令和２年度福島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金
採択事業一覧
番号 所在地

1

事業者名

事業名

手づくりのあたたかさで心と心を繋
福島市 一般社団法人手づくりマルシェ ぐ生きがいづくりコミュニティーづく
りプロジェクト

一般社団法人
BridgeforFukushima

2

福島市

3

福島市 特定非営利活動法人笑顔革命

交付額
（千円）

事業概要

○復興公営住宅の避難者向けエコクラフト等手作りワークショップの開
催
4,000 ○手づくり作品の集まるイベントを開催し、ワークショップ参加者の作品
展示を通じた交流の実施

帰還を考える若者のプラットフォー
ム事業

○被災地域の高校生・大学生を対象としたワークショップの開催
○被災地域出身の大学生による被災地の今を伝える動画の配信
6,800 ○被災地域出身の高校生・大学生向けの地元企業へのインターンシップ
事業

小高ふるさと帰還者等及び県内避
難者支援事業

4,200 ○YouTubeを活用した浪江・小高地区における地域の情報発信事業

○帰還した子供や高齢者等を対象とした音楽教室や発表会の開催

○帰還した母親を対象とした「ままカフェ」および「放射線に関する座談
会」の実施
8,975 ○避難者・帰還者・地域住民との農作業を通した交流活動の実施
○避難を経験した人と震災後の転入者等との交流会の開催
○郷土料理作りを通した避難者の地域参画支援の実施

4

ふくしまコミュニティ再生～それぞ
特定非営利活動法人ビーンズ
福島市
れの望む一歩をそれぞれの歩幅
ふくしま
で踏みだすために～

5

福島市

特定非営利活動法人福島就労 避難者と若者のまなびあい交流
支援センター
事業

2,500 の開催

6

福島市

特定非営利活動法人福島県レ 笑顔Again！心の元気づくり応援
クリエーション協会
事業R2

2,801 活動やサロン活動の実施

7

福島市 ベルフォンテ

8

福島市

特定非営利活動法人ふたば創
ふるさと双葉を語り、見つめ直そう
造未来塾

1,742 ○避難者を対象とした双葉地方の現状視察の実施

9

福島市

特定非営利活動法人POMk
Project

2,100 ○避難生活を送る児童・生徒を対象とした健康教室の開催

10

スポーツを通じた避難者・帰還者
特定非営利活動法人福島ユナ
福島市
の健康維持向上とコミュニティ再
イテッドスポーツクラブ
構築支援事業

○災害公営住宅の住民を対象とした、健康体操教室やワークショップの
6,497 実施
○避難者・帰還者と地域の子ども達のスポーツを通した交流活動の実施

福島市 女子の暮らしの研究所

女子の暮らしのアーカイブ

○被災12市町村の避難者や福島に暮らす女子を対象とした、震災当時
1,750 と現在の生活や気持ちについてのインタビューの実施
○インタビュー内容をＷＥＢサイトで公開

大熊町・会津若松市 恩返しプロ
ジェクト

○大熊町の避難に関する「絵おと芝居」の上演及び避難者と避難先の
方々との交流の場の提供
2,800 ○会津若松市の復興公営住宅集会所における交流会(手芸教室)の開
催

11

飯舘村子育て世代コミュニティ創
出事業

つながる寺子屋2.0

○避難者と避難先の住民による野菜づくりや料理教室を通じた交流会

○福島市、二本松市、川俣町の復興住宅を訪問してのレクリエーション

○避難者を対象とした、福島県や飯館村の地域資源を使った雑貨作り

1,862 ワークショップの開催

○避難先の交流拠点における花壇整備を通じた交流会の開催

○健康に関する体験型学習会の開催

12

会津若
おおくま町物語伝承の会
松市

13

郡山市

14

富岡町内の新しいコミュニティづく
特定非営利活動法人富岡町3・
郡山市
り支援事業～オール富岡をめざし
11を語る会
て～

○町外避難者が富岡町内を巡るふるさとツアーの開催
○会津地区及び双葉郡内の高校生と富岡町民の世代間交流を実施
3,335 ○富岡町の小中学生と双葉郡内高校生による映像制作を通した交流の
実施

