令和元年度

みやぎ地域復興支援助成金

採択団体一覧（総合タイプ，タイプ別，50音順）

タイプ１
番
号

事業者名

1 石巻ニホンミツバチの会

事業名

主な事業内容

地域の復興・活性化を行うために養蜂活動の実施・普及を行う。
石巻圏および近隣地域における、ニホンミ
・楽しく学び交流する場づくりと生きがいづくりのために養蜂による交流事業を実施する。
ツバチの養蜂を通じた地域の復興/活性化
・被災地を自然豊かな土地景観に復活させるため，蜜源植物を栽培する。
事業
・被災地域の住民の交流を深めるため，蜂蜜を活用した事業（採蜜体験，レシピ作り，試食会等）を実施する。

2 一般社団法人イシノマキファーム 北上長地域循環型ファームプロジェクト

3

・子どもの居場所づくりや地域住民の交流の場づくりのため，地域住民参加型プログラムを実施する（農村料理会や居場所支援プログラム
等）。
・休耕地の活用を促進するためイベントを実施する（交流型＆住民参加ホップ栽培プロジェクト）。
・地域農家とのコミュニティネットワークづくりを図るため，地域マルシェを開催する。

・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
一般社団法人岩沼みんなのアグリ 「千年希望の丘」岩沼復興アグリツーリズ
・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
ツーリズム＆イノベーション
ム＆イノベーション
・震災伝承や防災教育のためのツアーを開催する

魅力ある公共

主たる活動地域
（市町村名）

石巻市

石巻市

岩沼市

・被災した白浜地区を魅力ある地域とするため，ビーチパークでの飲食及び物産環境を整備する。
・交流人口の拡大を図るため，住民による植栽活用や地引網体験等のプログラムの構築や，ビール神社再建と並行したＰＲ・活用方法の計画 石巻市
及び実施。

4 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
空間創出事業

特定非営利活動法人 海の自然史
5
研究所(略称:海研)

住民の交流促進と地域価値の再発見や地域資源を活用した地域の再生を図るため，下記の事業を実施する。
・コミュニケーション(プログラムデザイン)講習を開催する。
南三陸町戸倉地域ネイチャーパーク構想の
・ウェブサイトを制作する。
具現化
・フェノロジーカレンダーを制作する。
・漁師名鑑を制作する。

南三陸町

6 一般社団法人雄勝花物語

・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。
・ワークショップを開催する。
雄勝ローズファクトリーガーデンを拠点と
・地域の担い手（震災語り部，ワークショップ等）を育成する
した交流人口拡大事業
・ボランティアと地元住民との交流会を行う。
・常設震災伝承コーナーを造り，これまでの防災教育と合わせた震災伝承活動を実施する。

石巻市

・地域住民による支え合い活動を支援するため，コミュニティワーカーを配置する。
・適切な支援活動に繋げるため，町内各行政区の行政区長や民生委員・福祉活動推進員などとの情報交換を行う。
社会福祉法人女川町社会福祉協議 地域住民による支え合い活動推進のための
7
・地域での活動の担い手を育成するため，担い手となる住民の発掘と活動の支援を行う。
会
支援事業
・地域活動や地域課題の解決に向け，住民懇談会を実施する。
・適切な支援活動に繋げるため，法人事務局や生活支援コーディネーターとの情報共有と連携を行う。

女川町
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番
号

事業者名

事業名

主な事業内容

主たる活動地域
（市町村名）

8 一般社団法人Omusubi

被災した母親の心のゆとりを取り戻し，子育てを支援するため，下記の事業を実施する。
託児×ママの心の休息スペース×シェアハ
・託児事業（認可外保育施設/一時預かり事業）の運営
ウス運営を通した被災地女性の子育て環境
・生活を楽しみ，気仙沼に残りたいと思える女性専用シェアハウスの運営
向上事業
・ママの心の休息スペース（安らげる環境(睡眠，趣味，勉強等)）の提供

