
願望 事業者名 事業名 事業の内容
主たる活動地域
（市町村名）

1 アイリンブループロジェクト実行委員会
コロナに負けない！「あいりちゃん」の花で元気な笑
顔咲かせよう！

奇跡の花「あいりちゃん」育成プロジェクト
七ヶ浜町・石巻市の災害公営住宅住民・被災者・ご遺族・ボランティア対象。
屋外花壇であいりちゃんの花を育てている、被災地域にて苗の育成→防災に関心の高い学校などに贈る
→苗が届くと生徒たちからお礼のメッセージが届く
→送り先の育成状況が伝わり嬉しい
→花を育てることに生きがいを感じる
→届け先でのリモート講演会の開催時にリモート交流も可能。

七ヶ浜町

2 あおい地区会 高齢者見守り及び生きがいづくり事業

・高齢者、独居世帯中心の見守り活動
・あおい農園の運営
・定例理事会は毎月1回、臨時理事会は必要に応じて
※事業の進捗状況や計画・問題課題の確認及び解決策の検討等

東松島市

3 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

■ふれあい広場サテライトの運営
・場所/時間：泉中央/水・金、東口/火・木、長町/水・金　※各9:30～16:00
・対象：中学生から概ね20歳程度
・内容：生活習慣を整えるサポート、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

■アウトリーチ・就労支援　※既存の取り組みから拡充
自宅から出てこれない子どもに対して訪問支援を実施。また、高校生年代以上で就労ニーズがある場合に対応する。

仙台市

4 一般社団法人石巻じちれん
大規模集団移転地における住民活動の再活性化と多世
代交流事業

①のぞみ野地区の連絡会である集会所運営委員会のサポートと自走化、あゆみ野地区の町内会連絡会の定例化と組織化、両地区をまたぐ
地区協議の場作り。
②被災者が多く移転・再建した地区の復興公営住宅などの集いの場作り。
③当該地区及び近隣地区から子育て世代が集まる場作りにより町内会等の地縁組織ではカバーできない若い世代同士の繋がり、また横断
的な世代間の交流を促進する。
④住民相談へのワンストップ相談対応。

石巻市

5 一般社団法人イシノマキ・ファーム 北上町農村地域ハートステーションプロジェクト

①旧橋浦保育所での地域住民参加型プログラムの実施（ウッドデッキ制作ワークショップの実施（学生ボランティアや地域住民参加）
（地域の方から教わる農村料理会（子どもから大人まで地域の方々と一緒に郷土料理を教わり調理）（収穫イベント：野菜の収穫会）
②旧橋浦保育所での「手づくり市」の開催（月１第４日曜日）
③「手づくり市」運営委員会の設置と運営委員会の実施（年5回）

石巻市

6 歌津地区復興支援の会一燈
歌津地区におけるコミュニティ再生活動と独居者の見
守り、健康づくり支援事業

①災害復興住宅のコミュニティ形成支援（自治会活動支援（交流会等）、見守り・生活相談、食事提供）
②地域交流活動（軽スポーツ、バスツアー、食事提供）
③高齢者のものづくりや百歳体操で心身の健康づくりを図る
④震災の記憶や被災地の教訓を伝える活動（スタディツアー、防災学習・郷土学習）

南三陸町

7 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

①住宅合同での交流会の開催
1）クリスマス市開催、クリスマスグッズＷＳ
2）サロン活動（畑作業など）3）クラブ活動の支援：十日町手芸教室自立支援
②話し合う場づくり
1）班長・役員による情報交換会
2）ステークホルダー会議の開催
3）勉強会の開催（見守り活動、防災など）

大崎市

8 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被災者交流事業

事業１．被災住民を対象に各種ワークショップによる交流と心のケアを促進する支援事業。
事業２．被災住民参加の野外コンサートによる交流と心のケアを促進する支援事業。
事業３．植栽活動を通しての被災住民と地域外住民との交流を促進する支援事業。
事業４．被災住民対象の「手仕事会」による生きがいづくりを促進する支援事業

石巻市

令和３年度　みやぎ地域復興支援助成金　採択団体一覧（50音順）



9 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
①当団体主催の送迎サービス付きサロン活動を拠点施設で実施。併せて買い物支援や移動支援も行う。
②個別訪問や見守りパトロールを随時行う。
③地域作りや公的機関等との連携協働、及び活動の周知広報など。

