
平成24年度東日本大震災復興支援補助　第2次募集 内定一覧表 別表

番号 　　　　　　　事業者名 都道府県 事業名 事業概要

1 （一社） 復興応援団 宮城県 被災者支援拠点づくり活動
多賀城市の仮設住宅住民が主体となる「支え合いネットワーク」構
築事業

2 （Ｎ） 児童養護施設支援の会 埼玉県 被災者支援拠点づくり活動 東松島市の子どもたちが自由に遊べる運動場を提供する事業

3 （Ｎ）
コミュニティ・コーディネーターズ・タン
ク

千葉県 被災者支援拠点づくり活動
復興支援センター小名浜の運営（情報収集と発信、コーディネー
ション）と県外支援ネットワーク形成事業

4 （一社） SAVE TAKATA 東京都 被災者支援拠点づくり活動
陸前高田市に交流拠点を設置し、各事業者に活動拠点（事務所機
能、地域密着団体によるサポート体制）を提供する事業

5 （福） ＨＯＰ 北海道 被災者に対する生活支援活動 被災地における自転車の新たな役割と可能性を探る実態調査

6 （Ｎ） さんさんの会 岩手県 被災者に対する生活支援活動
大船渡市の高齢独居、男性独居、身障者、生活困窮者等に対する
「おかず」の配達を通した見守り事業

7 （一社） H.u.G.plat 遠野 岩手県 被災者に対する生活支援活動 馬と自然を介し、被災児童等の心のケアを行う事業

8 （Ｎ） フェアトレード東北 宮城県 被災者に対する生活支援活動
石巻市の在宅被災者の聞き取り調査、及び巡回見守、食糧支援、
心のケア、法律相談などの様々な支援活動

9 （Ｎ） 亘理いちごっこ 宮城県 被災者に対する生活支援活動
亘理町の小中学生・高校生を対象としたワークスペース「寺小屋い
ちごっこ」での学習支援活動

10 （一社） 東松島復興協議会 宮城県 被災者に対する生活支援活動 東松島市の地域コミュニティー支援活動

11 （Ｎ） 底上げ 宮城県 被災者に対する生活支援活動 気仙沼市内の３地区（唐桑・鹿折・階上）での学習支援活動

12 （学）
東北文化学園大学医療福祉学部看
護学科

宮城県 被災者に対する生活支援活動
宮城県内の被災者に対する防災教育支援、生活用品試作品の展
示会、パンフレット配布活動
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13 （福） とやの福祉会 福島県 被災者に対する生活支援活動 イベント「浪江町with上鳥渡がんばっぺ！夏祭り」の開催事業

14 （Ｎ） ひたちＮＰＯセンター・with you 茨城県 被災者に対する生活支援活動
被災地域の児童及び障害児・父兄を茨城県に招待し、外遊びや理
科遊びの体験、及びシンポジウムを行う事業

15 （学） 筑波大学体育系 茨城県 被災者に対する生活支援活動
宮古市の子どもたちを対象とした運動不足を解消させる体力向上
プログラムの提供事業

16 （Ｎ） こころの応援団 群馬県 被災者に対する生活支援活動
群馬県内への避難者・南相馬市の被災者に対する、定期的な訪問
やエンジョイ事業、生活上の送迎、及び心のケアを行う活動

17
（学） 立教大学コミュニティ福祉学部東日本

大震災復興支援室
埼玉県 被災者に対する生活支援活動 陸前高田市の保育所の修了文集・記念文集復刻版作成事業

18 (認Ｎ） たすけあいの会ふれあいネットまつど 千葉県 被災者に対する生活支援活動
東松島市の子どもたちに遊びと学びの時間を提供し、松戸の子ど
も達との交流会も行う事業

19 （Ｎ） 子どもの権利条約総合研究所 東京都 被災者に対する生活支援活動
被災地の子どもによる「子どもにやさしいまち」の復興計画実現事
業

20 （Ｎ） MPI 東京都 被災者に対する生活支援活動 福島の子どもたちに対するエンパワメント事業

21 （Ｎ） エイブル・アート・ジャパン 東京都 被災者に対する生活支援活動
被災地の障害者によるアート活動を仕事づくりに結びつけるための
セミナー開催事業

22 （一社） アスリートソサエティ 東京都 被災者に対する生活支援活動
被災地における、トップアスリートによるスポーツ教室（陸上・バス
ケットボール・ラグビー）の実施活動

