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名取前進応援事業 
～閖上のコミュニティ再構築と次世代の担い手育成～ 

総合① 名取市 

事業主体  ： 一般社団法人 ふらむ名取 

復興支援の概要 

連関図 

一般社団法人 
ふらむ名取 

 
 
 
 
 
 

事例 １ 

２０１７．７．１７ 

皆でさいかいする1日交流会 
閖上さいかい市場にて 

 名取市閖上が抱える課題は，コミュニティの分散，住民間の環境格差，別居による家族の分裂， 
高齢化による自治活動のリーダー丌足，そして，支援慣れしてしまった住民の自助・共助意識の
欠如と言える。そのような中，以前から連携して閖上の復興に向けた活動を行ってきた３団体， 
閖上復興だより，閖上震災を伝える会，名取交流センターが合体・法人化したのが一般社団法人
ふらむ名取である。 
 

 今後は，自分たちのまちを自分たちで考えるまちづくり，住民の自助・共助への意識改革，震災
伝承，次世代人材育成などを目的に，主に次の活動を行う。 
①新しい閖上の自治会組織化・運営の支援と多機能自治の勉強・実践 
②これまでも離散した住民を繋いできた「閖上復興だより」の発行継続 
③季節毎の住民交流イベントや，地域住民の見守り巡回・傾聴 
④海外を含む多くの支援者への情報発信（多言語） 
 

 これらの活動に地域の若者を巻き込み，次世代人材育成も並行して推進する。 

（OJTで 
人材育成） 

２０１７．８．２７～２８ 
新しい地域について考えよう会 

名取市営住宅閖上中央第一団地にて 

閖上復興だよりNo.43 

地域活性・ 
まちづくり 

未帰還住民 

・復興だより 
・交流イベント 
・情報発信 

 
人材育成・ 
自立支援 

 

～語り部～ 
閖上震災を伝える会 

～被災地情報紙～ 
閖上復興だより 

～被災者支援～ 
名取交流センター 

帰還住民 

地域の若者 

内外支援者 

・自治会支援 
・復興だより 
・交流イベント 
・見守り・傾聴 

・復興だより 
・語り部 
・情報発信 
（多言語対応） 



交流体験農園「恩送りファーム」事業 
～農業を通じた交流で地域のファンづくり～ 

総合① 南三陸町 

事業主体  ： 株式会社 南三陸農工房 

復興支援の概要 

連関図 

事例 ２ 

  南三陸町には東日本大震災以降,復興支援や震災学習を目的に，多くの個人や学校・企業・団
体等が訪れている。その数は震災直後に比較して減尐傾向にあるが，ボランティアとして訪問した
人の中には町のファン･リピーターとなり,交流目的での再訪を希望する人も尐なくない。町の活性化
には,これらファン･リピーターの受入体制維持・強化が必要である。 
 

 当団体では，平成26年度から農業ボランティアの受け入れを実施してきたが，本年度はこれを更
に発展させた「交流体験農園」として次の事業を行う。 
①被災地支援を目的とした「震災復興ボランティア」の受け入れ 
②教育旅行・企業研修を目的とした「農業体験」希望者の受け入れ 
③短・中期滞在による本格的な農業研修を目的とした「農業合宿モニター」の受け入れ 
④「グリーンツーリズムの町」の持続・確立を目的とした「都市農村交流推進検討会」の開催 
 

 地域のファン，リピーター増加による交流人口の拡大と，これに続く移住定住の促進を目指すととも
に，地域全体で持続的にボランティアを受け入れる基盤づくりを行う。 

交流・移住
定住促進 

地域住民 

株式会社 南三陸農工房 

地域の活性化 
（ファン・リピーター増加） 

 

（一社）南三陸町観光協会“南三陸応縁団” 
南三陸町交流促進協議会 
（一社）南三陸研修センター 

 

