研修等受入
に活用する

17 特定非営利活動法人こころの森

人が集う「復興の森づくり」交流事
業

・南浜復興祈念公園の市民活動広場において住民と植樹や花壇整備を行い，交流人口の拡大と参加者の生きが
石巻市
いづくりを行う

18 公益社団法人こどもみらい研究所

石巻日日こども新聞

・震災の記憶の風化を防ぎ，地域全体と読者の防災意識を高めるため，石巻地域を中心とする子供達の取材に
石巻市
よる新聞の発行を行う
・取材を行う子供達の表現力や行動力を磨くためのワークショップを行う

16

特定非営利活動法人故郷まちづくり
ナイン・タウン

気仙沼市

気仙沼市

19

特定非営利活動法人こども∞感ぱ
にー

子どもとプレーパークがつなぐ新コ
ミュニティ構築と人口流出防止事業

・復興公営住宅の住民と元々の住民とのコミュニティを構築し，子供が安心して過ごせる場所を提供するた
め，子供の遊び場を開設する
・地域で子供を育てる環境を整備するため，住民の中からプレーワカーを育成する

20

一般社団法人コミュニティスペース
うみねこ

出島の地域おこし

・震災により人口減少と高齢化が進んだ出島において，地元の高齢者の生きがいづくりと地域活性化のため，
女川町
出島で農作物（いちじく・唐辛子）の栽培と販売を行う

21 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

・あそび場がない子供達にあそび場を提供する
・わかめの残渣を活用して製造した発酵飼料を用いた肉羊を増産する
・高齢者のコミュニティ支援のため羊毛を活用した手仕事の提供と商品開発を行う
・引きこもり児童や福祉作業所の就労支援のため羊毛を活用した手仕事を提供する
・地域と連携した近隣の環境整備活動を実施する

22 特定非営利活動法人じゅーぴたっ

ふるさと青葉再生プロジェクト

・震災により人口減少，少子高齢化，担い手不足が進んだ丸森町青葉地区において，地元住民が地域の魅力を
丸森町
再認識し地域に対する誇りや自信を取り戻すため，住民ワークショップの開催，地元食材を使った食品やメ
ニューの開発，交流イベントの開催等を行う

津波復興祈念資料館「閖上の記憶」
23 特定非営利活動法人 地球のステージ 〜いのちの繋がり，人の繋がりを大
切にする場所へ〜
24

特定非営利活動法人にじいろクレヨ
ン

25 特定非営利活動法人浜わらす

・震災の記憶の風化を防ぐため，案内活動や語り部講話等を行う

石巻市

南三陸町

名取市

子どもが笑顔ですごすまちづくり

・復興公営住宅等において，子供が安心して過ごせる地域コミュニティを作るため，石巻市（釜小，蛇田小，
石巻市
須江小），仙台市（田子西），東松島市（矢本西）において拠点型及び出張型の児童館を開設する

「あつまれ，浜わらす！」

・海の町に魅力を感じる次世代を育成するため，市内の小学生を対象とした自然体験，中学生を対象とした地
気仙沼市
域魅力調査，高校生を対象とした担い手育成事業等を実施する

番号

事業者名

事業名

主な事業概要

主たる活動
地域（市町
村名）

石巻市蛇田・渡波地区，女川町の復
興公営住宅入居者と周辺住民との交
流支援および多様な支援ニーズへの
対応に向けた支援団体間の連携促進
に向けた活動

・石巻市蛇田・渡波地区，女川町の復興公営住宅入居者と周辺住民との交流支援のため，講座を開催する
・多様な支援ニーズへの対応に向けた支援団体間の連携促進に向けた活動を実施する

石巻市

ピースジャム

母親の仕事場づくりと遊び場を通じ
たコミュニティ形成事業

・未就学児を抱える母親の居場所づくりを行う
・周辺環境を活かしたイベントやワークショップを開催する

気仙沼市

28

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

・漁業に触れる機会の創出と海産物の魅力発信を通じて，担い手不足が深刻化している漁業の活性化と交流人
口拡大，ひいては移住定住を促進するため，漁業体験を基本とした漁村留学を行う
石巻市
・海産物の魅力を発信し，漁業従事者の安定収入を確保するため，市場価格に左右される牡蠣のオーナー制度
を行う