石巻市

10 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

1)コミュニティ支援事業
①個別訪問先約50世帯（志津川中央、東地区、西地区、戸倉地区高台、津の宮地区、枡沢地区、港地区などの高台移転先への個別訪問を
通して傾聴を行い下記②③④の再開の時期を判断していく）
②お茶っこサロン（志津川中央）
③地域コミュニティ再生イベント（草木染め体験、新米おにぎりの会、クリスマス会、小さなたがい市）
④保養行楽（旧志津川小仮設、稲渕地区、障がい児施設、幼稚園の方達で高台移転先で点在している高齢者や障碍者、子どもなど生活弱
者を対象に、お花見や紅葉狩り、田んぼ遠足、川遊びなど）
2)第一次産業支援（被災された漁業従事者と農業従事者への寄り添い）約15世帯
　個別訪問を通し傾聴して寄り添い、ボランティア受入れ再開の時期を判断していく

南三陸町

11 気仙沼防災教育推進委員会 自主防災活動としての被災者支援

1．地域社会での防災教育を実施する
●災害公営住宅及び防集住宅への防災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
2．子供達への防災教育を実施する
●学校での防災教育（地域人材を活用し連携する）
3・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

12
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

①サロン・認知症の集い、健康健口脳トレ、心のケア、ノルディックウオーキング、手芸洋裁教室
②ネットワーク会議・情報の交換と共有、イベント実施、共催協働協力を推進する。
③復興ニュース・震災の記憶、教訓や福祉支援活動を伝へコミュニティの活性化を図る
④献納千羽鶴・・震災犠牲者に哀悼の意を表し、ふるさと塩竈の発展を祈念
⑤青空ラジオ体操

塩竃市

13 特定非営利活動法人こころの森
石巻南浜復興祈念公園の青空の下
花と緑で心と体の健康をケアするプログラム

・石巻市内の被災者等を対象として、
・家から外に出て、石巻南浜復興祈念公園の青空の下で、花や緑に触れ植樹やさまざまな屋外活動など、気軽に快適に共同で参加、取り
組む機会を用意し、
・恒常的に屋外へ出て、多様な人とコミュニケーションをとるきっかけをつくり、
・新たな場所で生活を始めた被災者の孤立化を防ぐ。

石巻市

14 子育て支援わくわくけせんぬま 被災地の乳児親子の居場所づくり

◇孤立している乳幼児親子の居場所の提供(交流促進、情報提供)
◇孤立している乳幼児親子のリフレッシュ事業(わくわくサロン、ママ企画)
◇他団体、多世代などの交流イベント事業(aso-bon合同イベント等)
◇助産師による育児相談事業(0歳ちゃん集まれ)
◇LINEでの相談事業

気仙沼市

15 特定非営利活動法人こども∞感ぱにー
震災により、孤立する不登校の居場所づくりと復興住
宅や大規模移転先での住民主体の居場所づくりサポー
ト

◆不登校児童生徒と保護者のサポート
①不登校児童生徒の居場所づくりと社会への自立サポート。
②教育機関との連携/不登校理解を深めるための講座実施（対象：教員、養護教諭、地域住民）
③保護者の相談窓口や親の会の実施
◆地域コミュニティサポート
④復興公営住宅や大規模移転地域、沿岸部での移動式プレーパーク実施
⑤沿岸部での子育て世代中心の地域コミュニティづくりとサークル設立と自走サポート

石巻市



16
一般社団法人　コミュニティスペースうみね
こ

コミュニティ再生　みんな楽しく

１．町内の集会所を利用してお茶会やワークショップを行う。
２．子育て世代中心のワークショップを行う。
３．交流イベント
　・町内の施設を利用し拡大交流会を行う。
　・町外の団体との交流（高齢者中心、子育て世代中心２回）を行う。
　・町民とともに計画を立て一つの事業を成立させる。

女川町

17 一般社団法人産直広場ぐるぐる 被災者見守りコミュニティ　マルシェdeサロン

・復興公営住宅にて地域野菜などの食材や加工食品を販売し、顔の見えるコミュニティを目指す活動。
・おしゃべりすることで親睦を深め、信頼関係の構築、見守り助け合いの精神を即するサロン活動。
・御用聞きなどを通して生活の質の向上と心を豊かにする活動。
・趣味の幅を広げ、生活の質を上げるワークショップを開催する活動。
・地域コミュニティ促進、環境整備するため、町内会・自治会との協働活動。

