
１．住みよい地域づくり支援事業（平成26年度事業）助成決定団体一覧

平成26年3月27日現在

No 区 種別 団体名 事業名 決定金額(円)

1 町内会 川平学区連合町内会
災害時要援護者避難支援のための「タフレ
ンジャー」を配備した防災訓練、研修会 250,000

2 町内会 北山団地町内会 町内の近所力を高める事業 250,000

3 町内会 貝ヶ森中町内会
助け合い、安心して暮らせる町内会のため
の防災体制作り事業 250,000

4 地区社協 川平地区社会福祉協議会
災害時要援護者避難支援のための「タフレ
ンジャー」を配備した防災訓練、研修会 250,000

5 ボラ・市民 心のネットワークみやぎ
心のネットワークみやぎ大会2014　―講
演と分科会（シンポジウム）― 202,000

6 町内会 上町南町内会
地域の絆と防災力アップの活動に発電機の
備え 180,000

7 町内会 新川町内会 町内会行事及び災害時の備品整備事業 153,000

8 町内会 広瀬住宅町内会
全会員が防災意識を深め、地域の共助力を
高める事業 250,000

9 町内会 広瀬ニュータウン自治会 防災・減災用備品収納施設の設置 245,000

10 町内会 上原市営住宅自治会
復興公営住宅と市営住宅入居者の防災訓練
をとおしたつながりづくり 250,000

11 町内会 栗生西町内会 地域防災力強化事業 250,000

12 町内会 赤坂2丁目町内会
頑張ろう（一時）避難所の整備を通して災
害に強い町づくりを目指す 250,000

13 ボラ・市民 広瀬ボランティア連絡協議会 被災者交流と町興しの為の朝市事業 77,000

14 ボラ・市民 重力エンジェルス 視覚障害者の復興支援・自立支援情報提供 99,000

15 その他
エキヒガシエリアマネジメント協議会設
立準備会

エキヒガシつなぐプロジェクト 250,000

16 町内会 新浜町内会
防災訓練等の実施と防災・減災用備品の整
備事業 153,000

17 町内会 西原町内会
東日本大震災により、被災し応急仮設住宅
及びみなし仮設住宅に分散している町内会
員の交流事業

250,000

18 町内会 仙台港背後地6号公園自治会 被災した住民向けのたまり場事業 250,000

19 地区社協 鶴ヶ谷地区社会福祉協議会
鶴ヶ谷第二復興住宅入居者歓迎セレモニー
の開催と防災訓練の実施事業 250,000

20 地区社協 高砂地区社会福祉協議会
被災した住民向けの交流イベント（社協ま
つり）開催 250,000

21 ボラ・市民 つるがや元気会

被災地であり、かつ沿岸部より避難して来
られた方が多く住む鶴ヶ谷を元気にする交
流事業（童謡を唄う会・サロン・趣味の教
室）

250,000

22 ボラ・市民 ステップみやぎ実行委員会 音楽の贈り物コンサート 250,000

23 その他 中野中学校区青少年健全育成協議会 ふれあい交流発表会 235,000

24 町内会 尼坪西町内会 住みよい町作り 250,000

25 町内会 藤田町内会 藤田町内会－『サロン藤友』活動 250,000

26 町内会 法領塚下町内会
被災により新しく住民になられた方々
との交流サロン事業

97,000

27 町内会 大和連合町内会 防災訓練と命を守る避難学習会の事業 35,000

28 ボラ・市民 六郷地区ボランティアひまわり会
被災した地域の要援護高齢者の安否確
認、見守り事業

250,000

29 その他 仙台沿岸部まちづくり協議会 心をつなぐ落語会 139,000
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仙台市共同募金委員会



No 区 種別 団体名 事業名 決定金額(円)

