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成果報告書
みやぎ地域復興支援事業
～過去3年の実績から～

平成30年8月

宮城県

みやぎ地域復興支援事業 成果報告書 ～過去3年の実績から～
※1 タイプ①～③の分類は主となる採択事業を規準とした
※2 名称を変更した団体については現状の名称を記載した
※3 （ ）内は主な実施地域を示す

【総合タイプ① 地域課題解決】
1．一般社団法人 ふらむ名取 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （名取市）
H29 名取前進応援事業
2．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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （亘理町）
H28 海岸林再生・被災遊休地緑化担い手づくり事業
H29 森づくり事業（普及啓発・担い手育成・仲間づくり）
3．一般社団法人 さとうみファーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （南三陸町）
H27・28・29 「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
4．一般社団法人 ウイメンズアイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （南三陸町）
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
H28・29 里山・里海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

5．一般社団法人 はまのね ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （石巻市）
H27
持続可能な浜づくり～地域資源を活用したものづくりと人をつなぐ～
H28・29 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～

【総合タイプ② 被災者生活支援】
6．特定非営利活動法人 つながりデザインセンター・あすと長町 ・・・・・・・・・・・・・ （仙台市・塩竈市・岩沼市）
H27 仮設から復興公営住宅への支援を契機としたNPOと自治組織の連携による新たな共助体制の構築
H28 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
H29 公営住宅のコミュニティ形成と居場所創出ノウハウの普及事業
7．特定非営利活動法人 20世紀アーカイブ仙台 ・・・・・・・・・・・・・・・ （仙台市・塩竈市・東松島市・気仙沼市）
H29 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

8．大沢まちづくり協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （気仙沼市）
H28 「大沢まちづくり会議」「大沢カエル教室」
H29 地域活性化事業
9．あおい地区会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （東松島市）
H28・29 あおい地区会運営事業

【総合タイプ③ 空き家等改修・活用】
10．特定非営利活動法人 Cloud JAPAN ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （気仙沼市）
H28 「被災地，気仙沼」から「第二のふるさと，気仙沼」へ
H29 ゲストハウス及び絵本カフェ運営を通した若者参画まちづくり事業
11．特定非営利活動法人 びば！！南三陸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （南三陸町）
H27・28・29 南三陸町のいぶし銀な人材育成プロジェクト

主たる事業所の所在地および連絡先

地域活性・まちづくり 人材育成・自立支援

住所：宮城県名取市大手町５-６-１
電話：090-3583-1359
メールnatorijapan@gmail.com
HP：https://framnatori.jimdo.com/

一般社団法人

ふらむ名取
実施地域：名取市

該当年度H29 総合タイプ①

名取前進応援事業

活動の背景やきっかけ
名取市閖上地区には6つの課題がある。①環境の違いから住民間の格差が発生，②以前は同居していた家族
に世代間ギャップが発生，③復興住宅への移転で仮設住宅で培われた絆が再度分裂，④交流場所の不足，
⑤支援慣れして自助・共助の意識がない，⑥高齢化のために役員・世話役となるべきリーダーが不足。これら
の課題の解決の為に，住民が主体性を持ち交流を促進し相互に理解を深め，共通の新しい価値観を築く必要
があると考えた。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
本助成金により年間6回の「閖上復興だより」を発行し
復興の状況を知らせ，住民各々の復興を考える上で
必要な情報を提供し続けている。
また，従来の季節毎の地域行事を大切にし，様々な
立場の人々が一堂に会する場を提供し交流を深め，
その中で次世代人材育成も図るべく，助成金による
有償ボランティアとして，若者や地域の方々に行事
運営に参加してもらった。
その結果，お茶会は発展し，「参加費100円集めよう」
などの声も上がり自主運営となった。今では運転でき
ない高齢者の足として，送迎サポートも始まるなど，
支援活動のフェードアウトを意識した活動ができてい
る。

2018.１
「閖上でお茶会」
集会所が無い地区の方々を
送迎し，閖上公民館で交流
茶話会を実施

2017.10
「閖上地区民運動会」
閖上公民館が企画し
実行委員会形式で実施

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
全ての行事の情報を公開し，様々な立場の方々の参加があったので，互いの苦労を知ることができ，励まし合
う姿も沢山見られた。他者理解が進むにつれ自己理解も深まり，これまで迷っていたことも決断できたという話
もよく聞かれた。
特に，鎮魂の思いで開催した盆踊りの会場では，時の経過もあるが，これまで話さなかった辛い思いを口にして
心が軽くなったと話し，握手を求めてくれた方々も多かった。また，閖上に戻った人々は地域の為に頑張りたい
と動いてくれる方がが多く，それらの方々が中心となって地域が活性化されている。