仙台市

18 公益社団法人3.11みらいサポート
宮城県沿岸広域の伝承コミュニティ活性化による防災
教育と語り部事業化

・宮城県内被災地からの石巻南浜復興祈念公園周辺への語り部招聘による広域伝承コミュニティ活性化
・宮城県内学校の震災を知らない次世代への石巻南浜復興祈念公園周辺での防災教育機会創出
・復興祈念公園、震災遺構や伝承交流施設MEET門脇等を活用した教育旅行窓口設置と継続性向上のための語り部事業化の挑戦

石巻市

19
一般社団法人震災こころのケア・ネットワー
クみやぎ

震災心のケアにおける精神科医派遣事業

当法人の支援団体である日本精神神経科診療所協会から医師の派遣を受けることで、石巻地域における精神科医による被災者等への相談
支援を実施する。
毎月10名程度の医師派遣を予定しており、コロナ禍における不安も含めた対応ができる。
必要時には医療機関等を含めた関係機関への相談へつなげていく。
また地域でのメンタルヘルスに関わる講演などの依頼に応える。

石巻市

20 仙台駆け込み寺
東日本大震災で被災された人たちの「たった一人のあ
なたを救う」ための対話による問題を解決する事業

①出張駆け込み寺事業：沿岸被災地域で場所を借りての相談事業（石巻市、名取市）
②毎日の相談事業：無料相談所に相談員常駐でどんなジャンルの悩みにでも電話や面談で対応

仙台市

21 ちびぞうくらぶ
親と子、地域のためのつながりづくり～共育ち・共育
て～

・身体を動かす→親子ビクス、ベビーマッサージ、ヨガ、骨盤矯正、バランスボール
・講座→コーチング、腸のはなし、暮らしのマナー
・ワークショップ→アクセサリー作り、アロマキャンドル作り、虫除けスプレー作り
・遠足→水族館、動物園

岩沼市

22
特定非営利活動法人つながりデザインセン
ター

災害公営住宅での新たな地域運営と集会所の居場所化
－孤立を防ぐコミュニティづくり－

①集会所の多世代の居場所化
公営住宅集会所にて、WiFi設置、外部委託管理の導入等を行い、若年世代の利用を促進することで居場所機能の拡張と担い手の発掘等を
支援する。
②地域の実情を踏まえた新たな地域運営
自治運営の困難な公営住宅において外部団体と連携して地域運営支援等を実施する。
③新たな地域運営及び共助の見守りのための多様な情報提供
公開シンポジウム、少人数制研修の開催等で情報提供していく。

仙台市

23 一般社団法人東北まちラボ 山元町被災コミュニティの持続可能な自治会運営支援

事業①自治会組織の運営支援：つばめの杜西区自治会、桜塚自治会、町区会、磯区自治会、中浜区会、笠野区自治会の持続可能な自治会
運営に向けた仕組みづくりや活動の支援を行う。また浜通り行政区の情報交換等を目的とした三地区連絡会の運営を支援する。
事業②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、つばめの杜公園管理会、桜塚クリーンサポート会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

24 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

1.会　場：県内被災地4か所の集会所
2.対象者：復興公営住宅、及びその近隣に居住の方々（高齢者）
3.回　数：各会場毎月1回、定期的に3回開催
4.テーマ：「昔を語る会」・・・懐かしいをテーマに毎回ないよう変えて構成
5.連　携：地区の社会福祉協議会、支援団体、町内会と連携・協力を得ながら実施

気仙沼市



25 特定非営利活動法人ぱんぷきんふれあい会
復興公営住宅入居者と周辺地域における「顔の見える
関係」の構築と互助力の向上に向けた住民育成の取組
み

①復興公営住宅入居者を中心に被災した高齢者を対象とした交流支援活動の実施（ふまねっと運動等の定期交流会、交流イベントの開
催）
②交流会参加者や子育て世帯等現役世代の地域住民を対象としたボランティア人材養成講座の開催（ふまねっとサポーター養成講座、石
巻市軽度生活援助従事者研修）
③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とその活動のフォローアップ

石巻市

26
特定非営利活動法人東日本ネットワーク手に
ぎり隊

４住宅が一つにつながる交流支援活動

一年を通し、活動につながりを持たせることで次回への期待を高め参加につなげる
①畑、花植えなど屋外で身体を動かし、ストレス発散につとめる
②リズム体操や簡単にできる体操を取り入れ、健康維持、運動不足解消につなげる
③手を動かし考え作品を作る事で認知症予防
➃住民を講師に迎え参加型の企画を取り入れる
⑤住民から希望のあった健康アドバイスや専門家相談会、俳句大会を実施
⑥今までにない企画提案をし新しい参加者を集める

