
総合タイプ１

番号 事業者名 事業名 事業の主な内容
関連市町

村

1
一般社団法人
ISHINOMAKI2.0

つながるまち

・地域課題の解決や共同プロジェクトを創出する場を提供するため，地域住民や新規移住者等
など様々な人や団体を対象にしたセミナー・ワークショップ等を開催する。

・7月22日から9月10日まで開催される「Reborn-Art Festival」と連携し，人材育成の拠点と
なる事業の実施と，7月22日から7月29日まで開催するSTAND UP WEEKを通じて，地域の賑わい
を創出する。

石巻市

2
特定非営利活動法人
石巻復興支援ネット

ワーク

互いに応援し合えるコ
ミュニティの形成を通じ
た住民主体の復興まちづ

くり

・地域や人の魅力の再発見し，地域愛を育むと同時に，交流人口の増加と移住・定住の促進を
図るため，イベント「石巻に恋しちゃった」「石恋まつり」「いつでも石恋」を開催する。

石巻市

3

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，アグリツーリズム（千年希望の丘での育樹と周辺ファームでの農業
体験，語り部や住民との交流会）を実施する。
・地域交流のためのイベント開催や，6次産業化の支援のための農産物の加工・販売，農業の
IT活用のためファームに通信環境と各種センサーを設置し，データの蓄積と活用，画像のリア
ルタイム配信などを行う。

岩沼市

4
特定非営利活動法人
ウィメンズアイ

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（第二期）

・南三陸町の女性を対象に，里海，里山の資源を使った技術継承のスキルアップ講座とマル
シェ開催により，持続可能ななりわいの創出を図る。
・地元食の調査や冊子化により，地域の生活文化・技術の継承を図る。 南三陸町

5
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

・コミュニティづくりのため，子どもを対象とした自然体験学習や観察会，地元の生活に密着
した交流会や生きがい作りサロンを実施する。
・観光地としての価値を将来に引き継ぐため，海辺の植樹・緑化を行う。 気仙沼市

6
一般社団法人
雄勝花物語

被災者主体のコミュニ
ティーガーデン造りを通
しての交流人口拡大事業

・コミュニティガーデン（新雄勝ガーデン）造りを通じて地元住民とボランティアとの交流を
図る。
・県内外の学生生徒や企業研修を受け入れ，防災教育と語り部活動の実施を通じて，震災伝承
と地元住民との交流を図る。
・他団体と連携し，雄勝地域全体の観光商品の開発を図る。

石巻市

7
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

・昨年度改修した空き家を活用し，交流人口の拡大を図るため創造型ツーリズムコンテンツ事
業を実施する。
・組織同士の連携と地域資源の活用を図るため，ウェブサイトを通じて地域情報を発信する。
・地域の協働体制の構築を図るため，地域住民の交流会の実施や情報誌の発行を行う。

石巻市

8
特定非営利活動法人
オン・ザ・ロード

復興複合型施設で行うコ
ミュニティ形成と地域活

性化事業

・地域の魅力を発信し，県外ボランティアや地域住民の拠点を提供するため，飲食・宿泊・地
域交流ができる施設「ロングビーチハウス」を運営する。
・世代を超えたコミュニティ形成を支援するため，県内外の人々を対象とした漁業体験等を実
施する。 石巻市

9
一般社団法人
カイタク

販路開拓サポーター育成
事業～加工品販売を通し
た雇用創出と地域課題解

決～

・地元企業の人材育成や商品の売上増を図るため，石巻地域の商品PRイベントの企画・運営を
行う。 石巻市

10
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

・地元高校生が地元の魅力ある商品をセレクトした販売会を県内外で実施することで，地元の
魅力の再認識と地元愛を育む機会の創出を図るとともに，高校生と企業が協力して商品開発を
行う。

石巻市

11
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

・石巻日日こども新聞の発行（取材活動，ワークショップ開催，プロジェクトの企画運営等）
を通じて子供達の地域に参加する機会の創出と人材育成を図り，同プロジェクトを県内外の小
学校に展開していく。 石巻市