今後の活動や目標
団地を良くしたいと思う方々が増えたことで，リーダーの成り手不足の状況が一転し，自治会形成に向けて誰を
リーダーにしたら良いのか迷う，という新しい課題が出現したのは閖上の力だと感じる。
もう１つの課題は自治会の括りの決定である。地区内に集合復興住宅，戸建復興住宅，自宅再建住宅があり，
また，集会所が建設される地区では今後の修繕費等の積立も考えた自治会費を考える必要がある。特に，集
合住宅で独居の方々は共益費に加えて集金される自治会費は最小限であることを希望している。
これを当事者がどう解決していくのかが問題である。先ずは交流を促進し相互理解を深めることを目標とする。
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主たる事業所の所在地および連絡先

地域活性・まちづくり 交流・移住・定住促進

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

住所：宮城県亘理郡亘理町吉田字原306-16
電話：0223-35-7735
メール：info@watari-grb.com
HP：http://watari-grb.org

実施地域：亘理郡亘理町
該当年度H28 総合タイプ①
該当年度H29 総合タイプ①

森づくり事業（遊休地の緑化，イグネ作り，担い手づくり）
森づくり事業（森づくり・普及啓発・担い手育成・仲間づくり）

活動の背景やきっかけ
震災前の亘理町沿岸部には，海岸林や住宅・農地を囲む木々「イグネ（居久根）」が存在し，津波や高潮から
住民の安全・安心を守り，美しい風景をなしていた。しかし，これらは震災の津波によって大きな被害を受け，
さらには沿岸部集落の住民が減少したことで，維持管理をする担い手が不足している。地域が今まで培って
きた植生，暮らしにおける文化，歴史が大きく失われかねない中，これらの海岸林やイグネの再生としての
森づくりを行うと共に，将来的な担い手の育成を含めた震災後の新たなコミュニティづくりも必要である。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
＜H28年度＞
①植樹祭・ボランティアツアー・地域ボランティアとの
活動を通じた海岸林への植樹及び下草刈り等の維
持管理，苗木育生(イグネにも使用する)の実施
②小学校の総合学習での苗木育成や植樹
③苗木の里親制度の実施による担い手や協力者の
育成
④苗木育生や遊休農地の活用を通じた高齢者のコ
ミュニティづくり
＜H29年度＞
H28年度の活動をすべて継続して実施。なお，荒浜
地区蛭塚での植樹祭は宮城県・亘理町と共催で実
施した。また，維持管理として，駆除すべき外来種の
切断面に除草剤を塗布して枯れ具合の調査を開始
した。

2016
町民主体の植樹イベント
「みんなでこせっぺ！
おらほの森植樹祭」の様子

2017
残存林の維持管理活動
下草刈り (外来種駆除)

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
H28・29年度の2年間で，海岸林へ約6ha/約15,000本，荒浜地区蛭塚へ広葉樹1,341本を植樹した。
また，維持管理として残存林の草刈りを計57回，延べ面積では約12ha実施した。ボランティア・協力者の参画は，
植樹祭374名，ボランティアツアー1,027名，小学校の総合学習授業参加児童513名にのぼった。これらの活動に
より亘理町の海岸林は植樹・維持管理が進み，再生が着実に進んでいる。
住民の変化としては，活動への参加を通じて，活動への理解が深まり，意欲的に活動に参加する方々が増え，
団体を支えてくれる力が増している。ボランティア作業や日々の高齢者のコミュニティづくりも地域に根づき，集
落が減少した沿岸地域にも以前のような活気が少しづつ戻ってきていると感じている。

今後の活動や目標
長期にわたる海岸林再生のための資金不足が大きな課題であり，自活していくための新たな事業を展開させる
必要がある。現在は地域課題である遊休農地の活用をしながら，資金調達を図ることを新たな目標としている。
また，震災によって失われた地域のコミュニティ再生を行うため，これまでの県内外からのボランティアと住民の
繋がりの場となる交流拠点（ビジターセンター）設置を将来的な目標に掲げている。
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地域活性・まちづくり 交流・移住・定住促進

一般社団法人

さとうみファーム

主たる事業所の所在地および連絡先

住所：宮城県本吉郡南三陸町歌津字町向22
電話：0226-29-6379
メール：satoumi.jimukyoku@gmail.com
HP：http://satoumifarm.org