29

一般社団法人フィッシャーマン・
ジャパン

漁村の暮らしや文化を体験できる浜
の食堂

・震災により人口流出と高齢化が加速化した牡鹿半島を活性化させるため，交流拠点を整備する
・地域住民と地域外の住民の交流を促進するため，子供や観光客を対象とした漁業体験プログラムを実施する 石巻市
・女性の雇用を創出するため，交流拠点で食堂を営業する

30 一般社団法人ふらむ名取

名取復興前進応援事業

・閖上地区内の４か所の自治会運営を支援する
・現閖上地区住民と元閖上地区住民との交流を図るイベントを実施する
・地区内の単身者や遺族の孤立防止のための巡回・傾聴を実施する
・住民及び元住民に情報提供するための広報誌を発行する

名取市

31 一般社団法人プレーワーカーズ

被災地域の住民や団体と協力してつ
くる居場所運営・遊び場づくり

・被災地域で問題を抱えるこどもに居場所を提供する
・気仙沼と石巻で住民主体のあそび場づくりを行う

気仙沼市

『安心安全な環境と安定した自治会
運営支援及びまちづくりへの推進を
目的とする地域活性化事業』

・災害公営住宅での問題等について情報共有するため交流会を開催する
・仮設住宅・災害公営住宅等の住民のため見守り活動を実施する
・無料法律勉強・相談会を開催する

気仙沼市

33 株式会社まちなか創生公社

階上まちおこし事業

・まちづくり協議会を支援する
・震災遺構・伝承館の管理運営方針を策定する
・階上地区を再生させるため，地域課題の解決に向けた取り組みを行う

気仙沼市

34 一般社団法人まるオフィス

気仙沼をつなぐ地域"協"育プラット
フォーム

・Ｕターン率の向上を図るため，気仙沼市の高校生を対象とした地域貢献やキャリア教育のワークショップの
気仙沼市
開催や，唐桑地区の中学生を対象とした漁師・農家体験を実施する
・市内高校・中学の総合学習をサポートする

35 一般社団法人南三陸研修センター

地の人・風の人・光の人が交わる
シェアハウスプロジェクト

・南三陸町の交流人口拡大と移住定住人口増加のため，シェアハウスを活用してお試し移住プログラムを実施
南三陸町
する
・シェアハウス入居者主催のイベントを開催し，地域住民との交流を図り移住定住を一層促進する

36 株式会社

交流体験農園「恩送りファーム」事
業

・交流人口の拡大のため，農園を整備し震災復興ボランティアや教育旅行・企業研修を受け入れる
・農業に触れる機会を作り移住に結びつけるため，中短期滞在による「農業合宿」モニターを受け入れる

37 南三陸復興ダコの会

ハンドメイドde副業プロジェクト

・移住者や子育て世代向けの職業や職場を増やし，副収入による暮らしを支える仕組みを作るため，手仕事の
南三陸町
技術を習得する機会を提供し，モノづくり作家を養成する
・作家の自立化をサポートするため，商品の研究・企画開発・販売促進を行う

