
タイプ１

番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

1 石巻ニホンミツバチの会
石巻圏および近隣地域における，ニホンミツバチ

の養蜂を通じた地域の復興/活性化事業

地域の復興・活性化を推進するため下記の事業を実施する。

・養蜂による交流：楽しく学び交流する場と生きがい作り

・蜜源植物の栽培：各地域で蜜源植物を増やし，自然豊かな土地景観の復活

・蜂蜜/蜜蝋の活用による交流：採蜜や蜜蝋を活用した体験参加型の交流

・被災地活用：未利用地，跡地等を活用し交流する場（コミュニティー）創り

石巻市

2
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，震災の記憶の風化防止，コミュニティ再構築を図るため下記の事業を実施する。

・「千年希望の丘」岩沼復興アグリツーリズムの開催

　　企業のCSR活動・研修ツアー，学校の修学研修・体験学習ツアー，岩沼震災の語り部の開催

・岩沼農業の6次産業化

・地域交流イベント，ものづくり等ワークショップ・教室の開催

・PRイベント出店と販促物制作，広告宣伝・情報発信

岩沼市

3 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

地域住民により再開に至った白浜海水浴場の運営をサポートし，交流人口拡大を図るため下記の事業を実施する。

・パーク内での飲食及び物産イベントの定着化

・ビール神社再建，ＰＲ・活用事業の計画とイベント開催

石巻市

4 特定非営利活動法人海の自然史研究所 南三陸町戸倉地域ネイチャーパーク構想の具現化

戸倉地域を「住んでよし，訪れてよし」のエリアとするため，その豊かな自然資源を活かした「戸倉ネイチャーパーク」構想を具現化す

る。地域の魅力を発信して戸倉を訪れる関係人口を拡大するため下記の事業を実施する。

・WEB新聞「TOGURA Naturepark Times」による地域情報の発信

・地域住民が先生になって地域のことを学ぶ「戸倉の学び舎」の開講

・神割崎キャンプ場を活用した「アウトドアイベント」の実施

南三陸町

5 一般社団法人雄勝花物語
雄勝ローズガーデンを拠点とした交流人口拡大事

業

雄勝町の交流人口拡大を図るため下記の事業を実施する。

・雄勝ローズガーデンを拠点としたボランティア及び来訪者受け入れ活動

・住民語り部参加によるボランティアとの交流活動

・「雄勝ローズガーデン」で栽培した植物を使ったワークショップの開催

・情報発信の強化と震災伝承資料展示の拡充

石巻市

6 一般社団法人Omusubi 「子育てシェア」でつくる未来の気仙沼事業

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。

・多世代シェア：シェアハウスを基盤として，子育てしていない世代が子どもに関わる機会をつくる。

・ママシェア：子育てシェアスペースOmusubiでの預かり合いシステム。

・行政・企業シェア：子育て応援シェアチケットの発行により，子育て世帯への金銭的サポートを生み出す。

気仙沼市

7 特定非営利活動法人 海族DMC

2,529名以上の行方不明者と遺品の海底捜索。行

方不明者の家族に寄り添い，震災風化を止める活

動

震災による行方不明者の帰りを待つ被災家族の想いを元に，水中ドローンによる海底捜索を実施する。

月命日の前後に水深100mの範囲で遺品や遺骨の捜索作活動を行う。
亘理町

8 一般社団法人カリタス南三陸 コミュニティ支援と第一次産業支援事業

住民のコミュニティ形成及び被災した第一次産業等を支援するため下記の事業を実施する。

・コミュニティ支援事業

　お茶っこサロン，個別訪問，地域コミュニティ再生イベント，保養行楽，モアイづくり

・ボランティアコーディネート事業

　第一次産業支援，障がい児見守り施設，潮風トレイル，ボランティア宿泊所運営

南三陸町

令和２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）



番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

9 特定非営利活動法人Cloud JAPAN
天下分け目の架け橋の戦

-被災者にあらずんば企業家にあらず-

被災者の活躍を支援するため下記の事業を実施する。

・絵本カフェ事業

・出張託児事業

・交通弱者用便利マップ・出張販売事業

・企業家精神育成事業

気仙沼市

10 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所 山元町被災地コミュニティ再生支援

住民の地域コミュニティ形成を図るため下記の事業を実施する。

・６行政自治会組織の運営支援：持続可能な自治会運営に向けた活動の支援・コミュニティ形成支援を行う。

　　　　　　　　　　　　情報交換を目的とした連絡会の運営を支援する。

・コミュニティ再生支援：新市街地の公園の運営管理を行う団体への運営支援を通じて地域内コミュニティ形成支援を行う。

山元町

11 特定非営利活動法人こころの森 笑顔咲く「復興の森づくり」交流事業

交流人口拡大と地域の活性化を図るため下記の事業を実施する。

・植樹事業（地域住民とボランティアと植樹）

・花畑事業（交流の花畑づくり）

・交流事業（交流ハウスでの炊き出しランチ会、お茶会、花祭り）

・復興祈念公園事業（地元住民、NPO等、スポーツ団体、文化団体等と利用促進のための意見交換交流会）

・体験事業（体験学習会）

石巻市

12 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

石巻市東部地区の地域コミュニティ再構築を図るために下記の事業を実施する。

・プレーパーク開催（２カ所）（地域住民と協働で子どもの遊び場を開催）

・プレイワーカー育成

・子育て世代の市民活動サポート

・新規プレーパーク開設サポート（２カ所）

石巻市

13 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移動支援・地域

活性化が自律して地域で継続するための支援事業

石巻市内10カ所のカーシェアリング・サークルの運営自律化に向けたサポート及び持続可能な地域の足の確保と交流促進の仕組み作りを目

的として下記の事業を実施する。

・広報の自律化（チラシの作成と配布，入会希望者への説明の補助）

・担い手の発掘と育成（運営の中核を担う人材を「地域サポーター」として任命し研修を実施，アンケート実施）

・おでかけの自律化（ツアーに伴走し運営ノウハウを提供）

・サロンの自律化（サロンに参加し運営ノウハウの提供）

石巻市

14 特定非営利活動法人浜わらす あつまれ，浜わらす！

地元の子どもたちが海のリスクと恵みを知る取り組み，震災から10年ぶりの復活となる大谷海水浴場の復興にむけた取り組みとして，下記

の事業を実施する。

・中学生対象プログラム自然体験事業の実施

・地域資源を活用した商品開発

・ジュニアライフセーバー育成及び安全管理体制の構築

・情報発信

気仙沼市

15 特定非営利活動法人びば南三陸 シルバー人材センター再建を目指す人材育成事業
震災によるシルバー人材センター解体により失った高齢者の人材育成や地域活動の場づくりを行う。多数の講座開催により高齢者の地域活