実施地域：南三陸町
該当年度H27

総合タイプ

該当年度H28・29 総合タイプ①

「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

活動の背景やきっかけ
南三陸町歌津地区でコミュニティ再建，漁業支援，子ども向けイベントなどの支援活動を行い，地域住民との
触れ合いを通して，子どもの保護，高齢者ケア，産業再生などが課題と考えた。行政が観光産業での復興を
進める中，その課題解決に「羊」を使う事を考え，2014年1月に寄木地区に羊牧場の運営を開始した。
羊との触れ合いを通した心のケアやコミュニティ再生，羊肉のブランド化による雇用創出を行い，安定した収益
による自立化と事業の定着を計り，交流人口拡大と地域の活性化に繋げたい。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
羊を通した交流拡大・弱者支援活動や，地域に密着
した次のような支援活動を実施した。
①ウール工房を活用した高齢者や児童向けのワー
クショップの開催と羊毛喫茶の実施，及び手紡ぎ職
人の育成。
②「わかめ発酵飼料」の開発と事業（法人）化，「わ
かめ発酵飼料」を活かした「南三陸わかめ羊」のブラ
ンド化と新規産業・雇用創出。
③寄木地区内の放置林の間伐処理及び整備，環境
保全・清掃活動。
また，このような活動に加え「mocomocoひつじ祭り」
を毎年夏のイベントとして継続的に開催し，多くの家
族連れが羊とのふれあいやカヌー体験などができる
地域の観光イベントとした。

2016 .7 .23
mocomocoひつじ祭り
年に一度のお祭り
子どもカヤックも同時開催

2017. 8.10
「羊毛喫茶」
高齢者・児童向け
ワークショップ

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
地域に根ざした活動を行っていることで，活動を通じて住民の参画人数が増えたほか，少しずつ，且つ着実に
地域からの信頼を集めている。また，特に7～8月は仙台市や関東圏からも多くの来客があり，交流人口の増加
にも貢献した。ウール関係では，他団体と連携した製品づくり，福祉施設での仕事・商品づくり等も確実に増え
ている。ブランド羊肉「南三陸わかめ羊」は取引先も増えており，今後の収益の柱に育てる。 わかめ発酵飼料
では，別会社を立ち上げて新規雇用も生まれた。子どもを中心にした観光部門は認知度が上がり，着実に来場
者が増え地域貢献に繋がっている。

今後の活動や目標
南三陸町で活動を開始してから9年目に入り，今後は地域が何を求めているかをあらためてリサーチし，柔軟に
対応できる組織作りをしていく。また，自立に向け多岐にわたる活動の事業仕分けを実施しながら，持続可能な
経済活動・地域貢献活動を目指していく。
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主たる事業所の所在地および連絡先

地域活性・まちづくり 交流・移住・定住促進

住所：宮城県本吉郡南三陸町入谷字山の神平10-1
電話：0226-25-9517
メール：info@womenseye.net
HP：http://womenseye.net

特定非営利活動法人

ウィメンズアイ
実施地域：南三陸町
該当年度H27

総合タイプ

該当年度H28・29 総合タイプ①

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
里山・里海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

活動の背景やきっかけ
2011年5月から市民有志による任意団体として宮城県北沿岸地域で取り残されがちな高齢女性や，子育て介護
などのケアワークに携わる女性達の声をもとに，コミュニティの場づくり，女性グループ支援などを行ってきた。
2013年度にNPO法人となって以降，暮らしの課題に敏感な女性のまなざしを活かした活動を，地元主体の取組み
に移行していくため，担い手の育成に力を入れてきた。拠点を置く南三陸町は震災後の人口流出，特に若年女性
層の流出が激しく，子育て世代の女性たちの生きづらさが課題のひとつである。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
当事者がグループ化し，活動主体となるスキーム
を「テーマ型コミュニティ育成」という手法にまとめ
20～50代の女性を主な対象に以下の活動を行っ
た。
①講座と人材育成
②人をつなぐ活動と発信
③地域資源を活かす実践の場づくり
講座を契機にグループを複数育成し，緩やかに繋
ぎ，実践と振り返りで，学びから相乗効果を生み出
すことを狙った。行政はじめ観光協会や社協，地域
団体の協力のもと，必要な活動が継続していくよう
工夫した。講座の時間帯や託児など，特に子育て
中の女性のニーズに配慮した。

2017.3.2
「小さなナリワイ塾」での、
参加者による企画発表会

2017.10.8
ひころマルシェ2017秋
総来場者数は1,182人

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
3年間で講座・研修106回（延べ参加人数1,361人），地元マルシェとイベント19回（延べ参加人数4,328人），首都圏
での発信イベント20回（総来場数16,723人）。特に地域で自分らしく活躍したいという女性向け講座から派生して，
自主的なワークショップが計58回開催されるなど，参加者の主体性が発揮され，グループでの相互扶助関係が
築かれた。27年度に9ブースでスタートし，28年度から実践の場と位置付けてきた「ひころマルシェ」は年2回定期
開催となり，30年6月には50ブース出店，総来場者数1,539人となった。賑わいの場には講座・研修参加者の出店
も11ブースにのぼる。子育て女性のニーズを汲んで遊び場を設置しており，地元の男性シニアが「こんなにたく
さん子どもがいるとは！」と驚いていた（来場者中子どもは約600人）。南三陸町の30代女性は「ひころマルシェの
光景は町の希望です。」と語ってくれた。