12
特定非営利活動法人

Cloud JAPAN

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

・交流人口の拡大を促進するため，気仙沼の魅力を知るプログラムを企画し，全国から参加者
を受け入れる。
・雇用の拡大を図るため，母子が安心して集える絵本カフェを運営する。
・まちづくりに母親が参画しやすい環境を作るため，地域の母親の声をまちづくり協議会に届
ける。

気仙沼市

13
一般社団法人

コミュニティスペース
うみねこ

女川からの発信

・被災者の生きがいづくりや就労の場を提供するため，仕事をなくした高齢者を雇用し，農作
物の栽培・加工・販売を行う。
・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
・交流の促進を図るため，ワークショップやイベントを開催する。 女川町

14
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た観光羊牧場の運営，特産のわかめの残渣を活用
した羊の飼育・ブランド化及びわかめ発酵飼料の商品化を行うとともに，羊毛を使ったワーク
ショップ等の開催，羊との触れ合いを通じて地域に根ざした支援活動を実施する。 南三陸町

15
認定特定非営利活動法

人
Switch

みやぎ「はたらく」応援
プロジェクト

・石巻市を拠点に被災者就労準備支援事業及び中間的就労創出事業を実施するとともに，石巻
圏域を中心に気仙沼市等の沿岸市の災害公営住宅の住民を対象としたパソコン講座の開催や相
談業務を通じた就労支援を実施する。

石巻市

16
特定非営利活動法人
スマイルシード

地域活性化のための「野
外環境コミュニティ多世
代交流ワークショップ」

自立支援事業

・災害公営住宅集会所での交流会やワークショップの開催と広報誌の発行を通じて円滑に自治
会が運営されるようサポートを行う。
・渡波地区内で美化清掃や植樹会の実施を通じて，地域活性化の促進を図る。

石巻市

17 波板地区会
限界集落の未来をつくる
「ナミイタ・ラボ」

・環境資源の掘り起こしを行い，年間のマネージメント計画を作成する。
・玄昌石（雄勝石）等の地域資源を素材とした商品開発を通じ，持続的な集落運営を目指すと
ともに地区住民と外部支援者が協働する機会を創出する。 石巻市

18
特定非営利活動法人
にじいろクレヨン

子どもが笑顔ですごすま
ちづくり事業

・地域の多世代交流の促進を図るため，石巻市内において子どもを中心とした地域交流拠点
「のくのくハウス」を開設するとともに，地域の多世代交流の促進を図るため，東松島市及び
仙台市において子どもを中心とした移動型の地域交流拠点「のくのくハウス」を開設する。 石巻市

19
特定非営利活動法人
日本国際ボランティア

センター

NPO法人の立ち上げおよ
び災害公営住宅の自治会

結成支援

・浦島地区におけるＮＰＯ法人の設立支援及び設立後のフォローアップを通じて円滑に活動を
実施するためのサポートを行う。
・行政及び地元支援団体と協力し，鹿折地区集合型災害公営住宅における自治会結成のサポー
トを行う。

気仙沼市

20
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〜

・震災により2世帯となった蛤浜集落の自治機能を補完することと，交流人口の拡大を図るた
め，三陸復興国立公園を活かした自然体験プログラムを，地元の大学，高校等と連携して実施
するとともに，農作物に甚大な被害を与えるニホンジカの利活用，山林の整備等の地域課題の
解決を図る。

石巻市
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21
特定非営利活動法人

浜わらす
「あつまれ、浜わら

す！」

・海のまちで暮らしていける次世代を育てるため，小中学生を対象に防災学習や体験学習，交
流プログラムを実施する。
・海のまちのコミュニティづくりを進めるため，小学校やまち協と協働したイベントや，大人
向けの水難防止訓練などを実施する。
・他地域・多世代の交流促進を図るため，他地域の大学生やボランティア向けのスタディツ