動への貢献や生きがいづくりを行い，シルバー人材センター再建に繋げる。
南三陸町



番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

16 一般社団法人フードバンクいしのまき
生活課題を抱えた世帯の掘り起しと課題解決へ向

けたフードセーフティーネットの構築

震災の影響などにより経済的課題を抱えた世帯を支援するため下記の事業を実施する。

・被災者に対し，生活相談機関や地域交流活動団体からの食糧支援を行う。

・災害復興公営住宅全世帯へのアウトリーチを行い，食糧支援と生活相談機関への繋ぎを行う。

・宮城県内のフードバンク団体との被災者支援情報交換会やフードバンクを活用したい機関への活用説明会を行う。

石巻市

17 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

震災の影響などにより不登校の子どもの数が増え続けている現状があることから安心できる居場所を目指し下記の事業を実施する。

・不登校・ひきこもりの子ども・若者の居場所事業・若者の就労体験事業

・家庭への支援事業

・地域の人を対象とする懇談会・相談会

・講演会・シンポジウムなど

・会報・機関紙の発行

気仙沼市

18
特定非営利活動法人 冒険あそび場-せんだ

い･みやぎネットワーク

地域資源を活用して交流の場を創出し，ふるさと

の魅力を再発見する遊び場づくり事業

コミュニティ活性化と地域の魅力を住民が主体的になって再確認する機会を創出するため下記の事業を実施する。

・沿岸地域・周辺地域における巡回型遊び場活動

・沿岸地域住民からの子ども時代に地域で遊んだ記憶の掘り起こし活動

・沿岸地域におけるみどり再生活動・生き物再生状況調査と発信

・現地再建地域における，地域住民によるコミュニティ再生行事への協力

仙台市

19 一般社団法人ボランティア東北ファミリア 被災地を元気に！笑顔に！

心の復興やコミュニティ再生を図るため下記の事業を実施する。

・関東演劇集団ボランティアによる地域民話掘起こしと心の復興支援（東京公演と同時開催で高校生語り部･地域物産食品販売及び南三陸

の紹介）

・復興公営住宅などでの高齢者支援（お茶会傾聴，健康体操，グランドゴルフ交流）

・子供達のスポーツ･音楽交流支援（関東圏の大学，他県高校との交流イベント）

・企業，団体の被災地研修（担い手不足の漁業などの作業支援）

南三陸町

20
特定非営利活動法人 まちの寄り合い所・う

めばたけ
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下記の事業を実施する。

・ コミュニティカフェ・うめばたけ（手芸や体操，落語など様々な講師を招き，新しい趣味や会話を楽しむ）

・ 男性のためのおにぎり・シアター（自分たちで作った軽食を食べ，その後映画鑑賞を楽しむ）

・うたっこライブ（懐かしの歌謡曲をギターの演奏に合わせてみんなで歌う）

・各種教室，こども図書館

・世代間交流（交流会・秋祭り・クリスマスパーティーなど）

・他団体との協働及び研修

石巻市

21 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 持続可能な地域づくり推進プラットフォーム事業

小野地域ふれあい交流館の持続性のある施設運営や地域課題の解決に向けたサポートを行うため下記の事業をおこなう。

・小野地域ふれあい交流館の自立運営を担う地域組織を立ち上げるための地域協議会の設立。

・ふれあい交流館活用団体（生産者会）の役割の整備

・生産者会の法人化を目指す。

東松島市

22
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

森づくり事業（森づくり・普及啓発・担い手育

成），遊休農地活用事業

津波により流失した海岸防災林の再生，維持管理及び担い手育成等を図るため下記の事業を実施する。

・森づくり　：東日本大震災で流失した海岸防災林の再生と維持管理，近隣のイグネ再生

・普及啓発　：ボランティアツーリズムの受け入れによる地域間・世代間交流

・担い手育成：近隣の小学校と連携した総合学習の実施

・遊休地活用：落花生等農作物の栽培におる地域雇用の推進と交流

亘理町