9 株式会社 海族 DMC

2,500名以上の震災行方不明者と遺品の海
行方不明者の帰りを待つ家族の心の負担軽減と震災風化防止を図るため，産学官との連携・協力の下，行方不明者の海洋(海底の)捜索（遺品
底捜索活動。行方不明者の家族に寄り添
亘理町
や遺体のサルベージ作業）に取り組む。
い、震災を風化させない活動。

10

特定非営利活動法人かぎかっこ
PROJECT

11 特定非営利活動法人Cloud JAPAN

12

特定非営利活動法人
くり研究所

地元の働くから学ぶ「地元愛」育成事業

Project of the victims, by the
victims, for the victims

人が集う「復興の森づくり」交流事業

14 公益社団法人こどもみらい研究所 石巻日日こども新聞

山元町

交流人口の拡大と地域の活性化を図るため，地域住民とボランティア等により南浜復興祈念公園の市民活動広場において下記の事業を行う。
・植樹事業
・花畑事業（おもてなしの花畑づくり，交流バラ園づくり）
石巻市
・交流事業（ランチ会，お茶会，花祭り）
・体験学習会

・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

・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。
特定非営利活動法人こども∞感ぱ 子どもとプレーパークがつなぐ新コミュニ ・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。
にー
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，新たなプレーパーク開設のサポートを行う。

16 一般社団法人サードステージ

石巻市

・母子が安心して過ごせる場を提供するため，絵本カフェの事業を拡大し，顧客を高齢者や公営住宅の住民に広げる。
・被災者が地域で活躍できるよう，絵本カフェスタッフを対象として，新規事業立案実行に必要な育成プログラム，併走プログラムを提供す
気仙沼市
る。
・被災者が地域で活躍できるよう，被災者を対象として，自分のやりたいことを学び，見つけるプログラムを提供する。

・地域のコミュニケーション不足解消と高齢者の生きがいづくりを図るため，『コミュニティサロンつばめ』の開設・開催を行う。
神戸まちづ つばめの杜地区の地域への愛着の醸成を通
・小学生に地元愛の育成を図るため，地元小学校と授業の一環で公園に関する学習をする。
じた担い手育成とコミュニティ形成
・地域活動の担い手を育成するため，U１８歳主催の「若者が集まるまちづくりワークショップ」を開催する。

13 特定非営利活動法人こころの森

15

将来地域を担う若者の地域外流出を防ぐため，石巻の高校生を対象とした下記の事業を実施する。
・地元産業や企業，働くことに対する意識を高めるために体験要素を加えた企業説明会
・石巻の高校生に向けた地元企業の職業体験プログラムの実施

気仙沼市

牡鹿半島の活性化に繋げるため，地域住民と下記の活動を行う。
・牡鹿半島の新しい交流コンテンツを生み出す。
石巻市・牡鹿半島活性化（生きる力と心の
・住民と協働し，地域の資源を活かした体験活動・企業研修の実施
復興）支援事業
・地域高齢者の会「寄らいん牡鹿」の新しい形での運営と継続的な活動支援
・地域住民参加型の牡鹿半島ネットワーク協議会に向けた協議と，共通課題への対応活動の実施

石巻市

石巻市

石巻市
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番
号

事業者名

17 公益社団法人

18

一般社団法人
ング協会

青年海外協力協会

事業名

主な事業内容

主たる活動地域
（市町村名）

・被災跡地である「いわぬまひつじ村」における交流人口の拡大を図るため，地域住民へと共に運営協議会を設置し，協働で維持管理，運営
いわぬまひつじ村を活用した被災地域での
をしていく仕組みづくりを行う。
岩沼市
賑わい、商い、生きがいづくり
・「いわぬまひつじ村」を持続的に維持管理・運営を行うため，運営方法等を確立する。

日本カーシェアリ 支え合いカーシェアによる移動支援・地域 ・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，石巻市内の復興住宅等でカーシェアリングサークルの活動を支援し継続可能な
石巻市
活性化が地域で継続するための支援事業 体制を作る（チラシ作成，ルール作りと役割分担，企画の自立化等への支援）。