今後の活動や目標
ひころマルシェは30年度から地元の若者を中心とした実行委員会の主催へと移管済。ウィメンズアイは事務局
として蓄積したノウハウを伝えながら，実行委員会が安定的に開催できるまで伴走を続けていく。
団体としては，今後，南三陸町の拠点を順次整備し女性の視点を活かす活動を復興支援から，女性のエンパ
ワーメント，そのパワーを発揮した持続可能な地域づくりへとシフトさせていく計画である。特に子育て世代の
「当事者がグループ化し活動主体となる」動きが地域に根ざした市民セクターとして定着し，行政などと協力しな
がら，ともに誰もが暮らしやすい地域を作っていく力となることを目指している。
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主たる事業所の所在地および連絡先

地域活性･まちづくり

住所：宮城県石巻市桃浦字蛤浜18
電話：0225-90-2909
メール：kameyama0307@yahoo.co.jp
HP：https://www.hamaguridou.com

一般社団法人

はまのね
実施地域：石巻市
該当年度H27

総合タイプ

該当年度H28･H29 総合タイプ①

持続可能な浜づくり ～地域資源を活用したものづくりと人をつなぐ～
被災漁村における持続可能な集落づくり

活動の背景やきっかけ
石巻市牡鹿半島にある蛤浜は震災後人口が2世帯5人にまで減少し，過疎の問題は周辺の集落においても
同様に震災後急激に加速した。津波で浸水した低平地は災害危険区域に指定され，住宅の建設ができない
ためこれ以上移住者を呼び込むこともできない状況である。
そこで私たちは海や山などの地域資源を活用し交流人口を増やすとともに，森林の荒廃やニホンジカによる
獣害など地域の課題を事業化し，地域の復興と活性化を目指し取り組むこととした。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
本助成金は主に以下5つの事業に活用した。
①お祭りの運営や草刈り，県道ゴミ拾い，雪かきな
ど集落の自治サポートを行った。
②森林の改善を図るため，荒廃した森林の手入れ
を自伐で行うとともに，間伐材の有効利用を図った。
③震災後，再び海に親しんでもらえる機会を創出
するため，ＢＢＱセットのカヌー体験などを実施した。
④急増しているニホンジカの獣害対策として，解体
講習会の開催，ジビエの普及や鹿革の商品開発に
取り組んだ。
⑤地元アーティストの作品を展示する「はまぐり展」
を開催し，地域資源の新たな可能性を発掘すると
ともに外部への魅力発信を行った。

2016.8
子どもたちのSUP体験
神奈川の中学校が訪れて
自然学校

2017.3
自伐林業体験
高校生に山の
循環の話をした後，
間伐材の運び出し

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
助成金を活用できたことで，地域課題を新たな産業へと変えることができた。それによって雇用が 3人増え，
地域の自治やお祭りなどの行事を継続して行うことができている。
また，漁師が新たに 1人誕生し，まだ海中に瓦礫が沈んでいる中でも，SUPやカヌーなどの体験を通じて海に
親しんでもらうことが可能となり，地域の魅力を感じてもらっている。既存のcafé 「はまぐり堂」 と合わせると，
年間で15,000人以上の方が訪れる地域となり，人口 5人の集落でも持続的な仕組みを作ることができる可能性
が見えてきた。更に，林業や狩猟の 6次産業化は，採算ベースに乗るまでにはもう少し時間がかかるが，森林
や獣害へ対する関心を持つ人が急増し，関係人口の創出につながった。

今後の活動や目標
震災の復興工事が今年度から本格化し，大変困難な状況だが，助成金に支えられた事業をしっかりと軌道に
乗せる重要な時期に来ている。まずは，小さくても地域に根付く事業に成長させていくことを目標とし，さらに
漁業や宿泊などの地域資源の活用や人材育成などを行い，人も環境も循環する仕組みづくりを行っていきたい。
また，他地域でも役に立ててもらえるようなモデルを目指し，活動を継続していきたいと考えている。
みやぎ地域復興支援事業 成果報告 5

地域活性・まちづくり 社会的事業支援

特定非営利活動法人

つながりデザインセンター・あすと長町

主たる事業所の所在地および連絡先

住所：宮城県仙台市太白区長町6-4-17-502
電話：080-3205-5177
メール：asuto@tsuna-cen.com
HP：http://www.tsuna-cen.com/

実施地域：仙台市，塩竈市，岩沼市
該当年度H27 特定タイプ
仮設から復興公営住宅への支援を契機としたNPOと自治組織の連携による新たな共助体制構築
該当年度H28 総合タイプ② 復興公営住宅集会所の運営サポートと「あすと復興モデル」の水平展開
該当年度H29 総合タイプ② 災害公営住宅のコミュニティ形成と居場所創出ノウハウの普及事業