15

特定非営利活動法人
郡山市 福島住まい・まちづくりネット
ワーク

○避難者・帰還者の生きがいにつながるワークショップの実施（公園作り
9,000 等）
○避難者・帰還者の生の声に焦点をあてた情報発信支援

16

認定特定非営利活動法人未来
郡山市
福島から伝える・心をつなぐ
といのち

特定非営利活動法人福島県ス
浪江町健康サポート教室
ポーツマネジメント協会

避難者・帰還者のためのまちづく
り・生活支援事業

2,000 ○浪江町民を対象とした健康サポート教室の開催

○避難者を対象とした故郷の伝統芸能や震災体験等の聞き取り及びパ
3,500 ネル展の開催
○パネル展と併せて、小音楽会等の交流会の開催

令和２年度福島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金
採択事業一覧
番号 所在地

事業者名

事業名

交付額
（千円）

事業概要

大学生による双葉郡の帰還者へ
の生活支援・コミュニティづくり事
業

○大学生ボランティアと共に行う双葉郡内の帰還住民同士の交流会の
1,500 実施
○大学生を対象とした浜通り地方の視察の実施

18 いわき市 小浜風童太鼓

健康太鼓教室と復興太鼓祭等の
開催による生きがいとコミュニティ
の形成事業

○いわき市内の復興公営住宅での健康太鼓教室の開催
3,800 ○健康太鼓教室の団地間交流会の開催
○富岡町での復興太鼓祭の開催

19 いわき市 中央台地区有志の会

被災者・帰還者・地域住民とのコ
ミュニティ形成・交流開催

○避難者と地域住民による野菜の苗植えを通した交流及び収穫野菜で
3,011 のバーベキュー等を通した交流活動の実施
○相双地区から避難した同郷者同士の交流会の開催

17

特定非営利活動法人コース
郡山市
ター

20 いわき市

特定非営利活動法人いわきＦス 被災者の健康維持向上とコミュニ
ポーツクラブ
ティ再生支援事業

3,500 持と居場所づくりの実施

21 いわき市

特定非営利活動法人いわき緊 笑顔で一歩ふみ出す心の居場所
急サポートセンター
づくりと地域相談支援プロジェクト

3,314 ○被災者の自立に向けた生きがいづくりと仲間づくり支援の実施

22 いわき市

特定非営利活動法人
Global Mission Japan

23 いわき市

特定非営利活動法人コーチズ 避難者、帰還者のための生きがい
ふくしま
づくり事業

特定非営利活動法人
24 いわき市
フラガールズ甲子園

生き生きフクシマONE VOICE

フラによる避難者の心と身体の支
援事業

特定非営利活動法人相馬はら
コミュニティ創出プロジェクト
がま朝市クラブ

25

相馬市

26

相馬市 特定非営利活動法人 野馬土

○災害公営住宅等におけるストレッチやスポーツ活動等を通じた健康維

○相談対応等を通じた被災者の暮くらしと心の居場所づくり

○避難者・帰還者等を対象とした太極拳教室等の開催

11,000 ○避難者・帰還者等を対象としたワークショップや交流カフェの開催

○双葉郡内で伝統芸能を始めとした音楽イベントの開催

3,000 ○避難者や帰還者を対象とした交流サロン(体操、料理教室等)の開催

○いわき市及び双葉郡内の災害公営住宅集会所などにおいて、フラ
3,497 ガールズ甲子園参加校生徒によるフラ交流会及び健康フラ講師による
健康フラ体験交流会等の開催
○災害公営住宅入居者への買い物の場の提供やレクリエーション活動
の実施
2,358 ○相馬市における復興ライブや、市内外の災害公営住宅における出張
ライブの開催

“野馬土”からつながる避難者・帰
還者交流支援事業

3,511 茶っこ会等の交流会の開催

○相馬市等において避難者・帰還者が主体的に参加する料理教室やお

27

相馬市 浪江まち物語つたえ隊

浪江まち物語 紙芝居・アニメー
ションで絆つくり事業

○浪江町の昔話や、3.11以降の物語の紙芝居・アニメーションを使った
避難者及び地域住民等との交流会の開催
2,250 ○県外からの視察者への現地案内と県外での3.11以降の物語の紙芝居
アニメの上映

28

二本松 特定非営利活動法人あだたら
市
青い空

被災者支援リフレッシュ・ハイキン
グ、ウォーキング事業

2,400 施

29

若い世代の女性避難者が考え
二本松 特定非営利活動法人がんばろ
た！避難生活の中で孤独や不安
市
う福島、農業者等の会
を解消する事業

3,500 ○郷土料理や絵画教室等を通した避難者と地域住民との交流会の開催

30

二本松
歌声サロンで元気づくり、スタディ
特定非営利活動法人ライフケア
市
ツアーでづくり事業

○避難者、帰還者等を対象とした歌声サロンの開催
2,600 ○避難者が語り部となり、福島の現状を県外に伝えるスタディツアーの
実施

31

二本松
まちづくりＮＰＯ新町なみえ
市

32

南相馬
コトノハプロジェクト
市

○避難者・帰還者と地域住民の交流を促すリフレッシュ・ハイキングの実

新ぐるりんこ移動支援事業と避難
者の心と身体の健康増進・絆づく
り

5,500 ○避難者（高齢者や交通弱者等）への移動支援の提供

被災地の文化を次世代に繋げる
ためのプロジェクト

○浪江町と（原町区と小高区を中心とした）南相馬市の高齢の被災者か
ら伺った昔話をもとに絵本や紙芝居を制作し、図書館等で公開
3,489 ○「いちばん星フェスタ」にて紙芝居を上演
○図書館にて詩人と子どもたちとの言葉のワークショップを実施