気仙沼市

22
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

・多世代の交流促進を図るため，活動拠点や自然環境を活用したイベントを開催する。
・育児コミュニティの構築を図るため，「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を実施する。
・住民同士の交流を促進するため，地域住民が日常的に訪れることができる場を提供する。

気仙沼市

23
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

・水産業の担い手を創出するため，漁業を経験したい「漁師候補生」の受け入れや養殖体験な
どを行う「イマココプロジェクト」事業を実施する。
・「カキのオーナー制度」（養殖や水揚げ体験等を含む）を軸とした６次産業化の推進を図
る。
・ホヤの消費量拡大と交流人口の拡大を図るため「ほやほや学会」として情報発信やイベン
ト，ツアー等を実施する。

石巻市

24
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

・地域に貢献する人材育成や生きがい・社会との接点の創出を図るため，地域の高齢者を対象
とした講座を実施する。

南三陸町

25
一般社団法人
ふらっとーほく

山元町の情報発信の受け
皿づくりおよび関係人口

の拡大事業

・地域住民が地域情報の発信方法や地域メディアづくりを学ぶ場（マチビトトーク）を提供
し，地域情報の発信を行う。
・山元町と町外の個人・団体とを繋げるための常設窓口（山元関係案内所）を設置する。 山元町

26
一般社団法人
ふらむ名取

名取前進応援事業

・「自分たちのまちは自分たちでつくる」という自助・共助の意識を醸成するため，閖上に
帰ってくる住民による新しい自治会の組織化・運営を支援する。
・地域住民の見守りをするため，住民交流イベントの開催や巡回・傾聴を行うと同時に，次世
代の人材育成を図る。
・離散した住民の心を繋いでいくため，閖上復興だよりの発行を継続するとともに，海外を含
む県内外の多くの支援者に情報を発信する。

名取市

27
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

・被災地の子どもを支援するため，気仙沼や石巻等で臨時の子ども遊び場を開設するととも
に，同様の活動を行う団体にプレーカーや講師派遣などの支援を行う。

県内全域

28

特定非営利活動法人
冒険あそび場ーせんだ
い・みやぎネットワー

ク

地域資源としての田園環
境を活用した，現地再建
地域に交流の場を創出す
る遊び場づくり事業

・被災沿岸部で現地再建した住民を対象に「こどもの遊び場」の実施や，地域の活性化・魅力
発見のため生き物調査を実施する
・住民が集う場を創出するため，高齢者に昔の様子や遊びを話してもらうイベントの開催と
「子どもの遊び場」への活用を図る。

仙台市

29
一般社団法人

ボランティアステー
ションin気仙沼

『安心安定環境と自治会
形成支援及び防災の推進
を目的とする地域活性化

事業』

・コミュニティづくりを推進するため，仮設住宅・災害公営住宅での見守りと交流会の実施，
住民の投稿によるミニコミ誌「ペンのとびら」の発行，復興ニュース「ボラステ通信」の発行
を行う。
・新たな公営住宅自治会の運営を支援するため，勉強会や防災訓練を実施する。
・公営住宅自治会役員によるネットワーク「災害公営住宅連絡会」の立ち上げ支援を行う。

気仙沼市

30
一般社団法人
まるオフィス

唐桑をつなぐ地域"協"育
プラットフォーム

・次世代の人材育成を行うとともに，地域の大人の「地域”協”育」意識を醸成するため，地
元の中高生が地元を知る体験プログラム「じもとまるまるゼミ」を実施する。
・地域住民の参画を促して地域"協"育を推進するため，唐桑中学校や唐桑まちづくり協議会と
連携し，中学校の総合学習へのアドバイス，まち協の地域教育分科会の運営サポートを行う。