19 一般社団法人はまのね

20 特定非営利活動法人浜わらす

集落の存続を図るため，地域資源を活用した下記の事業を行う。
被災沿岸部における持続可能な集落づくり
・漁業の6次産業化とツーリズム（体験・宿泊）
〜地域資源を活用した6次産業化と交流・
・獣害対策とジビエ，副産物の活用
関係人口の創出〜
・地域資源を使ったものづくりとオンラインショップの運営

「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，下記の事業を実施する。
・小学生を対象とした地域の自然体験事業の実施
・中高生が参画できる，まちづくり支援事業の実施（大谷地区協働教育協議会への企画運営支援，観光コンベンション協会と連携した海の暮 気仙沼市
らし体験メニューの開発支援）
・情報発信

21

復興公営住宅入居者と周辺住民との交流支 ・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を促進するため，交流会等を開催する。
特定非営利活動法人ぱんぷきんふ
援および多様な支援ニーズへの対応に向け ・地域で活動するボランティア人材を育成するため，人材養成講座の開催と地域活動の実践機会の提供・フォローアップを行う。
れあい会
た支援団体間の連携促進に向けた活動
・他団体と支援ニーズの情報提供・共有を図り必要な支援に繋げるため，相互情報提供フォーマットの作成と実地検証を行う。

22

特定非営利活動法人 ふうどばん
く東北AGAIN

23 一般社団法人ふらむ名取

石巻市

石巻市

被災者支援団体への食料支援事業

・県内の被災者支援活動団体を通じた被災者への食糧支援を行う。
・被災者，被災困窮者へ直接食料支援を行う。
・地域で活動するNPO法人等の団体と連携するためネットワーク会議を開催する。

気仙沼市

名取復興前進応援事業

・地域住民同士のコミュニティを促進させるため，住民参画による行事等の支援を行う。
・地区の情報を共有し，閖上地区のコミュニティ再生を加速させるため広報誌「閖上復興だより」を発行する。
・コミュニティづくりと防災意識を高めるため，勉強会を行う。

名取市

24

・不登校・ひきこもりの子ども・若者を対象とした居場所提供と就労体験を実施する。
一般社団法人フリースペースつな 不登校・ひきこもりの子ども・若者の居場 ・不登校・ひきこもりの子供を持つ家族を支援する（相談・面談・家庭訪問・電話相談等）
ぎ
所作り
・地域住民を対象とした懇談会・相談会を実施する。
・講演会・シンポジウムの開催

気仙沼市

25

特定非営利活動法人故郷まちづく 南三陸の記憶を記録で伝える【防災・減災 ・地域活動への参加を通じた相互交流を図るため，防災・減災の見える化ワークショップを行う。
りナイン・タウン
BOOKワークショップ】プロジェクト
・将来の災害に備えるため，ワークショップの内容をまとめた防災教育に活用できる冊子「防災・減災ＢＯＯＫ」を制作する。

南三陸町
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番
号

事業者名

26

一般社団法人
ファミリア

ボランティア東北

27

特定非営利活動法人 まちの寄り
合い所・うめばたけ

事業名

主な事業内容

主たる活動地域
（市町村名）

被災地を元気に！笑顔に！

下記のボランティア活動の企画運営を行う。
・関東演劇集団による地域民話を題材とした被災地公演の開催と，高校生による語り部実施･地域物産食品販売及び南三陸の紹介も併せた東京
公演の開催。
南三陸町
・復興公営住宅の高齢者を対象とした傾聴，交流事業の開催
・子供達を対象とした他県の高校等との交流イベントの企画運営
・首都圏等からのボランティアが被災漁業者支援を行うための連絡調整

コミュニティカフェ・うめばたけ

・地域住民の世代を超えたコミュニティの促進を図るためのサロン活動の企画運営
・介護・認知症予防などの各種研修や外国人との交流等 生涯学習
・他のNPOや団体との協働