活動の背景やきっかけ
当法人は復興過程において被災者一人ひとりが安心して過ごしていけるよう，さらには高齢者等が孤立せずに
安心して暮らせるまちづくりを恒久的に展開するため，あすと長町仮設住宅で支援活動を展開してきた十数団
体が連携・協働して設立された。ヒト（支援する人，される人）・モノ（居場所空間）・コト（支援・イベント等）をゆる
やかにつなぎ，まちの居場所づくりを行うこと，これまでの復興コミュニティデザインの経験知を他の復興現場に
伝えていくことを団体のミッションに活動している。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
本助成金では，災害公営住宅における具体的なコミュニ
ティ支援活動，東日本被災地でのコミュニティ支援活動の
調査，災害公営住宅外でのまちの居場所づくり等に取り
組んだ。コミュニティ支援活動では，仙台市太白区あすと長
町，塩竈市清水沢東，岩沼市玉浦西地区等で，自治組織
形成の支援や，コモンミール，中庭の植栽WS等のイベント
を通じた交流の場や居場所づくりに取り組んだ。コミュニ
ティ支援調査では，災害公営住宅等の支援を展開している
5団体のヒアリング調査を実施し，仮設住宅から災害公営
住宅への移行期の支援内容，体制等について報告書をま
とめた。まちの居場所づくりとしては，仙台市内の空き家を
交流空間を持つシェアハウスに転用するため，高齢オー
2018.3
ナーと共に室内残置物の片付けを行いながら，事業収支
集会所を活用した
計画並びに改修計画の検討・立案を行った。
「居場所づくりブックレット」

2017.10.15
清水沢東住宅での
段ボール棚づくり
ワークショップ

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
あすと長町地区では，コミュニティ支援活動に取り組んだ結果，ボランティア活動を行う団体等が運営する食事
会「あすと食堂」の定期（月3回）開催に繋がり，住民の居場所として定着しつつある。清水沢東地区では，自治
組織が立ちあがらないという課題があったが，本年4月2つの自治組織の形成に至るとともに，当該地区での取
り組みが評価され，塩竈市他2地区の支援に新たに携わることとなった。玉浦西地区ではB-1街区において，植
栽WSを通じて住民同士の共同作業の機会が生まれたとともに，殺風景であった共用部が居心地の良い空間に
変わりハード・ソフト両面での変化を生み出している。コミュニティ形成支援調査では，調査を基に居場所づくり
のノウハウに特化したブックレットを制作した。これは，これから災害公営住宅を計画中の地域に配布し活用が
期待される。まちの居場所づくりとして地域交流シェアハウスが検討され，計画の具体化に繋がった。

今後の活動や目標
災害公営住宅等でのコミュニティ形成においては，超高齢化による地域の担い手不足，および運営スキルの
不足が深刻な課題としてあげられる。その解消には，持続可能なコミュニティに向けた多世代交流，新たな地域
運営体制構築のための地域を超えた交流等が重要と考える。今後は，コミュニティ支援調査を通じて得られた
知見を基に，連続シンポジウムを開催し，被災各地でコミュニティ支援に取り組む支援者らと効果的な支援の
あり方や目指す方向性について議論を交わすことを計画している。また，支援してきた各地区では，集会所の
居場所化を中心に，孤立を防ぐ環境づくりに引き続き取り組んでいく。
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主たる事業所の所在地および連絡先

社会的事業支援 地域活性・まちづくり

住所：宮城県仙台市宮城野区田子1-11-2
電話：022-387-0656
メール：npo＠20thcas.or.jp
HP：http://www.20thcas.or.jp

特定非営利活動法人

20世紀アーカイブ仙台
実施地域：仙台市・塩竈市・東松島市・気仙沼市
該当年度H29 総合タイプ②

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

活動の背景やきっかけ
県内の被災した方々は仮設住宅から災害公営住宅へと移転が進んでいる。故郷を離れ慣れ親しんだ仲間たち
とも別れ災害公営住宅や新しい土地へ転居したものの，不慣れな土地で近隣との交際もままならず孤立，孤独
化が進んでいると聞く。この問題に私どもが市民の方々から寄贈，提供を受けてきた，昭和時代の8ミリフィルム
映像や写真を使い，同じ時代を生きてきた皆さんが楽しくコミュニケーションをとれる催しを提供しようと考えた。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
活動としては，県内4地区程度を選定し災
害公営住宅の集会所や公民館を会場に，
各会場毎に月1回 計3回の「昔を語る会」を
開催し，全体で12回開催した。毎回「懐かし
い」をテーマに地域の昔の映像や写真，道
具の紹介等，内容を変えて構成し，最後の
回には，参加者の方々から話題提供の
あった思い出を 冊子「思い出ブック」にまと
め全員に贈呈している。「昔を語る会」当日
は進行役を含むスタッフ3～4名が担当し，
事前の広報に関しては，地元の社協，NPO
等の団体に協力をもらっている。