気仙沼市

31
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

・南三陸町の小学生を対象とした，ふるさとの自然や産業，文化等をテーマとする体験学習会
「南三陸わらすこ探検隊」の実施
・町民による企画提案型講座，地域コミュニティや公的機関等と連携した講座を実施するとと
もに，町民先生及び保護者とのディスカッション機会を設定し，新たな担い手発掘を促進す
る。

南三陸町

32
株式会社

南三陸農工房
交流体験農園「恩送り

ファーム」事業

・震災復興ボランティアや教育旅行，企業研修の受け入れを通じて交流人口の拡大と多角的産
業振興の促進を図る
・「都市農村交流推進検討会」を開催し，観光協会や里山推進協議会と連携，交流拡大を促進
する。

南三陸町

33 南三陸復興ダコの会
ハンドメイドｄｅ副業プ

ロジェクト

・地域資源を活用したモノづくり実践塾（ハンドメイド塾）を企画･実施し，地元若者の新し
い働き方（副業又は起業）を支援し，地域の希望や活力を創生する

南三陸町

34
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，気仙沼地区でのシェアハウスを拠点に，お試し移住事業「東北あいターン」を企
画･運営し，移住定住の促進を図るとともに，お試し移住者への仕事の斡旋を通じた地場産業
の人材不足の解消を図る。
・首都圏での認知活動を強化し，お試し移住者増加を目指す。

南三陸町

35 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

・地域の担い手育成を図るため，地域づくり実践塾「伊達ルネッサンス塾」及び塾生ＯＢや既
活動者向けの講座「アドバンス講座」を企画運営する。
・地域づくりの担い手や地域づくりに関心のある人のネットワークの強化を図る

丸森町

36
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

・就農者を拡大するため，就農を目指す学生の農業（野菜作り）と地元農家の交流（指導な
ど）の機会を提供する。
・地域の高齢者と若者の交流と，地域の魅力の再確認のため，各戸を学生が廻って「笹屋敷記
録集」を製作する。
・農作業体験による交流促進を目指し，グリーンツーリズム「おいもプロジェクト」を実施す

仙台市

37
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・仲間づくり）

・平成27年3月に結んだ協定（宮城県・亘理町と8haの海岸林の植樹を行う協定）に基づき，苗
木の管理育成をしながら継続的・経済的な植樹及び維持管理を実施する。
・コミュニティの形成を促進するため，災害公営住宅住民等を対象とした事業を実施する。
・小学生と被災高齢者と地域住民とが交流する機会の創出を図るため，小学校の総合学習を担
当する。

亘理町
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総合タイプ２

番号 事業者名 事業名
事業の主な内容 関連市町

村

1 あおい地区会 あおい地区会運営事業

・住民が住みよく安心して暮らせるため，地区内の３つの自治会の自主的な運営を尊重しなが
ら行事や活動を実施する。 東松島市

2 石巻復興きずな新聞舎

『石巻復興きずな新聞』
の発行・配布を通した
「地域支え合い」の仕組

みづくり

・石巻復興きずな新聞発行・配布を通じて，仮設住宅・災害公営住宅住民の自立や社会参画の
促進と見守り活動や心のケアを行うとともに，新聞の作成・配布を地域住民と協働して行うこ
とで，「やりがい」の創出と地域支え合いの仕組み作りに寄与する。 石巻市

3
特定非営利活動法人

移動支援Rera

困難を抱える被災住民の
自立した暮らしを守る、

寄り添い送迎事業

・自力での外出手段を持たない住民に向けた移動手段の紹介と，外出や暮らしに困難を抱える
住民向けのガイドブックの作成・配布を行う。また，通常の送迎時に，警察署や役場と連携
し，行方不明者の捜索やまちの見守りに協力する 石巻市

4
歌津地区復興支援の会

一燈

歌津地区における地域コ
ミュニティの再生といき

がい交流事業

・地域住民のコミュニティ形成を図るため，災害公営住宅や高台移転地集会所で交流会を実施
する。
・地域情報を内外に発信するため，復興情報紙を発行する。
・震災を後世に伝承し，防災対策を行うため，全国からボランティアやスタディツアーを受け