番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

23 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台
災害援護資金の償還が難しい被災者等のための伴

走型生活再建支援事業

生活再建に向けた総合的な支援を行うため下記の事業を実施する。

・仙台市内に相談センターを設置し，予約相談（電話・対面）に対応する。

・県内自治体の災害援護資金担当課と連携し，連携先に出向いての出張相談会を行う。

・相談では，被災者個々の課題を整理し，家計改善支援等の生活再建支援や，他の支援機関（生活困窮者自立支援相談窓口等）や自治体の

災害援護資金担当課へのつなぎ等を行う。

・県内の生活困窮者自立支援相談窓口へ支援ノウハウを伝達する研修会を行う。

仙台市



タイプ２

番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

24 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下記の事業を実施する。

・高齢者，独居世帯中心の見守り活動

・ペット飼育マナー向上に関する活動

・あおい農園の運営

・定例理事会

東松島市

25 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

震災後に増加した不登校の子供たちが安心していられる居場所づくりを目指し下記の事業を実施する。

・ふれあい広場サテライトの運営

・中退・引きこもりリスクの高い子どもの支援の仕組みづくり

仙台市

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

事業２

多世代の人々をつなぎ，それぞれが活躍できる仕組みをつくり，震災後の新しい地域コミュニティの活性化を図るために下記の事業を実施

する。

・ 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に「小さなたがい市」を開催する

・子育て中のママたちと，子育てを地域の多世代で見守るイベントを開催する

南三陸町

27 歌津地区復興支援の会一燈
歌津地区における新しい地域コミュニティ再生支

援事業

地域コミュニティの再生及び震災の記憶の風化防止を図るため下記の事業を実施する。

・災害公営住宅等における地域交流会及び町内めぐりの開催

・地域が連携し情報共有を図るため，ネットワーク会議を開催

・復興事業の進捗情報を発信する復興支援広報紙一燈を発行

・スタディツアーの方々に被災地の状況や復興の様子，防災について伝える震災の風化防止活動

・小中高生を対象に学校と連携し郷土学習・防災学習を行う

・高齢者のものづくりと健康増進を図る

・震災直後の一次避難，二次避難の実態を聞取り調査し冊子にまとめる

南三陸町

28
特定非営利活動法人おおさき地域創造研究

会
「ここが私のふるさと」プロジェクト

大崎市内の災害公営住宅単体での持続可能な自治活動は難しいことから，住宅間，周辺自治組織（町内会）との繋がりが図られるよう下記

の事業を実施する。

・住宅合同での交流会の開催

（古川まつり開催・七夕飾り作りＷＳ，クリスマス市開催・クリスマスグッズＷＳ，サロン活動，クラブ活動の支援）

・話し合う場づくり

（班長・役員による情報交換会，ステークホルダー会議の開催，勉強会の開催（見守り，防災）住民へ対するヒアリング）

・住民向け見守り・防災教育資料の作成

大崎市

29 大沢まちづくり協議会 地域活性化事業

震災後，居住エリアが分かれたことに伴うコミュニティの弱体化や買い物問題等の解決を図るため下記の事業を実施する。

・地域市（大沢メルカート）の開催

・模型展示・ワークショップイベント

・記念誌「大沢読本」の発行

・大沢ファーム管理（地域市用作物栽培）

気仙沼市

30 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

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で被災者の心の復興を支援するほか，震災の記憶の風化防止を図るため下記の