県外ボランティア 
企業･大学･高校 

連携･協力 

・ボランティア受入 
・教育･企業研修受入 
・農業合宿受入 

        ２０１７．７．２９ 
震災復興ボランティア受入 
      「トマトの手入れ」 

２０１７．８．１  
大学生フィールドワーク受入 
「ネギの収穫」 

         ２０１７．７．２２  
企業ボランティアツアー受入 
      「トウキ畑の草取り」 

交流 

都市農村交流 
 推進検討会 



ハンドメイドｄｅ副業プロジェクト 
～手仕事と眠っている地域資源の活用で地域の希望や活力創生～ 

総合① 南三陸町 

事業主体  ： 南三陸復興ダコの会 

復興支援の概要 

連関図 

南三陸復興ダコの会 

事例 ３ 

 東日本大震災の経験を踏まえ，モノづくりの大切さが再び脚光を浴びるようになり，中には手づ
くり品販売などの副業で成功している人もいるが，これを伝承する場は尐ない。一方，復興途上の
南三陸町には，移住や起業を考える若い世代が多く集まってきており，職業の選択肢が尐ない 
地方における，働き方の改革と生活の充実を支援する取組が求められている。 
 

 そこで，地域資源を活用したモノづくりの学びの場「ハンドメイド塾」を企画･開催する。 
①デザイナー，職人，作家などの専門家による，地域資源を生かしたモノづくり講座の開催 
  「デザイン講座」「木工講座」「まゆ細工講座」等，初級･中級･上級に分けて実施する 
②新しい価値を付加した商品の研究･開発支援 
③塾生が開発したオリジナル商品のブラシュアップとネット販売支援 
 

 モノづくりや商品開発力の習得を支援し，地元の若者に新しい働き方（副業又は起業）を示す 
ことで地域の希望や活力創生を目指す。また，眠っている地域資源を活用したモノづくりを通し，
新しい価値を生み出す地域作りにも貢献していく。 

人材育成・ 
自立支援 

 （一社）南三陸観光協会 
（一社）南三陸研修センター 

地域住民･移住者（塾生） 

「ハンドメイド塾」 
 ・モノづくり学習 
 ・商品の研究・開発 
 ・ネット販売 

連携・協力 

     ２０１７．７．３０ 
 DIY木工講座 「梨箱づくり」 

２０１７．７．２３ 
糸鋸木工講座 「魚をつくろう」 

     ２０１７．８．２１ 
 まゆ細工講座 「あじさい作り」 

地域活性・ 
まちづくり 



お試し移住「東北あいターン」 
～お試しから移住・定住へ，地域の人材丌足も解消～ 

総合① 南三陸町 

事業主体  ： 特定非営利活動法人 ユナイテッド・アース 

復興支援の概要 

連関図 

事例 ４ 

 南三陸町では震災後，地元企業の働き手丌足が深刻である。そこで，当団体では「復興応援
アルバイト」プロジェクトをスタートした。これまで，長期にわたって被災地と関わりたいが，資金に
余裕がないという若手ボランティアと地域のニーズをマッチングさせ「住まい」と「働く先」をセットで
提供することで，やる気のある若者の移住・定住に実績を上げてきた。人口流出の激しい沿岸部
被災地に於いては，UIJターンに対する期待は一層高まっている。 
 

 そこで，復興応援アルバイト「東北あいターン」事業を強化･拡充し，更に移住・定住に繋げる。 
①お試し移住に関する情報発信の強化 
②「住まい」と「働く先」のエリア拡大（気仙沼エリアを追加） 
③首都圏・仙台での認知活動の強化（大学生，第二新卒，フリーター対象の説明会開催） 
④アンケート調査による潜在的移住希望者のニーズ把握，移住者交流イベントの開催 
 

 被災地が抱える人口流出，人材丌足という困難な課題に対し，移住･定住促進と地場産業への
人材供給によって，震災復興支援に貢献する。 

連携・協力 
 

～企業～ 

（南三陸：５社） 
（気仙沼：４社） 

 

交流・移住
定住促進 

「住まい」 
「働き先」 

移住者 
交流会 

説明会 
情報提供 

２０１７．６．２３ 
首都圏大学生の 

東北あいターン説明会 
東京都渋谷区にて 

          ２０１７．９．１ 
首都圏大学生の 

商品開発体験プログラム 
南三陸町ポータルセンターにて 

 