石巻市

28 一般社団法人まなびの森

・震災を契機として増加した不登校の児童・生徒・中学卒業生に対応するため，常設の居場所の開設・運営を行う。
宮城県沿岸南部で実施する不登校の小中高
・上記児童・生徒が居住する自治体の教育委員会，在籍する小中学校との連携・報告を緊密に実施する。
生を支援する事業
・利用する児童・生徒の保護者の相談支援を同時に行い，必要に応じて外部機関への接続を支援する。

29 一般社団法人まるオフィス

・唐桑地域のＵターン率の向上を図るため，唐桑モデル「地域学校協働活動」の推進を行う（地域と中学校の連携調整，地域住民による教育
気仙沼をつなぐ地域"協"育プラットフォー プログラムのサポート，漁師/農家体験やワークショップの実施等）。
気仙沼市
ム
・高校生の主体性・協働性を育成するため，市内の高校生の地域課題解決型学習をサポートする（高校生のマイプロジェクトアワード，けせ
んぬま未来ゼミの実施，気仙沼高校の課題研究の支援等）。

30 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
ハウスプロジェクト

31 南三陸復興ダコの会

ハンドメイドde副業プロジェクト

32 一般社団法人ReRoots

・町内会等と協議して地域福祉の仕組みづくりをするため，高齢者の家庭訪問による見守り活動や日常生活支援を行う。
・地域コミュニティ支援のため，映画上映を行う。
若林区沿岸部の農業と農村の未来づくり事
・外部から人を呼び込む活性化と，農業・食育・農村体験を通じたまちづくり，被災住民の生業づくりのため，イベント「わらアート」を実 仙台市
業
施する。
・被災農家の支援と地産地消のため野菜販売を行う。

33

特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ

・南三陸で「暮らす」「働く」を体感できる態勢をつくるため，お試し移住プロジェクトを実施する。
シェア ・地域の魅力の発掘を促すため，アートイベントやＳＮＳインフルエンサーを受け入れる。
・地域外の人が関わり続けたくなる地域づくりをするため，中長期滞在の地域実習や学生インターンの受入環境を整備する。
・移住者と地域住民，ボランティアの交流を促すプロジェクトを実施する。

山元町

南三陸町

・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
南三陸町
・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
・女性や高齢者の生きがいを創出するモノづくりの場を提供する。

持続可能な地域づくり推進プラットフォー ・買い物弱者を支援するため，小野地域ふれあい交流館の自立運営を担う地域組織の立ち上げを支援する。
ム事業
・地域住民の交流の場づくりを行うため，交流館活用団体の掘り起こしやワークショップの開催等を行う。

・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
特定非営利活動法人わたりグリー 森づくり事業（森づくり・普及啓発・担い
34
・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
ンベルトプロジェクト
手育成・仲間づくり）、遊休農地活用事業
・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
・被災による遊休農地を活用し，6次産業化を目指す。

東松島市

亘理町
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タイプ２
番
号

事業者名

事業名

主な事業内容

・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。
・将来コミュニティビジネスを目指した農園を運営する。

主たる活動地域
（市町村名）

35 あおい地区会

あおい地区会運営事業

36 特定非営利活動法人アスイク

・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対応するため，ふれあい広場サテライトを運営し，生活習慣を整えるサ
震災後に増加している不登校の子どもたち
ポートや社会性を身につけるサポート，キャリアを考えるサポートを行う（市内３箇所）。
の居場所づくり
・支援スタッフの育成を行う。

37 一般社団法人石巻じちれん

のぞみ野
ター）

38 石巻復興きずな新聞舎

・市内で活動する団体や専門家と協働し，医療・健康，まちづくり等の記事を掲載した新聞「石巻復興きずな新聞」を作成し，住民の自立や
「石巻復興きずな新聞」の発行・配布によ 社会参画を促す。
石巻市
る、見守り・傾聴・コミュニティ作り事業 ・上記新聞をボランティアが直接訪問して新聞を配布し，住民の声に耳を傾けることで，孤立を防ぐ見守り活動や心のケアを行う。
・復興公営住宅入居者の孤立防止，コミュニティ形成の場づくりを目的としたサロン活動やイベントを開催する。