38 南三陸ワインプロジェクト

“海が見えるワイナリー”実現によ
る地域振興企画事業

・交流人口拡大と耕作放棄地の解消，地域ブランド品の新規創出のため，ワイン用葡萄園を整備し，ボラン
ティア受入や農業体験，ワイン醸造を行う

26

特定非営利活動法人ぱんぷきんふれ
あい会

27 特定非営利活動法人

32

39

一般社団法人ボランティアステー
ションin気仙沼

南三陸農工房

特定非営利活動法人ユナイテッド・
アース

お試し移住「東北あいターン」

南三陸町

南三陸町

・移住定住の推進，漁業関係企業の人手不足解消及び交流人口の拡大のため，南三陸町と気仙沼市でお試し移
南三陸町
住事業を行う

40 YOMOYAMA COMPANY

県南地域における復興・地域づくり
の担い手育成及びネットワーク構築
事業

・震災により若年層が人口流出し高齢化や人口減少が進んだ仙南地域の次世代を担う若者を発掘・育成するた
丸森町
め，人材育成講座を開講する

41 一般社団法人ReRoots

若林区沿岸部の農業と農村の未来づ
くり事業

・若林区六郷地区の高齢者の見守りを行いながら，福祉ニーズの発掘を行う
・地域コミュニティ支援のための映画上映会を開催する
・交流人口の拡大と生業づくりのためわらアートイベントを開催する
・被災農家の支援のため野菜販売を行う

仙台市

森づくり事業（森づくり・普及啓
発・担い手育成・仲間づくり），遊
休農地活用事業

・海岸防災林の再生のため植樹と維持管理を行う
・ボランティアツアー等を受け入れる
・次世代の担い手育成のため小学校の総合学習をサポートする
・被災高齢者のコミュニティ構築と海岸林再生のため苗木づくりを行う

亘理町

42

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

タイプ２
番号

事業者名

事業名

主な事業概要

主たる活動
地域（市町
村名）

43 あおい地区会

あおい地区会運営事業

・あおい地区内の災害公営住宅住民を対象とした，住民主体による高齢者の見守り活動を実施する
・地区内の集会所と公園を管理する
・将来コミュニティビジネスを目指した農園を運営する
・住民同士のコミュニティを確立するためのイベントの企画運営

東松島市

44 特定非営利活動法人アスイク

震災後に増加している不登校の子ど
もたちの居場所づくり

・震災後に増加している市内及び周辺市町の不登校の子どもたちに居場所を提供する

仙台市

45 石巻復興きずな新聞舎

『石巻復興きずな新聞』の発行・配
布による，仮設住宅・復興公営住宅
での見守り活動と共助の担い手づく
り事業

・仮設住宅・復興公営住宅での見守り活動と共助の担い手づくりのため『石巻復興きずな新聞』の発行・配布
石巻市
を行う

46 特定非営利活動法人移動支援Rera

復興に取り残された住民の移動と暮
らしの支援事業

・引きこもりや孤立住民を対象としたコミュニティや生きがい創出のためのお出かけ送迎及び生活支援を実施
石巻市
する

47 大沢まちづくり協議会

地域活性化事業

・大沢地区の課題共有のため広報誌を発行する
・地区内の課題解決を図るため，まちづくり会議の開催や事業を実施する
・コミュニティ形成のためのイベントの実施

気仙沼市

48 特定非営利活動法人おもいでかえる

思い出の品の洗浄及び修復，返却事
業

・思い出の品の洗浄及び修復，返却会を実施する

仙台市

49 おらほの家プロジェクト

おらほの家プロジェクト

・孤立化した被災高齢者を対象としたサロン活動や買い物・送迎支援を実施する
・市，社協，地域包括等と連携する

石巻市

50 公益財団法人

孤立した被災者とつながり自立へ支
援する就労訓練事業

・災害公営住宅等で就労に問題を抱える方の就労支援と被災企業の人手不足を解消するため，伴走型の就労支
石巻市
援を行う。

51 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」

・大谷地区における常設あそび場及び出前あそび場を運営する
・子供食堂及び未来食堂（必要に応じて随時開催する子供食堂）を開催する

52 一般社団法人

捜索活動の継続による地域住民の心
身の安定と交流イベント等によるコ
ミュニティ構築および健康増進事業

・被災者の心の支えとなるように，行方不明者の捜索活動と捜索場所の見回り及び清掃活動を実施する
気仙沼市
・再建間もない地区のコミュニティ支援を行うため，ボランティアを受け入れ，地域交流イベントを開催する