南三陸町

5 縁プロジェクト
東松島市の人々に寄り添
い「共に歩む」プロジェ

クト

・絆音楽祭の開催を通じて，東松島市民と大田区民の心の交流を図るとともに，震災の風化を
防ぎ，地域防災への啓発を行う
・大田区内で東松島の松ぼっくりから苗木を育て，東松島市での植樹活動の実施を通じて，松
林の再生を行うとともに，次世代まで続く交流の基盤を作る

東松島市

6 大沢まちづくり協議会 地域活性化事業

・復興事業の進捗確認，情報共有，課題解決を図るため，まちづくり会議を開催する
・カエル教室など，地域コミュニティの強化を図るための事業を実施する

気仙沼市

7 牡鹿の旬彩
 牡鹿半島の旬ワンコイ

ン祭り

・地元事業者と地域内外の住民との交流を深めるとともに，産業の活性化や地域再生，交流人
口の拡大を目指すため，地場食材を活用した食のイベント「ワンコイン祭り」を実施する。 石巻市

8
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

・震災で流出した写真・アルバムなどの思い出の品の洗浄・修復及び保管事業，長期保存のた
めのデータ化作業を行う
・思い出の品の返却会を実施する 県内全域

9
おらほの家プロジェク

ト
おらほの家プロジェクト

・介護制度外の送迎サービス付きサロン活動の実施を通じ，地域の自助互助の団体や個人・団
体が行うサロン活動や地域作り，集約拠点の仮設団地でのコミュニティ再構築に向けた活動の
サポートを行う。

石巻市

10
一般社団法人
かもみ～る

地域のちからサポート事
業

・地域住民の生きがい作りや心のケアサポートを行うため，各種講座やワークショップを開催
する。
・地域住民のコミュニティ形成を促進するため，災害公営住宅の共有スペースを活用しマー
ケットを開催する。

気仙沼市

11
公益財団法人

共生地域創造財団
孤立被災者と水産業がつ
ながる就労訓練事業

・就労訓練の場の提供を通じて失職中の被災者等の生活支援を行うとともに，水産業関係企業
での就労訓練の実施を通じて，人手不足の解消と協働関係の樹立を図る。 石巻市

12
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」

・子供達と地域住民に「遊び場・居場所・交流の場」を提供するため，常設の冒険あそび場を
運営する。
・子ども主体のイベントや子ども食堂，「出前あそび場」などを行う。

気仙沼市

13
一般社団法人
気仙沼復興協会

地場産業を活用した体験
交流・コミュニティ再生

事業

・ボランティアを受け入れ，必要とする地域につなぐことで，交流人口を拡大するとともに，
新たな繋がりを作る機会を創出する
・行方不明者の捜索を通じて，御家族や地域住民の心身の安定を図る 気仙沼市

14
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

・防災教育の実施を通じて子供達が地域に関わり，災害公営住宅や地域を活性化させる枠組み
作りを行う
・自主防災組織設立に向けて行動する機会を創出するため，市民が市の現状と対策について考
える機会を提供する。

気仙沼市

15
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

・地域住民同士のコミュニティ形成を図るため，災害公営住宅や周辺の集会所で交流会やサロ
ンを実施する。
・支援のネットワーク構築と活動エリアの拡大を図るため，支援団体やボランティアを対象と
した会議・場を提供する。

塩竃市

16 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

・役員会，構成員会合，まちづくりサロン開催など，協議会の運営を担う。
・市営鹿折南住宅や防災集団移転団地におけるコミュニティ形成の支援を行う。
・鹿折津波記憶石の建立に向けた実行委員会の組織運営と事業を実施する。
・行政との連携や市長への提言書提出を行う。
・復興情報の周知とまちづくりへの関心を喚起するため，「まちづくり通信」を発行する。