39

口入屋（のぞみ野人材セン

特定非営利活動法人ウィメンズア 女性の視点を活かした被災者のコミュニ
イ
ティ支援事業

40 歌津地区復興支援の会一燈

東松島市

仙台市

・孤食や困窮課題の緩和，住民のやり甲斐づくりのため，地域食堂を活用した地域共助の担い手（提供できる時間やスキル）の発掘・マッチ
ング（口入れ）・課題・ニーズ調査等を実施する。
石巻市
・支援団体がのぞみ野地区における課題を発見し，住民への支援に繋げるため，支援団体のネットワーク体制を構築する。

・地域内で共助の仕組みづくりを進めるため，地元の女性と共に 復興公営住宅や高台移転後の住宅など買い物が不便な住民向けのイベントや
多世代で参加できるイベントを開催する。
南三陸町
・地域コミュニティの再生のため，震災後新たに始める地域行事のサポートを行う。
・子育てを多世代で見守るため，ママサークルと共催でイベントを開催する。

・災害公営住宅等に入居する高齢者の孤立化・孤独化を防ぐため，地域交流会（お茶会・軽スポーツなど）を開催する。
歌津地区における均衡ある復興と高齢者の
・地域の一体的復興を図るため，ネットワーク会議を開催する。
孤立、孤独を防止するために支え合って暮
・復興状況などを活字で伝えるため「復興広報紙一燈」を発行する他，ホームページも活用した広報を行う。
らす地域コミュニティ構築事業
・震災の風化を防ぐため，町外からの来訪者と地域住民との交流や，小中高生を対象とした学校と連携しての学習活動を行う。

南三陸町

・災害公営住宅内での交流の機会の創出や，自治活動への関わりの意識付け，若い世代へのアプローチを図るため，各住宅でイベントを開催
する。
特定非営利活動法人おおさき地域 「手仕事」で緩やかにつながる災害公営住
41
・災害公営住宅間の交流を深め，閉塞感をなくすため，住宅合同での交流会を開催する。
大崎市
創造研究会
宅コミュニティ形成支援事業
・住民同士が話し合い，持続可能な自治活動への移行を図るため，役員等による意見交換会等を実施する。
・市関係部署や他団体と連携し，今後の支援のあり方や孤独死を防ぐため，ステークホルダー会議を開催する。

42 大沢まちづくり協議会

43

地域活性化事業

特定非営利活動法人おもいでかえ
思い出の品の洗浄及び修復、返却事業
る

・大沢地区内の住民が地域課題を共有し解決を図るため，住民集会の実施や広報誌の発行の他，世代に応じた事業の実施等を行う。
・小原木地区での広域的なコミュニティを形成するため，公民館と連携したイベント等を行う。

気仙沼市

・被災した思い出の品の洗浄及び修復作業を行い返却することにより，被災者の心の復興を支援する。
・返却会に来場した方々のコミュニティづくりを支援する。
・来仙したボランティアに被災状況を伝えながら震災の風化を防止する。

仙台市

5/7

番
号

事業者名

事業名

主な事業内容

主たる活動地域
（市町村名）

44 おらほの家プロジェクト

牡鹿半島地区の心と身体の支援事業

・高齢化・過疎化により交流や買い物，孤立化等の課題を抱える高齢者に対応するため，送迎サービス付きのサロン活動を実施する他，他団
体や公的機関等が行うサロン活動を支援する。
石巻市
・買い物支援や送迎支援等を実施する。
・地域包括センターや社会福祉協議会，市の保健師と情報交換や連携する。

45 唐桑町まちづくり協議会

主体的なまちづくり応援プロジェクト

・交通弱者対策などの地域の課題を解決し，復興支援からの自立を図るため，住民主体のプロジェクトのサポートを行う。
・地域住民のまちづくりへの主体性を高めるため，住民向け発表会や今後のまちづくりを考えるワークショップ，自治会サポートを行う。