多賀城市

27 一般社団法人フードバンクいしのまき
地域資源との連携による困窮被災世帯の自立・安定し
た生活へ向けたフードバンク事業

１）社会福祉協議会等との支援体制における復興公営住宅でのアウトリーチ実施事業
２）生活相談事業所等関係機関との連携における被災世帯へのフードバンク食品の提供と、ひとり親家庭に対する食料支援事業

石巻市

28 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

①不登校・ひきこもりの子ども・若者の居場所・学習支援事業・若者の就労体験事業（週5日）
②家庭への支援事業　家族を対象とする相談・面談・家庭訪問・電話相談など（随時）
③地域の人を対象とする懇談会・相談会（月1回　公民館）
④不登校・ひきこもりに関する講演会・学習会など（年に3～4回）
⑤会報の発行による啓蒙活動
⑥県や市などのネットワークでの活動

気仙沼市

29
特定非営利活動法人放課後こどもクラブ
Bremen

福祉と教育を貫き、子どもを真ん中にした第三の居場
所の提供

①放課後児童クラブの中で無償で学習支援を行い、低所得家庭の子どもたちへの学習指導機会を与える。
②放課後子ども教室等で放課後児童クラブ内外の子どもたちに多様な経験と交流の機会を与える。
③休日にBremen文庫を開設することで、地域の子どもたちが読書する姿勢を身につける援助をする。これらを一体的に実施し安心で安全
な第三の子どもの居場所を運営する。（①②は従来からの維持継続・拡充の事業、③は新規の事業）

石巻市

30
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

交流サロン活動による地域住民のコミュニティ形成と
自立支援事業

若林区の六郷①②・地域③④地域で、ものづくりを中心にした交流サロンを実施する。また、併せて個別相談に対応する。
①<現地再建地域>東六郷コミュニティセンターでの交流サロン　年数回程度
②<集団移転先>久保田東町内会集会所での交流サロン　原則月1回、年10回程度
③<集団移転先>荒井西での交流サロン　年数回程度
④<復興公営住宅>荒井東市営住宅集会所での交流サロン　数か月に1回、年4回程度

仙台市

31
一般社団法人ボランティアステーションin気
仙沼

被災地域の孤立・孤独を防ぐ交流の「場」づくりと地
域の防災力活性化事業

①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
②災害公営住宅にてミニコミ誌「ペンのとびら」の発行
③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
④内外に対しての防災教育・防災訓練及び防災語り部の実施
⑤地元団体との連携を促す情報交換会への参加及び運営サポート

気仙沼市

32 一般社団法人みちのさき
地域住民との協働による未来に向けた生業創出連携事
業

①手仕事での持続的な生業づくりの構築
商品として持続可能な手仕事(手編みニット、小物等)を研究開発・製品化までの流れを検証し、地域住民誰もが参加でき継続的に収入を
得られるスキームの構築。
②新たな生業づくりセミナーの実施
経験や趣味を生かした仕事等を始めるための基礎を学ぶセミナーの実施
③生業・仕事相談窓口の開設
新たに仕事を始めたり、事業を改善し活性化させたい住民のための無料相談窓口の開設。

南三陸町



33
みやぎ青葉の会（宮城県クレジット・サラ金
問題を解決する会）

東日本大震災の被災地域における、弁護士・司法書士
による法律相談支援事業

県内各地の沿岸部の公共施設に弁護士・司法書士等が出張して、東日本大震災被災者を主な対象とした無料法律相談会を開催。
相談内容は、多重債務相談、一般法律相談その他労働、生活全般にわたる相談。
１日につき弁護士・司法書士各１～３名、一般相談員１～２名程度。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、人数限定の事前予約制とする。

仙台市

34 一般社団法人WATALIS
被災地の未来を創る種をまく　地域住民の交流をとお
した環境保全と地域活力再生事業

①新たな交流機会の創出と仲間づくり：里地里山の現状と保全のためのアクションについて学ぶワークショップの開催／空き地や遊休農
地を活用し、作物や蜜源となる花卉の植栽及び養蜂による環境保全活動を実施／仲間づくりイベントの開催
②活動の普及啓発と支援者の獲得：HPやSNSでの発信／ニュースレター及び冊子の発行
③活動資金の確保：収穫した作物や蜂蜜を素材とした菓子などの商品化と模擬販売

亘理町