事業を実施する。

・思い出の品の返却会の実施

・ミニ返却会の実施

・思い出の品の洗浄及び修復作業を実施

・洗浄ボランティアの受入れ

仙台市



番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

31 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

震災により過疎高齢化が進み交通弱者が増えたことから，高齢者が慣れ親しんだ地元で安心安全に暮らすことができるように下記の事業を

実施する。

・送迎サービス付きサロン活動の実施（買い物支援や移動支援含む）

・個別訪問や見守りパトロールの実施

・地域作りとして地域住民主体の団体や個人，又は公的機関が行うサロン活動をサポート

・関係機関との情報交換・連携

・勉強会，交流会などへの参加

石巻市

32 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，下記の事業を実施する。

・住民主体のプロジェクトのサポート・参画

・まちづくりの機運醸成

気仙沼市

33 一般社団法人気仙沼あそびーばーの会
常設の冒険遊び場運営における子どもの心身の回

復と成長支援事業

震災をきっかけとして，生きづらさ悩みを抱える子どもが増えたことから，子どもの心のケアや心身の回復・健全な成長を図るため下記の

事業を実施する。

・常設の遊び場の通年運営

・子ども主体イベントの開催

・広報誌，事業報告書の発行

気仙沼市

34 気仙沼防災教育推進委員会
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

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下記の事業を実施する。

・地域社会での防災教育を実施する

　（ワークショップ支援と自主防災組織設立の啓発活動，生涯学習としての防災教育の実施）

・子供達への防災教育を実施する

　（学校での防災教育，災害公営住宅交流会の拡大）

・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

35
特定非営利活動法人高齢者サポートチーム

しおたが
災害公営住宅入居者支援事業

災害公営住宅の住民と近隣住民との交流を図るなど，豊かな地域社会を目指し下記の事業を実施する。

・サロン活動の実施（認知症の集い，健康づくり，脳トレ，お茶会・手芸袋物，洋裁教室）

・被災者を支えるネットワーク会議（浦戸地区と交流懇談会，情報交換，共有，活動者のスキルアップ，イベント実施，共催協働協力の推

進）

・「復興ニュース」の発行

塩竈市

36 心と体のケアサポート Ｋコラボ
アロマタッチケア活動を通しゲートキーパー (自

死防止) の傾聴活動に取り組む。

自死防止を図るため下記の事業を実施する。

・アロマタッチケアを通した傾聴活動

・個別の訪問活動・電話相談

・自死防止セミナー開催

石巻市

37 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

乳幼児親子が地域や社会と繋がれる居場所を提供することにより孤立を防ぐため下記の事業を実施する。

・居場所の提供

・リフレッシュ事業（ワークショップ等）

・他団体，多世代などの交流イベント事業

・助産師による育児相談事業

・LINEでの相談事業

気仙沼市



番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

38
一般社団法人コミュニティスペースうみね

こ
地域コミュニティ支援の伴走

女川町の復興住宅における地域コミュニティの再生支援のほか，住民の自立を後押しをするため下記の事業を実施する。

・コミュニティ再生の運営サポートや地域のイベント支援

・食事会集会所での地域食堂やお茶会の交流支援

・住民活動のワークショップ支援

女川町

39 条南地区振興協議会 人とまちが輝く賑わいづくり事業

条南地区において，地域福祉に対する住民の意識を高め，地域を支える人材の育成・確保を行うため下記の事業を実施する。

・地域リーダー，人材確保のための研修や育成事業

・地域間交流と連携，視察及び人材交流

・地域活性化のためのイベント等の開催

・自治会や団体による相互の情報交換と連携

・住民に対する情報提供や学習機会の提供

・地域の将来ビジョン，グラウンドデザイン作成のための活動

気仙沼市

40
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

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