46 カリタス南三陸

福祉と第一次産業の連携を推進したコミュ ・住民のコミュニティ形成を図るため，お茶っこサロンや子どもの見守り，個別訪問等を行う。
ニティ支援事業
・被災した第一次産業（漁業，農業）を支援するため，ボランティアのコーディネートや宿泊所の運営を行う。

47 公益財団法人共生地域創造財団

被災者に対する伴走型就労支援事業

就労に課題を抱える被災者に対応するため，下記2つの就労支援プログラムを実施する。
・就職を目標にした短期集中型の支援（職場見学の実施，面接対策等の支援，就職後のアフターフォロー）
石巻市
・自立生活を目標にした中長期定着型の支援（生活習慣改善やコミュニケーションスキル向上の支援，軽作業の体験，福祉専門機関へのつな
ぎ）

48 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」

・被災者それぞれの課題に対応するため下記の活動を行う。
・常設の遊び場「気仙沼あそびーばー」の運営。
・子ども主体のイベントの開催
・住民主体による新たな遊び場づくり事業のサポート。

49 気仙沼防災教育推進委員会

・地域住民がまちづくりに取り組む機会提供と，地域の防災力を高めるため，自治会長連絡協議会でのワークショップ支援と自主防災組織設
地域と学校の連携した防災教育による地域 立の啓発活動を行う。●生涯学習としての防災教育の実施
気仙沼市
活性化事業
・地域人材を活用し，学校での防災教育や災害公営住宅交流会を実施する
・気仙沼で得た防災の知見を他の被災地域と共有する。

気仙沼市

南三陸町

気仙沼市

特定非営利活動法人高齢者サポー
50
災害公営住宅入居者支援事業
トチームしおたが

・災害公営住宅で孤立化・孤独化する住民に対応するため，各種「サロン活動」を実施する（認知症の集い・お茶会・浦戸地区と交流懇談サ
ロン等）。
・支援者同士の情報交換，共有を通じてイベントの共催実施，協働・協力体制の構築を図るため，「被災者を支えるネットワーク会議」を開 塩竃市
催する。
・被災者高齢者の福祉活動や災害公営住宅の状況等を住民に周知し地域の活性化を図るため，広報誌「復興ニュース」を発行する。

51 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

・孤立している乳幼児親子に対応するため，居場所の提供やリフレッシュ事業，他団体・多世代等の交流イベント事業，助産師による育児相
気仙沼市
談事業等を行う。

・災害公営住宅等の地域コミュニティの再生を図るため，自治会等が行う事業の運営サポートや相談を行う。

52

一般社団法人 コミュニティス
ペースうみねこ

地域コミュニティ再生の伴走

53

特定非営利活動法人
ファーム

集団高台移転した世帯や自立再建世帯，近隣世帯間のコミュニティの再生を図るため，下記の事業を実施する。
地域コミュニティーの再生と子どもの心の ・羊毛を使った高齢者・子ども向けのワークショップの開催
ケア
・地域住民のコミュニティ促進と地域外の住民との交流人口の拡大を図るためイベント「ひつじ祭り」の開催
・子どものこころのケア事業や海の体験教室「子どもカヤッククラブ」，保育園・幼稚園・小学校向けのふれあい体験ワークショップの開催

さとうみ

女川町

南三陸町
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番
号

事業者名

54 鹿折まちづくり協議会

事業名

主な事業内容

鹿折における住民主体のまちづくり体制強 ・鹿折地区住民自らの手による地域振興・地域運営と鹿折地区のコミュニティ形成支援ならびに課題解決を図るため，鹿折復興盆踊り大会の
気仙沼市
化プロジェクト
企画運営や地区内小・中学校と連携した活動，行政との連携した活動，まちづくりに関する事業の実施や他団体への協力等を実施する。

55

特定非営利活動法人 つながりデ 被災地の新たな地域運営にむけたコミュニ ・持続可能なコミュニティを形成するため，玉浦西地区において多世代が交流できる居場所づくりの運営力向上を図る。
ザインセンター・あすと長町
ティ再生支援
・新たな地域運営のための多様な情報発信を行う（ブックレット発行，公開シンポジウム，研修等）