気仙沼市

17
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

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

・あすと長町の経験を活かした他地域のコミュニティ形成支援を行う
・災害公営住宅のコミュニティとその支援について実態調査を実施，あるべき支援体制につい
て提案を行う
・空き家・空室を活用した地域交流のシェア空間を運営する

仙台市

18
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

・被災地の高齢者の孤立化・孤独化を防ぐとともに，住民同士が知り合う機会を創出するた
め，災害公営住宅の集会所等で地域住民と高齢者を対象とした，昭和の映像を使った「昔を語
る会」を開催する。

仙台市

19
母親支援団体
ママンフルーリ

母親の居場所作りから広
がるコミュニティ作成事

業

・地域の母親を対象としたイベントの実施を通じて，母親達のコミュニティ形成や居場所作
り，ストレス・悩みを解消し，地域全体の活性化を図る。 石巻市

20 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

・子供及びその家族の孤立を防ぐとともに，住民が支えていける地域づくりのため，不登校・
ひきこもりの子ども・若者の居場所の提供や就労支援，問題を抱える子供の家族への支援等を
行う。 気仙沼市

21
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

・乳幼児親子を中心とした多世代コミュニティカフェの開催を通じて，仮設住宅・災害公営住
宅の子育て世代の孤立を防ぐとともに，地域ネットワークの構築により子育てしやすい環境作
りや多世代交流によるコミュニティ形成の促進に寄与する。

石巻市

22 ペンシー
ネクストスイッチプロ

ジェクト

・被災した小規模事業者・生産者・ＮＰＯ団体等への支援のため，団体等と協働で商品等のデ
ザインを行い無償提供する。
・地域の人材育成のため，子供を対象とした「デザイン教室」を実施する。 気仙沼市

23 南気仙沼復興の会
南気仙沼復興まちづくり

事業

・まちづくり事業の運営を担うため，理事会や各部会を開催する。
・まちづくり部会の検討内容に基づき地域活動を実施する。
・地域の情報共有を図るため「まちづくり通信」を発行し，地区全戸に配布する。
・地域の人材発掘を行い，地域活動への参画を促す。

気仙沼市

24
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

・災害からの教訓を学び，伝承し，防災意識を高めて次の災害に備える意識を醸成する。
・活動に関わるスタッフやボランティアを教育し，活動の次世代担い手を育成するため，市民
のための各種研修（防災学校，キャラバン，親子で防災，防災セミナーなど）を開催する。

県内全域
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総合タイプ３

番号 事業者名 事業名
事業の主な内容 関連市町

村

1
石巻・川の上プロジェ

クト

「まちを耕し、ひとを育
む」持続可能なまちづく

り

・空き家を改修し，学習スペース及び交流スペースを整備し，勉強会やワークショップの開催
により地域リーダーとなる人材育成を行うとともに，地域の高齢者を対象としたプログラムの
運営を通じて健康・生きがい作りに寄与する。

石巻市

2
一般社団法人

イシノマキ・ファーム
地域循環型北上町ファー
ムステイ拠点整備事業

・空き家を改修し，交流スペースでのプログラムや，簡易民泊を活用したお試し移住と農業体
験プログラムの実施を通じて，交流人口の拡大を目指すととにに，地域住民（農家）の生きが
い作りに寄与する。

石巻市

3
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

・来訪者が地域の魅力に触れる機会を提供し，交流人口の拡大を図るため，空き家を改修し，
簡易宿泊所と交流スペースでの交流会・空き家バンク事務所を運営する。

南三陸町

4
特定非営利活動法人
ひっぽＵＩターンネッ

ト

空き家再生プロジェクト
「ＫＡＫＵＲＥ－ＧＡ」

・移住希望者の呼び込みや，地域の新たな魅力作りを行うため，空き家を改修し，体験会や勉
強会を実施する。

丸森町

5
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

・移住者の増加に繋げるため，空き家を改修し，シェアハウスの運営やお試し移住プログラム
等を実施する。

南三陸町
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