2017.9.28
塩釜市新浜町公民館にて

2017.11.14
若林区六郷
コミュニティセンターにて

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
復興公営住宅集会所での開催では「新しい隣人と話すきっかけが出来，ありがたかった。」「これから自分たち
の集まりを開くときに声かけし易くなりありがたかった。」という声を頂いた。新しい市民センターやコミュニティセ
ンターを会場に開催した地区では，久しぶりに元の地域の方々と再会できお互いの現況を話し合っている姿を
見ることも出来た。また，地域の公民館での開催では，「普段の集まりにあまり参加することがない男性陣が参
加してくれた。」と喜ばれた。活動を通じて，以前の仮設住宅でのコミュニティのあり方と復興公営住宅でのコ
ミュニティの作り方というのはだいぶ違っており，とにかく集まりに参加してもらい，お互いを知るきっかけが大
切・必要だと感じている。どこの地区からも「来年もやってほしい。」と要望され，困っているほどである。

今後の活動や目標
被災した地域の高齢者に新たな知り合いを作るきっかけ作りは本当に大事で，今後も復興公営住宅等へ移転
する方々が大勢いると思う。今の体制では必要とされるところのほんの一部しか対応できていないと思っており，
同じように会を進行出来るスタッフを養成していかなければならないと考えている。また，団体の収入に関しても，
助成金頼みの体質になっているので，今後は，収益事業化を図っていきたいと考えている。高齢者の方々が，
輝いていた昭和時代の地域映像を活用した交流会をこれからも開催し，それぞれの地域のお役に立てればと
考えている。
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主たる事業所の所在地および連絡先

地域活性・まちづくり

住所：宮城県気仙沼市唐桑町大沢地区

大沢まちづくり協議会
実施地域：気仙沼市
該当年度H28 総合タイプ②

該当年度H29 総合タイプ②

「大沢まちづくり会議」「大沢カエル教室」
地域活性化事業

活動の背景やきっかけ
東日本大震災後，防災集団移転事業のために設立した防災集団移転促進事業期成同盟会と自治会が共催し，
復興関連及び地域の諸問題を共有し合意形成を図るための懇談の場「まちづくり会議」と，世代間交流・伝統
継承を目的とした「カエル教室」を実施してきた。その後平成28年度に本協議会を発足させ，その活動を継承し，
被災元地の活用や被災地域のコミュニティ形成に関する事業を引き継いだ。更に，復興事業等に関する住民
説明会や合意形成などを行政と連携して推進し，課題解決に取り組んできた。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
①まちづくり会議を開催し，復興事業の進捗状
況の確認及び地区内での問題解決へ向けた話
合いを実施。事業主体と住民との間に専門家に
入ってもらい，アドバイスを頂いたり，模型や3D
を用いて住民が理解し易いよう調整した。
②復興ニュースの発刊
③統合により閉校する小学校区での広域的地域
交流を図るための模型づくりワークショップなど，
住民同士が交流を深めるための活動「カエル教
室」を開催した。
④先進地の視察 （新潟県十日町市・長岡市）
「地域出資型スーパー」及び「震災復興記念施
設」

2017.7.2
大沢カエル教室（釣り大会）
親子での参加や漁港で作業して
いる地域の方々に教わりながら
釣りを通して世代間交流

2018.3.14～18記憶の街模型づくり
閉校した小学校区の模型を
完成させた

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
復興ニュースの発刊により，復旧事業に関する継続的な進捗確認ができ，会議に出席できなかった住民へも協
議内容を周知できた。
カエル教室の開催では，釣り大会やピザ釜制作，植樹などを実施し，大沢地区内の交流機会の増加により，多
世代に渡る継続的なコミュニティ形成を行うことができた。また，模型ワークショップでは小原木地区での交流機
会の増加により，学校がなくなってしまった地域での新たなコミュニティ形成につながる地域連携を構築すること
ができた。
先進地視察の実施では，復旧事業が進むにつれ新たに発生した問題（窪地・商業・交通）解決に向け，自発的な
地域活動が実施できた。

今後の活動や目標
〇まちづくり会議や視察により買い物弱者や交通弱者に関する地域課題が見えており，解決に向けた取組みを
新たに実施すること。
〇前年度に実施した模型ワークショップの成果物の常設を考えているが，展示場所や維持管理の観点から難し
く，定期的に展示することにし，その時期に合わせて地区内の交流を図る機会を作ること。
〇今年度から地域に学校がなくなり，築いてきた広域的な連携が薄れてしまった。震災後，活発に活動してきた
当協議会が主体的に動き，学校がない地域でのコミュニティ維持や活性化への一助となることを目指している。
みやぎ地域復興支援事業 成果報告 8

主たる事業所の所在地および連絡先

地域活性・まちづくり

住 所：宮城県東松島市あおい一丁目10番地2
電 話：0225-90-4891
メール：aoi-chikukai@navy.plala.or.jp
HP：https://www.facebook.com/aoi.chikukai