56

特定非営利活動法人20世紀アーカ 震災で被災された高齢者の為のコミュニ
イブ仙台
ティづくり事業

57 野蒜まちづくり協議会

58

主たる活動地域
（市町村名）

心の復興 （人づくり・街づくり）事業

岩沼市

・災害公営住宅の特に高齢者の孤立化・孤独化を解消し，コミュニティづくりや心の復興を図るため，支援団体や町内会と連携したイベント
気仙沼市
を開催する。

地域住民によるまちづくりを行うため，下記の事業を行う。
・まちづくりの担い手育成事業
・街づくり啓発解決フォーラムの開催
・子育てママの集う「ほっとすぺーす」の開催による母子密着期の母親支援の場の提供

東松島市

特定非営利活動法人東日本ネット (コミュニティ再生支援活動）孤立化を防 ・災害公営住宅の住民の孤立化を防ぎ，コミュニティ形成を強化するため，自治会運営や運営において発生する課題について，地域住民を対
多賀城市
ワーク手にぎり隊
ぐための勉強会開催
象とした専門家によるサロン形式での勉強会を開催する。

59 フードバンクいしのまき

被災者の自立生活へ向けたフードバンクに ・被災者の欠食状況からの打破や家計の立て直しを図るため，他団体等と連携し，経済的な生活課題を抱える被災者と食料品寄贈の厚意があ
石巻市
よる包摂的なセーフティネット事業
る地元企業や個人との橋渡し役を行う。

60 一般社団法人

復興公営住宅入居者の引きこもりを防ぐ、 南三陸町の２つの復興公営住宅（戸倉，志津川西）を主な対象として，孤立化や移動に関する課題を解決するため，サロン活動や無償貸切バ
外出・交流支援事業（南三陸町戸倉・志津 ス「モアイバス」を活用した移動交流・外出支援活動を実施する。
南三陸町
川西）
・参加者の増加や他団地への波及を目指し，上記の活動の様子をまとめた「通信」を発行し復興公営住宅内外に配布する。

復興みなさん会

61

特定非営利活動法人ベビースマイ 赤ちゃんを中心とした多世代コミュニティ ・乳幼児親子を中心に，地域住民との多世代交流による住民同士の支え合い，支援者と関係作りを図るため，新蛇田，沼田，あゆみ野地区に
石巻市
ル石巻
カフェ事業
おいて多世代コミュニティカフェの開催や多世代交流の促進イベント立ち上げ，子育てニーズの収集・情報提供を行う。

62

防災教育の市民団体「ゆりあげか
市民のための防災・減災教育
もめ」

63

一般社団法人 ボランティアス
テーションin気仙沼

64 南気仙沼復興の会

・防災・減災に関して，各地区・団体の抱える課題を解決するため，対象者に合わせた，防災・減災のあり方を考える活動（講話と実技）を
名取市
実施する（一般市民，各公民館，各町内会，婦人防火クラブ，中学校，児童センター，保育所など。）。

災害公営住宅・防災集団移転地における，特に男性の孤立化・孤独化によるコミュニティ不足に対応するため，下記の事業を実施する。
・見守りサロン活動の実施
孤立・孤独を防ぐ自治会運営支援及び地域 ・災害公営住宅におけるてミニコミ誌「ペンのとびら」の発行
の防災力活性化事業
・条南・南気仙沼・鹿折のまちづくり協議会運営支援及び災害公営住宅との交流促進活動
・内外に対しての防災教育及び防災語り部の実施
・地元団体と連携した新たな住宅ネットワーク構築の検討

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，下記の事業を実施する。
・「理事会」の開催による課題共有や解決に向けた事業の計画立案・実施
・地域住民及び地域関係者が参加する「まちづくり部会」の開催と賑わいイベント，交流イベント等の実施
・住民への情報共有・発信を目的にした広報誌「まちづくり通信」の作成と全戸配布
・ワークショップの開催による地域の課題，問題点等の収集
・まちづくり部会及び地域活動の参加者を増やすための地域人材の発掘

気仙沼市

気仙沼市
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