23 （一財） 日本ドッジボール協会 東京都 被災者に対する生活支援活動
宮城県における、被災地の小学生を対象としたドッジボール大会の
開催事業

24 （公財） あしたの日本を創る協会 東京都 被災者に対する生活支援活動
宮城県の仮設住宅居住者に対する生きがいづくり支援及び経済的
支援活動
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25 （Ｎ） POSSE 東京都 被災者に対する生活支援活動 仙台市内の仮設住宅における住民同士の交流促進事業

26 （Ｎ） 全日本インラインスキー連盟 新潟県 被災者に対する生活支援活動
被災地の小学生を対象としたインラインスケートならびにスキー教
室の実施事業

27 （Ｎ） いみず市民メディア 富山県 被災者に対する生活支援活動
復興イメージソング「ＴＡＫＡＴＡ　ＭＩＲＡＩ」の共同制作及びバリアフ
リー音楽会の開催、記録ＣＤの配布事業

28 (学）
北陸学院大学人間総合学部社会学
科

石川県 被災者に対する生活支援活動
陸前高田市の小中学生の学習支援、幼稚園・保育園の遊び環境
回復支援、教員・親のストレス軽減を図る支援活動

29 （学）
松本大学東日本大震災災害支援プロ
ジェクト

長野県 被災者に対する生活支援活動 石巻市の小学生に対するサマーキャンプの実施事業

30 （Ｎ）
日本子どもの虐待防止民間ネットワー
ク

愛知県 被災者に対する生活支援活動
全国子育て・虐待防止ホットライン広報カードの作成・配布および広
報活動

31 （Ｎ） 室内合奏団　ＴＨＥ　ＳＴＲＩＮＧＳ 兵庫県 被災者に対する生活支援活動 プロの演奏家による高齢者福祉施設（宮城県）への慰問事業

32 （Ｎ） 健康まちづくり推進協会 兵庫県 被災者に対する生活支援活動 学生防災書道展の開催事業

33 （Ｎ）
動物愛護を考える茨城県民ネットワー
ク

茨城県 被災者に対する生活支援活動 シェルターを活用した原発周辺区域における被災ペットの保護活動

34 （Ｎ） ワンワンパーティクラブ 静岡県 被災者に対する生活支援活動
福島県内（浜通り）における愛犬の引き取り（一時預かり、里親募
集）を通じた被災高齢者の生活支援活動

35 （学） 静岡県立大学短期大学部HPSJapan 静岡県 被災者に対する生活支援活動
遊びの専門職による応急仮設住宅で暮らす子どもたちに対する遊
び支援事業

36 （Ｎ） ふよう土２１００ 福島県 被災地域の記録活動
被災地復興支援事業「いわき市久之浜地区」の再興を目的とした
記録活動
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37 (公社） 日本認知症グループホーム協会 東京都 被災地域の記録活動
被災地において事業運営をしている認知症グループホームの発災
時から現在までの記録を纏め、研修を行う事業

38 （財） たんぽぽの家 奈良県 被災地域の記録活動
被災地における福祉施設、医療関係者等の経験や思いを映像、写
真、テキストにより記録し、公表する事業

39 （福） 弘前豊徳会 青森県 被災地域の調査活動 要介護高齢被災者広域連携体を構築するための調査活動

40 （一社） 南三陸町復興推進ネットワーク 宮城県 被災地域の調査活動
南三陸町のインターネット利用現状調査及びインターネット活用講
習会開催による情報環境の構築支援