～NPO団体～ 
 

（特非）Cloud JAPAN 
 

シェアハウス(気仙沼） 

（特非） 
ユナイテッド・アース 

首都圏・
仙台等の
大学生や 
フリーター 

など 

お試し 

移住中の
人たち 

既に移住 

定住した
人たち 

２０１７．６．２３ 
首都圏のフリーターや 
第二新卒層対象の説明会 
東京都豊島区にて 



 
販路開拓サポーター育成事業  
～水産業者に販売力強化の機会を提供～ 

総合① 石巻市 

事業主体  ： 一般社団法人 カイタク 

復興支援の概要 

連関図 

事例 ５ 

 石巻市の水産業は，豊富な魚種と多様な水産加工業が特徴であるが，販売力の強化が課題で
ある。特に震災後は営業・販売員の育成には手が回らない状況がある。 また，6次産業化を支援
する事業は見られるが，開発商品の完成後に，販売までサポートする支援事業は尐なく，商品が 
できただけで終わってしまう例も見られる。 
 

 販売を通した人材育成，販路開拓へと，連続的なフォローアップを行う伴走型支援として，次の
活動を実施する。 
①仙台市にある「地産地消市場・仙臺いろは」で定期的な販売会を企画，開催する。販売を通し
得られた消費者の意見を吸収・分析し，今後の商品開発，改善プランづくりを学ぶ機会を作る。 
販売会前後には販売経験豊富な講師による販売指導・振り返り研修を実施する。 
②大手企業の協力の元「復興応援マルシェ」を開催し，商品のPRと食を通じた「石巻の魅力」を
発信するとともに，マーケティング調査の場を作り，社員から多様な意見を頂く機会を提供する。 
③参加企業単独の商品構成では出来ない「セット商品」を，各社の売れ筋商品からセレクトして
組合せ，消費者の利便性と付加価値を高めて市場に提供する。 
 

 石巻の水産業の販売力を補強し，漁師，加工・流通販売業者，消費者間の連鎖をスムーズに 
繋げ，売上げの拡大と優れた商品による石巻の魅力発信で地域の活性化を目指す。 

地域活性・ 
まちづくり 

 
人材育成・ 
自立支援 

 

石巻の水産加工業者 

・講師の指導 
・商品開発のヒント 
・改善プラン 
・セット商品など 

2017.８.18 
販売基礎研修 

消費者の声 

・定期販売会 
・復興マルシェ 

（一社）カイタク 

消
費
者 

・優れた商品 
・石巻の魅力 

2017.８.２５ 
第１回地産地消市場販売会 

販売会使用ロゴ 



市民のための防災・減災教育 
～教訓を他人事にしない意識づくりと次世代の担い手育成～ 

総合② 県内全域 

事業主体  ： 防災教育の市民団体「ゆりあげかもめ」 

復興支援の概要 

連関図 

防災教育の市民団体  
「ゆりあげかもめ」 

事例 １ 

２０１７．７．２３ 
ぼうさいキャラバン 

「実技を通して学ぶ会」 
下増田公民館にて 

 名取市閖上保育所で被災した経験から，日常生活の中での災害への危機感，防災・減災への 
関心，過去の災害の教訓を継承することの重要性を強く訴えたい。 市民自らが積極的に参加で
きる活動・機会を設け，他人事ではない災害に備える意識を身に付けることが必要である。 
 

 災害からの教訓を学び，伝え，次の災害に備える意識を高め，生き残る為の知識と技能，工夫
を身につけることを目的に次の活動を行う。 
①市民対象の研修会の企画・実施 
 ・防災学校（大人を対象とした講話，学習，実技演習など） 
 ・ぼうさいキャラバン・親子で防災（読みきかせ，語り部，防災に関するゲームなど） 
 ・市民のための防災・減災セミナー（名取市との共催） 
②次世代の担い手育成 
 スタッフや学生ボランティアに活動を通じたOJT，防災・減災の専門家による研修会を実施する。 
 