あおい地区会
実施地域：東松島市

該当年度H28・29 総合タイプ②

あおい地区会運営事業

活動の背景やきっかけ
東松島市の防災集団移転地の1つである「あおい地区」では，あおい一丁目から三丁目までそれぞれ自治会が
設立された。「あおい地区会」は単なる各自治会の連合組織ではなく，より効果的・効率的な事業に特化して取り
組む組織として 平成28年4月に設立され，自立に向けて事務局を設け，住民主体の運営組織として活動し，
様々な課題について各自治会と連携を図りながら解決に向けた活動を推進している。また季節毎にイベントを企
画し，地区住民の絆及びコミュニティ形成のための活動を行っている。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
○地区住民の親睦を深める行事
春：青いこいのぼりと春のフラワーフェスティバル
夏：夏まつりと青森ねぶたまつり
秋：ハロウィンパーティと秋まつり
冬：星空イルミネーション・親子たこ作り・たこあげ大会
○地区内の高齢者見守り活動
見守り部会を設立し77歳以上の高齢者を中心に月2回の
訪問を実施中
○ペットクラブによる活動
ペットを通じたコミュニティ活動や，飼育・マナーに関す
る啓発活動，毎月の定期会合及び散歩見廻り等を実施中

2018.4.22
春まつりの様子

2017.8.19 夏まつりと青森ねぶたまつり

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
「あおい地区会」は単なる連合組織ではなく，自治会の枠を超え，より効果的・効率的な事業に特化して活動を
行っている。各自治会の会長・副会長・会計で構成する理事会で各種行事予定や課題等を協議し，更にこれを
各自治会に持ち帰り報告・共有している。また，高齢者見守りを実施するとともに，石巻警察署地域課協力の下，
月3回の夜間パトロールを実施し，安全で安心なまちづくりに貢献している。また，市から被災跡地を借り受けた
「あおい農園」では，初年度の登録者52名でさつまいも1,800本，枝豆500本を植付けるなど，高齢者の生き甲斐
づくりや見守りを兼ねて運営している。更に，各自治会は資源ごみの回収や公園の除草，お茶会の実施などを
住民主体で行い，地区の美化，コミュニティづくりを実践している。ちなみに，当市は「住みよさランキング」の快
適度部門で2年連続全国1位に輝いている。

今後の活動や目標
超高齢化社会の課題解決に向け，他地域に先駆けたモデル地区となるよう，高齢者の見守り活動を充実させ，
災害公営住宅の高齢者世帯，特に独居世帯，また自立再建世帯の「日中独居」の世帯も重点的に訪問して孤
独死の防止に努める。また，高齢者の生き甲斐づくりと見守りを兼ねた「あおい農園」を充実し，共同作業や収
穫祭を開催することで住民同士のコミュニティ形成に寄与する。
目標を達成するために，助成金の終了を見越して行政当局には業務委託を受けられるよう交渉する一方で，
「あおい農園」を活用したコミュニティビジネスの収益化を試みる。
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主たる事業所の所在地および連絡先

地域活性・まちづくり 交流・移住・定住促進

住所：宮城県気仙沼市長磯前林55-3
電話：0226-25-7739
メール：info@kakehashi0311.com
HP：http://kakehashi0311.com/

特定非営利活動法人

Cloud JAPAN
実施地域：気仙沼市
該当年度H28 総合タイプ③
該当年度H29 総合タイプ①

「被災地，気仙沼」から「第２のふるさと，気仙沼」へ
ゲストハウス及び絵本カフェ運営を通した若者参画まちづくり

活動の背景やきっかけ
ゲストハウス“架け橋”の位置する階上地区は1,300名以上の犠牲者を出した気仙沼市の中でも最も死亡率の
高かった地域である。震災前，階上地区は観光客向けの民宿街が海沿いに広がっていたが，全て被災し，平成
26年の観光客入込数は22年に比べ51%減となっている。震災後，滞在施設の不足により学生ボランティアが来
にくい状況があった。そこで階上地区の住民の方から空き家を譲り受けて滞在施設，2014年5月より計7,000名
のボランティアを滞在施設として受け入れ，ボランティアコーディネートを行った。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
震災から月日が流れボランティアが減少する中，ボラ
ンティア宿としての架け橋のニーズは少なくなってきた。
一方，被災者からは「架け橋での交流が楽しかった」，
「これからも気仙沼の入り口として残して欲しい」という
要望があった。そこで本助成事業を用いて，移住した
スタッフを中心に地域のためのゲストハウスを目指し，
学生ボランティアや地元住民の力を借りて空き家を
大規模改修。2016年12月に旅館業・飲食業の認可を
取得した。この時の改修費の1/4に本助成金を活用し，
1/4をクラウドファンディング，1/2を自己負担した。
日中，宿の居間スペースでは地域の子連れの母の
雇用促進と母親の居場所づくりを目的に，親子で集え
る絵本カフェ事業を行っている。