地域と学校の連携した防災教育によ
る地域活性化推進事業

・防災教育を実施するため，自治会長連絡協議会のワークショップ支援と地域と学校の連携した防災教育によ
気仙沼市
る地域活性化推進事業を行う。

災害公営住宅入居者支援事業

・自治組織ができず孤立・孤独化が懸念される市内の災害公営住宅等の住民を対象に交流会を開催する
・浦戸地区の住民と元住民との交流会を開催する
・災害公営住宅等に関わる支援団体の連携を図るため，ネットワーク会議を開催する

塩竃市

55 子育て支援わくわくけせんぬま

被災地の乳幼児親子の居場所支援

・気仙沼の乳幼児親子を支援するため，居場所づくりや交流イベント，育児相談を実施する

気仙沼市

56 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

・鹿折地区内の災害公営住宅，防集及び自立再建者のコミュニティ再生を図るため会議やサロン等を開催する
気仙沼市
・他地区や小中学校，行政等との連携を行う

特定非営利活動法人
57 つながりデザインセンター・あすと
長町

被災地の新たな地域運営にむけたコ
ミュニティ再生支援

・岩沼市玉浦西地区のコミュニティを再生するため，ワークショップを開催する
・コミュニティ形成に係る課題を討議するため，被災地の地域運営についてのシンポジウムを開催する

岩沼市

気仙沼市

共生地域創造財団

気仙沼復興協会

53 気仙沼防災教育推進委員会

54

特定非営利活動法人高齢者サポート
チームしおたが

気仙沼市

58

特定非営利活動法人２０世紀アーカ
イブ仙台

震災で被災された高齢者の為のコ
ミュニティづくり事業

・被災高齢者の孤立防止やコミュニティづくりのための事業を実施する

59

一般社団法人日本カーシェアリング
協会

支え合いカーシェアリングによるコ
ミュニティ活性化と移動支援事業

・高齢者の交通弱者化や孤立化を防ぎ，交流を促進するため，カーシェアリングサークルの活動を支援し継続
石巻市
可能な体制を作る

60

特定非営利活動法人東日本ネット
ワーク手にぎり隊

「災害公営住宅の交流の場作り」な
らびに「専門家による勉強お茶っこ
会」の開催

・災害公営住宅における課題を共有し解決に繋げるため，「仙台市復興公営住宅交流会（仮称）」及び「南三
仙台市
陸町交流会（仮称）」を立ち上げ，開催する
・仙台市内復興公営住宅で「専門家による勉強お茶っこ会」を定期的に実施する

南三陸町志津川 復興公営住宅入居
者の引きこもりを防ぐ，外出・交流
支援事業

・仙台市内と南三陸町内の災害公営住宅内における課題解決のため，交流会の開催と専門家による勉強会を開
南三陸町
催する。

61 一般社団法人

復興みなさん会

62

特定非営利活動法人ベビースマイル
石巻

赤ちゃんを中心とした多世代コミュ
ニティカフェ事業

・子育て世代を含めた地域コミュニティを作るため，新蛇田地区で他世代コミュニティカフェを開催する
・交流を促進するため子育てニーズを収集する

石巻市

63

防災教育の市民団体「ゆりあげかも
め」

市民のための防災・減災教育

・防災・減災のためセミナーや学習会を開催する

名取市

南気仙沼復興まちづくり事業

・南気仙沼地区の課題共有や解決のため会議やイベント等を開催する

気仙沼市

64 南気仙沼復興の会

タイプ３
番号

事業者名

事業名

主な事業概要

主たる活動
地域（市町
村名）

65 合同会社でんでんむしカンパニー

みんなでつくる小さな宿プロジェク
ト

・宿泊兼交流施設を作るため，町内外の住民参加型の空き家改修を実施する
・交流人口拡大を図るため，地域住民と地域外住民の交流イベントを開催する

南三陸町

66 一般社団法人フリースペースつなぎ

不登校・ひきこもりの子ども・若者
の居場所作り

・不登校・ひきこもりの子ども・若者を対象とした居場所づくりと就労体験を実施する
・不登校・ひきこもりの子供を持つ家族を支援する
・地域住民を対象とした懇談会・相談会を実施する
・地域食堂を開催する

気仙沼市