 活動によって震災を経験した子どもたちには生き抜く力を育て，地域には防災・減災を核とした 
コミュニティ活動の活性化を促す。 

２０１７．６．１１ 

親子で防災 
「空き瓶で手作りランプ作成」 

ゆりが丘公民館にて 

防災・減災 

地域住民 

・防災学校 
・市民のための 
 セミナー（名取） 

 
人材育成・ 
自立支援 

 

子ども・親子 

スタッフ・学生 

・ぼうさい 
  キャラバン 
・親子で防災 

（一社）ふらむ名取 
（閖上復興だより，閖上震災を伝える会，名取交流センター） 

連携・協力 

（OJTで 
人材育成） 

２０１７．６．２９ 

防災学校 講和「自主防災における町づくり」 
相互台公民館にて 



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 
～昔の映像や歌，あそびによる「昔を語る会」で心の復興～ 

総合② 県内全域 

事業主体  ： 特定非営利活動法人 20世紀アーカイブ仙台 

復興支援の概要 

連関図 

特定非営利活動法人 
20世紀アーカイブ仙台 

事例 ２ 

 県内被災地で公営住宅への移転が進む中，丌慣れな環境で孤立・孤独化が問題となる一方で
新たな自治会設立やコミュニケーションづくりなど課題は山積みである。そのような中，当団体が
収集・保管する大正～昭和の歴史資料（8ミリフィルム映像，写真，音声など）を活用し，被災地の
高齢者を対象とした「昔を語る会」は大変好評で，会話が弾み，笑い，涙し，現役時代の自尊心
を取り戻す「心の復興」に役立っている。 
 

  「昔を語る会」は震災後250回を数え，今年度も次の通り実施する。 
会   場：県内4地区（気仙沼・東松島・塩釜・仙台）の公営住宅集会所，公民館など 
対象者：地域住民と高齢者 
ツール：昭和の生活道具，当該地域の昭和の映像・写真，生活に密着した年表，子どもの遊び， 
     歌謡曲・童謡合唱，かるた，大衆芸能（股旅演芸）などを3回に分けて会を構成。 3回目   
     には参加者の思いを綴った「思い出ブック」も配布する。 
 

 被災地の高齢者の孤立・孤独化を防ぎ，住民同士が知り合い，コミュニティづくりのきっかけを
つくることを目指す。 

「昔を語る会」の様子 

地域活性・ 
まちづくり 

被災地の高齢者 

「昔を語る会」 
 ・昭和の生活道具，映像，生活年表 
 ・子どもの遊び，合唱，かるた 
 ・大衆芸能 
 ・思い出ブック 

 
社会的 
事業支援 

 

（有）クリップクラブ 
映像編集等 

東北放送施設（株） 
音楽素材提供等 

（有）イーピー 
写真素材提供等 

連携・協力 連携・協力 連携・協力 

「思い出ブック」の例 

  



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 

総合② 南三陸町 

事業主体  ： 歌津地区復興支援の会一燈 

復興支援の概要 

連関図 

歌津地区 
復興支援の会一燈 

事例 ３ 

 南三陸町歌津地区では，災害公営住宅３ヶ所と防災集団移転１３ヶ所が完成し入居を開始して
いるが，一方，事情により仮設住宅から出られない住民や災害公営住宅の独居高齢者の孤立化
の心配がある。また，高台移転地と周辺部（非被災者や自立再建者）とのコミュニティが崩れて 
しまい，地域のつながりが希薄化してしまった状況も見えている。 
 

 そこで，歌津地区全体のコミュニティ再構築を目的に，次の事業を行う。 
①高台移転地集会所にてコミュニティ強化を目的とした「地域交流会」の定期開催 
②歌津地区内の情報共有と一体化を目的とした「ネットワーク会議」の定期開催 
③復興状況や地域づくり情報の内外発信を目的とした復興情報紙「一燈」の定期発刊 
④被災高齢者のいきがい活動及び交流を目的とした「復興グッズ製作の会」の定期開催 
⑤震災の風化防止を目的とした小・中学生や来訪者への「防災学習」「震災講話」の適時開催 
 