○避難者同士や、避難者と地域住民との交流会の開催

令和２年度福島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金
採択事業一覧
番号 所在地

事業者名

事業名

交付額
（千円）

事業概要

33

特定非営利活動法人りょうぜん 復興をねがう親子とつながり、笑
伊達市
里山がっこう
顔で子育て事業

○避難生活を送る子育て中の母親を対象にリフレッシュ講座や食育講
2,000 座を開催
○避難生活を送る乳幼児親子向けのあそびワークショップの開催

34

避難者の心の復興と世代を超え
福島こどものみらい映画祭実行
伊達市
た地域の絆とふるさとを結ぶ映像
委員会
文化事業

○小学生や地域住民の参画による映画祭の開催
○避難地域出身の県内大学生を中心とした映画製作を通した交流の実
4,500 施
○帰還者、災害復興住宅の居住者を対象とした映画上映会の開催

伊達市 Life for Mothers

多世代交流で帰還者と地域をつ
なぐ居場所運営事業

○多世代交流で帰還者と地域をつなぐ居場所づくりとして、食を通した交
流とワークショップ等を開催
3,350 ○子育て世代の帰還者向けに、情報誌やＳＮＳによる情報発信、避難体
験を伝える講演の実施

36

大玉村 一般社団法人ちろる

避難者同士及び避難者と二本松
市民、学生交流促進事業

○復興公営住宅における男性避難者同士の料理教室を通した交流会の
4,000 開催
○避難者と二本松市民、学生等の交流会の開催

37

楢葉町

一般社団法人福島地域サポー
被災地でのコミュニティの維持
トセンター

3,474 室等の開催

38

富岡町

学校法人堀内学園 富岡幼稚
生きる力
園

2,500 設や交流会の開催

35

39

浪江町 チームなみえG&B

浪江町帰還住民による「古くて新
しいふるさと浪江作り」を目指す活
動その3「ずっとG&Bへ」

40

葛尾村 一般社団法人葛力創造舎

葛尾村の結文化体験による多世
代交流事業

41

葛尾村

一般社団法人葛尾むらづくり公
かつらおコミュニティ再生事業
社

○復興公営住宅や仮設住宅の入居者、帰還者を対象とした手芸制作教

○仮設住宅や復興公営住宅に居住する避難者を対象としたサロンの開

○浪江町民と子どもたちとの県内外での交流会や研修会の開催

5,500

3,222 ○高齢者と子供による郷土料理づくりを通した交流会の開催

○高齢者と子供を対象とした結文化に関するワークショップの開催

○村内居住者と村外居住者が相互に交流する機会（バスツアー、蕎麦

3,000 打ち等）の創出

飯舘村 あづまるネット実行委員会

被災１２市町村を結ぶ被災者自立
のためのネットワーク配信事業

○村民や避難者がインターネットを通して交流する場（村関連イベントの
4,000 取材や動画配信等）の運営
○村民交流イベントの開催

43

飯舘村 いいたてネットワーク

生活に彩りと癒しプロジェクト＆
＃でつながる「いいたてフォト交
流」

1,621 ○飯舘村で撮影した写真によるフォトコンテストの開催

44

一般社団法人復興支援士業
宮城県
ネットワーク

アロマオイルを使ったクラフトと対
話をすることで心と体を癒す

○被災地区住民を対象としたアロマオイルを使ったクラフト教室及び茶
2,045 話会の開催
○帰還者を対象とした生活再建のための無料相談会の開催

45

宮城県 Café de FUKUSHIMA

帰還先・避難先（福島県内全域）
での新コミュニティ作り

5,000 ○福島県内各地における食や笑いを通した避難者交流会の開催

46

宮城県 こどもミュージカルプロジェクト

子どもの笑顔元気ミュージカルin
南双葉

2,951 ○演劇ワークショップを通じた交流の場の提供

47

音楽と交流によるコミュニティ形成
公益財団法人音楽の力による
宮城県
のためのミニコンサート・うたごえ
復興センター・東北
サロン事業

2,862 ニコンサート・うたごえサロンの開催

48

特定非営利活動法人
東京都
日本臨床研究支援ユニット

○富岡町等の災害公営住宅における健康チェック・健康講話の実施
3,499 ○富岡町のショッピングモール等における健康チェック・保健師等への健
康相談の実施

42

富岡あんしんプロジェクト ステー
ジ４

○福島市及び飯舘村における作品作り（木工等）を通した交流会の開催

○南双葉の子どもたちと作る「子どもの笑顔元気ミュージカル」の公演

○福島県内の復興公営住宅の集会所等におけるプロの演奏家によるミ
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番号 所在地

49

事業者名

事業名

特定非営利活動法人おぢや元 東日本大震災10周年復興祭「心
新潟県
気プロジェクト
の駅」交流事業

合計

交付額
（千円）

事業概要

○いわき市小浜海岸での復興祈念イベントの開催
970 ○「心の駅」の整備を通じた避難者・帰還者・地域住民の福島県内での
交流の場の提供

176,586