30 町内会 八木山東町内会 安心して暮らせるまちづくり事業 250,000

31 町内会 茂庭台三丁目町内会
防災用機材整備とこれを利用した防災
訓練の開催

225,000

32 町内会 袋原市営住宅さつき会
夏まつり、いもに会、餅つき大会、ひ
いらぎ体育祭

153,000

33 町内会 下前田成和町内会 災害時の防災備品の設備事業 180,000

34 町内会 向山経ヶ峯親交会
震災時に備えた「がんばる避難施設の
発電機購入」

227,000

35 町内会 大原町内会
紙芝居の鑑賞・上演・創作の文化活動
による住民の交流

143,000

36 町内会 野口町内会 サロン活動人材育成事業 125,000

37 町内会 長町南町内会
防災用資機材・備蓄品収納倉庫の設置
事業

161,000

38 地区社協 八木山南地区社会福祉協議会
被災により住民になられた皆様と住民
の交流および地域コミュニティ活性化
事業

250,000

39 地区社協 人来田学区社会福祉協議会
住民を対象とする音楽による地域力を
高める融和復興事業

247,000

40 ボラ・市民 あせび会
65才以上一人暮らし・二人暮らし高齢
者に緊急時ヘッド・ライトの支給

160,000

41 ボラ・市民 ＣＩＬたすけっと ピア・カウンセリング集中講座 64,000

42 ボラ・市民 郡山笑結タイム
みなし仮設に住む方々と地域住民との
交流事業

146,000

43 その他 生出学区災害対策協議会 防災訓練に伴う備品整備事業 153,000

44 町内会 七北田町内会 七北田町内会住みよい地域づくり事業 153,000

45 町内会 NICE URBAN泉中央自治会
NICEなマンション自治会交流・防災事
業

39,000

46 町内会 南光台五丁目町内会 防災・防犯活動 139,000

47 地区社協 寺岡地区社会福祉協議会 出前サロン 60,000

48 ボラ・市民
ボランティアサークル「つくしの
会」

介護予防支援ボランティアサークル
「つくしの会」

100,000

49 ボラ・市民 泉区福祉ガイドブック作成委員会
「施設・事業所における防災・ＢＣＰ
対策セミナー」実施事業

39,000

50 その他 将監西小学校区子ども会育成会
地域の子ども会活動活性化の為の綿菓
子機の貸し出し事業

106,000

合計 9,235,000
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区別内訳：青葉区5件、宮城地区9件、宮城野区9件、若林区6件、太白区14件、泉区7件
種別内訳：町内会28件、ボランティア・市民活動団体11件、地区社協6件、その他5件

仙台市共同募金委員会



２．子育て支援事業（平成26年度事業）助成決定団体一覧

平成26年3月27日現在

No 区 種別 団体名 事業名 決定金額(円)

1 ボラ・市民 わらべっこ 子育て支援「わらべっこ」研修・サロン 205,000

2 保育所 こどもの家エミール 地震で破損した園給食用食洗機の購入 89,000

3 宮城野区 保育所 ハニー保育園
震災で破損した倉庫の修繕（行事用備品・
保育資材・遊具保管） 250,000

4 ボラ・市民 西公園プレーパークの会 メディアテークdeちびぱーく事業 250,000

5 ボラ・市民 ママのお茶時間
母親同士のグループカウンセリング　ママ
のお茶時間 168,000

6 ボラ・市民 子育てサークル　ママほっと
被災した子育て世帯（荒町・五橋地区）へ
の支援活動 166,000

7 太白区 地区社協 生出学区社会福祉協議会 おいでの子育てめんこいサロン 235,000

8 NPO
特定非営利活動法人子育て支援アシス
ト・エフワン

震災により変則勤務になった家庭の子育て
支援 182,000

9 保育所 ミッキー保育園　八乙女園 地震で破損したお散歩兼用避難車 250,000

合計 1,795,000

青葉区

若林区

泉区

区別内訳：青葉区2件、宮城地区0件、宮城野区1件、若林区3件、太白区1件、泉区2件
種別内訳：ボランティア・市民活動団体4件、地区社協1件、ＮＰＯ１件、認可外保育所3件

仙台市共同募金委員会