41
（学） 東北文化学園大学医療福祉学部保

健福祉学科
宮城県 被災地域の調査活動

被災地での睡眠トラブルに関する講習会の実施および実態調査・
追跡調査事業

42
（学） 秋田県立大学 システム科学技術学

部建築環境システム学科
秋田県 被災地域の調査活動 釜石市箱崎町における地場産業の復興支援事業

43 (公社） 日本防犯設備協会 東京都 被災地域の調査活動
被災者が情報を得る手段として有効なＦＭ局開設を促す、解説用Ｄ
ＶＤの作成事業

44 （Ｎ） 医療ネットワーク支援センター 東京都 被災地域の調査活動
被災した自治体と個人情報に関して検討会の実施ならびに実施マ
ニュアル作成事業

45 （学） 神戸大学大学院工学研究科 兵庫県 被災地域の調査活動
被災地の街を復元模型で再現し、現地での調査に基づく復興計画
案を策定する事業

46 （Ｎ） キッズドア 東京都 被災地域の調査活動 震災による子どもの教育への影響に係る実態調査活動

47 （学） 聖学院大学 東京都 被災地域の調査活動
釜石東部漁協管内での聞き取り調査とそれに基づく体験型漁業の
再生可能性、水産加工食品の開発事業

48 （Ｎ） かまいしリンク 岩手県 被災者や被災地域が行う復興活動
釜石市の被災した企業の自社ブランド商品の開発と販売促進支援
活動
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49 （Ｎ） いわて景観まちづくりセンター 岩手県 被災者や被災地域が行う復興活動
岩手県釜石市唐丹町・大石地区における、景観資源の発掘および
交流イベントの開催事業

50 （一社） 気仙沼鹿折復幸マルシェ 宮城県 被災者や被災地域が行う復興活動 夏季恒例イベント「かもめ祭り」「盆踊り大会」の復活事業

51 （Ｎ） 気仙沼復興商店街 宮城県 被災者や被災地域が行う復興活動 商店街事務局（仮設）の設置事業

52 （Ｎ） まちづくりｃｏｍ 宮城県 被災者や被災地域が行う復興活動 東北お遍路心の道プロジェクト事業

53 （一社） MMIX Lab（ミミックスラボ） 宮城県 被災者や被災地域が行う復興活動 桜の植樹による津波遡上ライン（セーフティライン）の形成事業

54 （Ｎ） アーバンデザイン研究体 東京都 被災者や被災地域が行う復興活動
大船渡市三陸町の高台移転地の整備計画等、まちづくりの復興支
援活動

55 （Ｎ） 森のライフスタイル研究所 東京都 被災者や被災地域が行う復興活動 千葉県山武市の津波にあった海岸保安林の復旧整備事業

56 （一社） MAKOTO 宮城県
被災者の自立支援、就業支援を目
的とした活動

被災企業経営者の復興自立支援、および仮設住宅等における被
災者の就業支援事業

57 （財） 全国青少年教化協議会 東京都
被災者の自立支援、就業支援を目
的とした活動

巡回型のコミュニケーションスキルアップ講座（全３回）の開催およ
び小冊子（巡回講座手引き）の作成と高校生への配布事業
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支援拠点づくり 9 31,363 2 6,000 22% 19%

被災者に対するカウンセリング、調査活動 9 22,669 2 3,375 22% 15%

被災地の記録、調査活動 7 20,986 4 11,569 57% 55%

被災者や被災地域が自ら行う活動 9 44,927 4 10,046 44% 22%

第1次募集 計 34 119,945 12 30,990 35% 26%

被災地域および被災者受入地域における支援拠
点、ネットワークづくり活動

9 25,161 4 10,602 44% 42%

被災地域および被災者受入地域における高齢者、児童、障害
者等を対象とした生活支援（メンタルケア、教育支援等）活動

39 106,650 31 80,064 79% 75%

被災地域の記録活動（後世への伝承、普及・啓発） 5 14,967 3 8,968 60% 60%

実態調査、現在・将来にわたるニーズ調査活動（普
及・啓発）

14 35,793 9 20,043 64% 56%

被災者や被災地域が行う復興（まちづくり、くらしづく
り等）活動

16 41,929 8 21,839 50% 52%

被災者の自立支援、就業支援を目的とした活動 4 10,761 2 5,211 50% 48%

第2次募集　計 87 235,261 57 146,727 66% 62%

121 355,206 69 177,717 57% 50%24年度 計

24年度
(第２次募集)

事業名
要望 採択率

件数 件数 件数 金額
金額
(千円)

金額
(千円)

採択

平成24年度東日本大震災復興支援補助採択状況一覧

24年度
(第１次募集)