2016.7.10
毎日の改修は地域住民や
学生ボランティアの交流も
生んだ

2017.5.3
左上の子どもとママがスタッフ
日中は子どもが走り回る
元気な宿になっている

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
ゲストハウスには完成後1年間で約650名が宿泊。架け橋をきっかけに移住した若者は8名になった。絵本カフェ
ではカフェとイベント運営を全て子育てママができるようになった。震災で実の母を亡くし，現在は絵本カフェで
働くママのHさんは，「架け橋に来る前は震災の影響で社会参加をしている実感が少なかったな。今は，自分の
存在が誰かの役に立っていると感じる瞬間が増えて毎日が楽しいよね！」と言っている。私たちも雇用支援と
して始めた絵本カフェで働く子連れのママたちに今は助けられており，嬉しい意味で期待外の効果だった。また，
アメリカから気仙沼に移住し架け橋のシェアハウスに住む若者Nさんは，「架け橋と世界をつなぎたいね！俺の
大好きな気仙沼の人たちの魅力を伝えていきたい！ 」と言う。移住者や第二のふるさとと思う人が全国に増え
たことも嬉しい成果である。

今後の活動や目標
これまではまちづくりや地域に根ざすことを目標とし，若者世代や地域の高齢者との関係を築くことができ，また，
ツアーに参加したお客さんは大変高い満足率を示してくれたが，1泊だけのお客さんに対しては気仙沼の魅力を
伝えきれなかった部分がある。この反省点を生かし，365日常に魅力を伝え，発信してもらうことを目標とする。
絵本カフェについては運営基盤を作り上げることができた。さらに地域に根ざし，安定したものにしていくとともに，
母親たちが活躍する持続可能な仕組みを作るために気仙沼市内に新たに託児事業×シェアハウスを行う空き家
の改修計画を立てている。
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地域活性・まちづくり 人材育成・自立支援

特定非営利活動法人

びば！！南三陸

主たる事業所の所在地および連絡先

住所：宮城県本吉郡南三陸町入谷字鏡石4-1
電話：0226-25-8080
メール：info.viva373@gmail.com
HP：https://www.viva373.com/

実施地域：南三陸町
該当年度H27 特定タイプ
該当年度H28 総合タイプ③
該当年度H29 総合タイプ①

南三陸町のいぶし銀な人材育成プロジェクト

活動の背景やきっかけ
東日本大震災前，町にはシルバー人材センターがあり，シニア層が生きがいをもって活動していたが，震災で
解体を余儀なくされたことにより，地域の高齢者の活動先がなくなってしまった。そのため，センターで活躍して
いたメンバーを中心に当法人を設立し，地域住民が豊かな知識・経験・技能を活用して「生きがい」「社会貢献」
「健康維持・増進」「仲間づくり」ができる機会・場の創出をしようと考えた。また，活動に当たっては，地域住民が
主体となり，地域の交流が循環する仕組みを促すことを念頭に実施している。

実施した活動と助成金をどのように使ったか
①人材育成・生きがいづくり講座の実施
シルバー人材センターの枠組みでは受入れが難 しい
60歳未満の住民さんも受け入れ，人材育成を図り，
参加者が生きがいを感じられるような13種類の講座を
企画・ 開催した。
②建物の改修工事の実施（2年目）
より活動しやすいよう建物を改修した。なお，床面は
講座で作成したエコ平板を敷き詰めた。
③広報誌・パンフレットの製作
④「マチドマカフェ」の設置
町役場新庁舎内に，地域住民が気軽に行け，住民
同士が交流できるカフェをオープンした。

2017.7.18
エコクラフト講座
（カゴづくり）の様子
毎週火曜日に先生を囲んで
午前と午後の講座を実施中

2018.3.8
お習字講座の様子
隔週金曜日に先生を
囲んで講座を実施
女性参加者が多くを占める

活動を通じた成果，地域・住民の変化は
様々な講座や相談会を実施した結果，多くの住民の参加があった。その結果，地域住民が地域との繋がりを
取り戻し，仕事や趣味の活動を通じて生き生きと毎日を過ごせるようになったことが，参加者の様子から伺える。
参加者の中から徐々に活動を通じて技能がレベルアップしたことにより，教わった技能を参加者の自宅周辺の
住民に教える活動をし始めた方も出てきた。
活動拠点であるハレバレーには，南三陸町の方以外にも，登米市に近接する住民の参加もあり，多くの人々が
交わる拠点となりつつある。

今後の活動や目標
びば！！南三陸では，今後，活動会員が増えていくような告知を実施し，地域から要望される草刈り作業や
墓地清掃に関わる人員を増やしていくことが目標である。
現状では，コミュニティの繋がりや趣味の活動を求める会員が多く，シルバー事業に携われる会員は多くない。
事務局では，会員数と業務数の需要と供給のバランスを見ながら，多方面での告知を強化し，地域での活動と
法人のイメージの浸透を図っていきたいと考える。
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