持続可能なコミュニティに向けた多世代交流・地域を超えた交流を推し進めるため下記の事業を実施する。

・復興コミュニティ再生

・新たな地域運営のための多様な情報提供（シンポジウム，Webコラム，少人数制研修等）

岩沼市

41 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

災害公営住宅の孤立化・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，下記の事業を実施する。

・古い映像や古民具を使った「昔を語る会」の開催

・「思い出ブック」の作成

気仙沼市

42 野蒜まちづくり協議会 心の復興（人づくり・街づくり）事業

幅広い世代の住民が参加した街づくりを推し進めるため，以下の事業を実施する。

・まちづくり啓発・解決事業（フォーラムやワークショップ等の開催）

・地域の子育て世代のコミュニティの場の提供

東松島市

43 特定非営利活動法人ぱんぷきんふれあい会
被災住民に対する交流支援及び地域に即した多世

代共生社会の促進に向けた活動

地域の課題に必要な支援の担い手の確保や多世代の交流を促すため下記の事業を実施する。

・復興公営住宅入居者を中心に被災した高齢者や子育て世帯等を対象とした交流支援活動の実施

・交流会参加者等の地域住民を対象にしたボランティア人材養成講座の開催

・既存ボランティア人材との交流，地域活動の実践機会の提供・フォローアップ

石巻市

44
特定非営利活動法人東日本ネットワーク手

にぎり隊

(コミュニティ再生支援活動）地域交流につなが

る自治会活動支援
多賀城市の災害公営住宅の自治会運営をサポートし，住民を対象とした専門家による勉強会や相談会を行う。 多賀城市

45 一般社団法人復興みなさん会
復興公営住宅コミュニティを地域に開き，支え手

を増やしていくための交流促進支援事業

南三陸町の復興公営住宅において，地域の交流機能を持続可能な形で維持していくため，下記の事業を実施する。

・復興公営住宅単独でなく，周辺の防災集団移転団地や既存住宅地と連携した交流の場づくりを行う。

・震災復興祈念公園の運営に復興公営住宅入居者が関わる機会を作り，活動を地域に開いていくきっかけを創出する。

・活動の様子をまとめた「通信」を発行し，配布する。

南三陸町

46 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

防災教育への市民の意識が高まっているため，下記の事業を実施する。

・対象者に合わせた防災・減災教育の実施。

（一般市民，地域の公民館，婦人防火クラブ，中学校，地域の親子等）

名取市



番号 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域

（市町村名）

47
一般社団法人 ボランティアステーションin

気仙沼

孤立・孤独を防ぐ交流の「場」づくりと地域の防

災力活性化事業

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ケーション不足に対応するため，下記の事業を実施す

る。

・被災地域での「見守りサロンコミュニケーション麻雀」の実施

・災害公営住宅にてミニコミ誌「ペンのとびら」の発行

・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

・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（まちづくり支援センター・気仙沼防災教育推進委員会・各まち協・各自治連）と連携した新たな住宅ネットワーク構築の検討

気仙沼市

48 南気仙沼復興の会 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，住民及び地域関係者が参加する「語り場」の開催

・賑わい，交流，情報共有イベントの地域活動の実施

・「まちづくり通信」を発行し，全戸に配布・郵送

・ワークショップを開催し，地域の課題，問題点等，情報を収集，共有

・他地区のまち協が行う「ソフト事業等の先進事例」の視察

・「地域人材の発掘」により，語り場及び地域活動の参加者を増やす

気仙沼市

49 一般社団法人南三陸ＹＥＳ工房
被災住民を対象とした「出前モノづくりカフェ」

開設事業

家に引きこもりがちな高齢者や障害者を対象とした出前モノづくり教室を実施する。

モノづくりを通して，生きがいづくりや住民交流の場を提供し持続的なコミュニティ構築を実現する。
南三陸町

50 一般社団法人南三陸研修センター 語り継ぐ演劇プロジェクト
震災を経験した地域住民の被災体験をヒアリングし体験を活字にした朗読劇を行いアーカイブとして残すとともに，子供たちの防災意識を

養う。
南三陸町