 この活動から地域住民同士のつながりが生まれ，高齢者の孤立防止や日常的交流に発展し，
やがて地域全体のコミュニティ再生のきっかけとなることを目指す。 

地域交流会 
高齢者いきがい活動 

復興情報紙「一燈」 

ネットワーク会議 

すばらしい歌津をつくる協議会 
（特非）夢未来南三陸 
南三陸ハマーレ歌津 

歌津地区ボランティア連絡会 
伊里前契約会 

地域活性・ 
まちづくり 

地域住民 

支援・連携・協力 

小･中学生 
来訪者 

防災学習 
震災講話 

      ２０１７．６．２８ 
 第1回ネットワーク会議 

２０１７．６．２３ 
「地域交流会」 

      ２０１７．７．６ 
 高齢者いきがい活動 
 「アクセサリー製作」 



孤立被災者と水産業がつながる就労訓練事業 

総合② 石巻市 

事業主体  ： 公益財団法人 共生地域創造財団 

復興支援の概要 

連関図 

事例 ４ 

 石巻市でも被災者の災害公営住宅などへの転居が進むが，未だ仮設住宅に住み生活再建の
目処が立たず孤立している方も尐なくない。中には就労の意欲を失い経済的困窮に陥り，ひきこ
もりがちになっている方もおり，就労へのサポートを充実させる必要がある。一方，市の基幹産業
である漁業や水産加工業では，特に震災後，人手丌足の状態が続いている。 
 

 そこで，出口の見えない「孤立被災者」と「水産業」を結びつける就労支援活動を行う。 
①個別の支援プランを策定する為の面談を行った上で，就労可能と判断された方には，渡波や
蛤浜の漁業者のもとで，牡蠣の種付けなどの軽作業を中心とした就労体験を行い，就労意欲を
取り戻すきっかけにしてもらう。 
②養殖業者や水産加工業者への見学会，現役漁師による漁業レクチャー等を実施し，漁業への
偏見を取り除き，正しい理解を深めて就労につなげる。 
③身体や精神の障害など複合的課題を抱える被災者に対しては，社会福祉協議会など関係諸
機関・団体と個別のケース検討会議を実施し，就労以外の課題に対する支援を行う。 
④支援への協力を増やす為，支援事業の趣旨や効果を説明し，連携先の拡大を行う。 
 

  石巻市の基幹産業である水産業の再興と，就労意欲を失い孤立化した被災者が意欲を取り
戻し，収入を得て生活再建することを目指す。 

石巻市 
自立生活再建支援課 

生活保護課 

水産業者 

公益財団法人 

共生地域創造財団 

仮設住宅に残る 
孤立被災者 

人材育成・ 
自立支援 

連携・情報共有 

・面談～支援プラン 
・見学会やレクチャー 
・就労体験など 

社会福祉協議会 
石巻NOTE等の
支援団体 

・個別ケース会議 
・生活相談など 

・労働力 
・理解・訴求の場 

就労訓練にて牡蠣の
出荷作業を行う様子 



丌登校・ひきこもりの子ども・若者の居場所作り 
～家族も支援し孤立を防ぎ地域で生きていく道を探る～ 

総合② 気仙沼市 

事業主体  ： フリースペースつなぎ 

復興支援の概要 

連関図 

フリースペースつなぎ 

事例 5 

 震災で家族を失ったり，長期にわたる仮設住宅生活，転居による人間関係の変化，いじめ等に
より，丌登校になる子どもが増えている。加えて地域全体の疲弊により家庭，地域としても子どもの
教育・包容力が低下しており，これらの子どもはやがてひきこもりへと状態が悪化する傾向も見え
ている。一方，丌登校，ひきこもり，就学年齢を過ぎた若者も含めて「居場所」が丌足しているが，
社会の理解は進まず，支援体制は丌足したままである。就労体験も試みるが，被災地の企業は
経済的・体制的に余裕がないのが現状である。 
 

