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一般社団法人 Ishinomaki2.0（宮城県石巻市） 

東日本大震災で大きな被害を受けた石巻市を震災前の姿に戻すのではなく、震災を契機

に地域の課題を地域内外の力を結集し、コミュニティの創出や人材の育成を目指す新し

い街へのバージョンアップ事業を展開。 

石巻中心市街地再生「オープンコミュニティプロジェクト」（平成 24 年度 新しい公共支援事業） 

石巻人のリアルな声を発信するラジオ番組「Real VOICE」放送事業 

（平成 26年度 NPO 等の運営力強化を通じた復興支援事業） 

 

１ 団体の概要 

東日本大震災の直後、平成 23 年５月末ごろから、ボランティアで石巻市を訪れていた東京の建

築家やデザイナー、地域の若手経営者などの個人的なネットワークにより、活動を開始。平成 24

年２月には一般社団法人として基盤強化を図り、地域内外の視点から、コミュニティスペースの開

設、フリーペーパーの発行、イベントの開催、地域のものづくりの場づくり等、20を超えるプロジ

ェクトを実施している。 

活動開始年度 平成 23年度 法人設立年度 平成 24年度 

主な活動分野 場づくり、にぎわい創出、移住促進、情報発信、コミュニティ創出 

所在地 宮城県石巻市中央二丁目 10-２新田屋ビル一階 

電話 0225-25-4953 FAX 0225-25-5954 

E-mail info@ishinomaki2.com 

URL http://ishinomaki2.com/ 

代表者 松村 豪太 会員数 約 20名 

スタッフ数 12 名（内有給常勤 7名、有給非常勤３名） 

事業規模 約 4千数百万円（平成 26年度） 

 

２ 活動内容 

東日本大震災後、多くのボランティアが石巻市を訪れる中、かねてより親交のあった建築家と被

災した旅館経営者を中心に Web デザイナー、芸術家、大学教授などの個人的ネットワークにより、

被災地を単に復旧するのではなく、もともとあった街の課題を含めて、新たな石巻を作ってはどう

かという発想のもと、活動を開始した。多くの地域がある意味で復旧・復興を競っていく中では、

既成概念に捉われることなく、他でやっていない、自分達が面白いと感じるプロジェクトを実施し

ようという発想の下、多彩なプロジェクトを企画し展開している。 

平成 24年２月の一般社団法人化後は、コミュニティスペース（IRORI石巻）の開設、フリーペー

パー（石巻 VOICE）の発行、イベント（STANDUP WEEK）の開催、地域のものづくりの場づくり（石

巻工房）、被災した空き店舗（復興バー）の活用などを皮切りに、コミュニティスペースを活用し

た映画上映、街中の空き物件を DIYで改修したゲストハウス運営、地域で活躍する人を紹介するラ

ジオ番組の制作などを実施している。 
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【活動の概要】 

活動 概要・特徴 

IRORI石巻 ・ガレージを DIYで改修し、オープンオフィスとして活用。誰でも自由に作業や打合せや、Wi-Fi
の利用の場として使える。音楽イベントの開催なども行われている。 

・利用者は地域住民よりも、広くボランティアで訪れた人やイベント等に訪れた人等、地域外
の人の活用を念頭に置いている。 

・利用方法を極力ルールで縛らず、個人のスポット利用は無料、グループ等の貸切利用も低廉
とし、自由度を高めたことにより、平成 24年当時、1日平均 20名の利用が見られた。（現在
は 15名／日となっているが、利用内容は充実している。また同様の交流スペースが 2箇所増
加している。） 

・以下のプロジェクトテーブルの拠点としても活用されている。 

プロジェクト
テーブル 

・「子どもの遊び場を考える」などをテーマに関心のある人たちが集まり、自由に議論したり意
見の交換を行いながら、具体的な事業化に向けて活動を行う場を提供している。 

・実行部隊（チーム）づくりも目的の一つとなっており、その後もスケートボードパークづく
りやストリートカルチャー等のテーマに取り組んでいる。 

RealVOICE 

（ラジオ番組） 

・ラジオ番組を制作しコミュニティ FMで放送している。内容は地域で活躍する商店主やリーダ
ー、新規住民などをゲストにしたトーク番組となっている。 

・地域の事業者等を扱った CMの放送や、放送内容の音声データや出演者プロフィールなどを紹
介するホームページを開設している。 

STAND UP WEEK ・震災の年は自粛ムードもあったが、1 日も早い復興と石巻の姿を知ってもらうため石巻最大
の夏の祭りである川開き祭りまでの１週間を STANDUP WEEKとして、野外上映会や野外ライブ、
ストリートスポーツイベント、１日復興バーマスター、出店カフェ、まちづくりシンポジウ
ム等を街中の様々なところで開催している。 