 当団体は行き場のない子どもたちに居場所（フリースペース）を提供してきたが，今年度は更に
活動を充実させる。 
①丌登校・ひきこもり・若者の居場所提供（週6日 １０：００～１７：００ 小中生・若者別） 
②問題を抱える子どもの家族への支援（面談，家庭訪問，懇談会，電話相談等） 
③講演会・シンポジウム開催，会報・機関誌発行 
④若者の就労体験（地域の企業・団体との連携） 
 

 子どもだけでなく家族も支援し孤立を防ぎ，子どもはフリースペースでの自主的な活動によって
自己肯定感を高め，地域に支えられながら幸せに生きていけることを目指す。 

２０１７． ７ ．24 
フリースペースの様子 

教育・ 
子育て 

丌登校・ひきこもりの子ども，若者，その家族 

・居場所（フリースペース） 
・子どもの問題を抱える家族の支援 
・講演会，会報など 
・若者の就労体験 

 
社会的 
事業支援 

 

～就労支援～ 
（一社）さとうみファーム 
山長・小野寺商店 

～相談会など～ 
市教育委員会 
ひありんく気仙沼 

～ネットワーク～ 
登校拒否・丌登校を 
考える全国ネットワーク 
茅ヶ崎つなぎの会 

連携・協力 連携・協力 連携・協力 

２０１７．７．１７ 

学習会の様子 

２０１７．6．14 

就労体験  



ネクストスイッチプロジェクト 
～大好きなこの地域をデザインで支え未来の可能性を拡げる～ 

総合② 気仙沼市 

事業主体  ： ペンシー 

復興支援の概要 

連関図 

ペンシー 

事例 ６ 

 震災から7年目，がれきの山だった町に新しい道が出来，建物や家も建ち始めた。そんな時だか
ら生まれ育った大好きなこの地域を，デザインの力で盛り上げたい。 
 

 具体的には次の活動を行う。 
①被災した小規模事業者，生産者，NPO団体等へのデザイン支援 
 地域は発信力が弱い。いいものは作っているのに購入につながらない。商品の質が务っている
訳ではなく，むしろ一つひとつ丁寧に想いを込めて作られている商品が沢山ある。足りないのは
「伝える力」「拡げる力」であり，これをデザインで支援する。 
（ロゴ・パッケージ等のデザイン，広報ツール制作，観光協会やNPOの活動マップづくり等の支援） 
②地域の子どもたちに向けた「デザイン教室」の開催 
 地域に暮らす子どもたちにとってデザインは遠い存在だった。そんな子どもたちの将来における 
選択肢の幅を広げると共に，将来的な地域のデザイン力の底上げと担い手育成を目指す。 
（中学校の総合学習支援，キッズワークキャンプ，DESIGN JIMOTO STUDENT 等） 
 

 「今，地域にこそデザインの力が必要」そんな想いで，震災後ゼロから立ち上がったデザイナー
事務所が，地域で埋もれてしまっている「いいもの」に次々と光を当てて世に送り出す。 

2017.07.16  
JCキッズワークの様子 

教育・ 
子育て 

被災した小規模事業者・ 
生産者・NPOなど 

・広報ツール制作 
・活動マップづくりなど 

地域活性・ 
まちづくり 

～民間企業他～ 
ソフトバンクグループ 
アドビシステムズ 

Door to Asia 
（国際交流基金・つむぎや） 

～地域団体他～ 
まるオフィス・浜わらす 
気仙沼青年会議所 
唐桑まちづくり協議会 

～地域の学校～ 
唐桑中学校 
唐桑小学校 

気仙沼向洋高校 

共催・機材提供 連携・協力 連携・協力 

2017.08.27 

DOOR to ASIA 
 子どもデザイン教室の様子 

2017.08.20 
からくわ丸・ 

町づくり協議会共催 
「浜のまちがっこう」 
唐桑食材マップ作り 

地域の子どもたち 

・中学校の総合学習 
・キッズワークキャンプ 

・DESIGN JIMOTO 
（イラストやグラフィック 
    ソフト体験など） 