・事業の平成 24 年度は 1,000 人の来場者であったが、平成 26 年度は約 4,000 人の来場者とな
っている。 

復興民泊 ・地域の商店や事業者の中では、高齢化により店舗の２階などが空き部屋になっているところ
も多く、これらの部屋を DIY により改修し、ゲストハウスとしてボランティア等で来街した
人々に低廉な料金で賃貸する事業を実施。 

・あくまで貸主はオーナーとし、Ishinomaki2.0 は改修と運営のサポートを実施。 

・当初は「新しい公共支援事業」としての実施を検討していたが、収益事業となることから、
事業対象から除外した。平成 23年の 9月～平成 25年 12月まで実施し、約 3,300人が利用し、
650万円の売上げとなっている。 

2.0 エクスカ
ーション 

・被災した石巻の現状や復興の姿をまち歩きを通じて学んでもらうためのツアーを実施。 

・大学や企業等のグループの申込により実施している。 

・平成 24年度当時も月２～３回実施しており、現在では企業研修や修学旅行のほか、旅行代理
業のオプションメニュー等にもなっている。 

・ツアーのオプションとしてワークショップやまちづくり研修などを行うこともある。 

・平成 24年度当時は無料で実施していたが、現在は有料化（10,000円／グループ＋2,000円／
人）している。 

 

これらの活動を継続する中で、当団体としての活動は年々拡

大している。例えば IRORI 石巻以外にテーマを異にする新たに

交流スペースが２箇所誕生し、展示や音楽、文化等のイベント

等が開催されるとともに、交流の場ともなっている。IRORI石巻

については、運営にあたって平成 27年度に財団法人の支援を受

けることが予定されており、ハード・ソフト両面での充実を計

画し、施設利用の対価に見合う質の高いサービスの提供を予定

している。また、STAND UP WEEKでは、スタッフメンバーのネッ

トワークを通じてイベントスタッフの拡充を図り、平成 26年度

の参加者は平成 24年度当時の４倍になっている。 

復興民泊については、新たに空き部屋等を改修し、賃貸物件として提供（2.0 不動産）するプロ

ジェクトとして発展しており、当団体は改修やノウハウの提供という形で関わっている。 

 

IRORI石巻（ﾌｧｻｰﾄﾞ） 
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３ 活動の特徴 

（１）活動の中で見られた工夫や活動が上手く進んだポイント 

●立場やしがらみを超えて、地域内外の人がフラットに繋がることを大切にした組織化 

建築家、Web デザイナー、芸術家、大学教授や地域の若手経営者、学生等、多様なメンバーが

参加しているが、メンバーは立場やしがらみを超えて、フラットに繋がることを大切にし、活動

が常に見える状態にすることに心掛けている。また、デザインを大切にし、クリエイティビティ

があること、手づくりで作ってみること、前例や常識など既成概念にとらわれないこと、安易に

多数決で決めることなく少数派のセンスを大切にし、ユニークな考え方を持つ人が活動できる寛

容な場であること、皆が主体的に関わる姿勢を大切にすることなどに重点を置いて活動を行って

いることが特徴となっている。 

 

●プロジェクト志向型のチームづくり 

一つのテーマに関心のある人たちが集まって、自由に議論しながら意見交換を行い、具体的な

事業実施に向けた実行部隊（チーム）づくりを行う活動（プロジェクトテーブル）を実施してい

る。この活動によって例えば、「子どもの遊び場」をテーマにしたチームでは、移動式遊具開発

やストリートカルチャー等の事業が具現化している。 

 

●参加メンバーの個人ネットワークを活用した人材育成 

参加メンバー個人が有するネットワークを活用し、多彩なメンバーがテーマに応じた専門家を

招聘することなどにより、通常、出会うことのできない人々との交流が広がるとともに、それぞ

れの専門性を活かした活動を行う中で、人材育成が図られている。例えば、メンバーが親交のあ

る作家を招き、作家からさらに編集者へと関わりが広がる中で、作家や編集者から、文章作成や

編集・デザインのトレーニングを受ける取組などを行っている。また、復興支援プロジェクトと

して若者の起業家支援を行う「右腕派遣プロジェクト」など、他の NPOとの連携を通じてメンバ

ーの育成を図っている。 

 

●多様なメディアを通じた情報発信 

活動当初からフリーペーパー（石巻 VOICE）の発行や、ホームページ、Facebook等の SNSなど

多様な手段により広報を実施している。これらには Webデザイナーが専門家として参加している

こともあり、積極的な展開を行っている。 

STANDUP WEEK2013（野外映画上映会） 石巻 VOICE（VOL.3） 
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さらにラジオ番組の制作・放送を通じて、地域で活躍する人材を広く紹介しながら、

Ishinomaki2.0としての活動状況を情報発信している。ラジオ等の公共のメディアを使うことで、

信頼性が高まっていると実感している。 

また、最近では建築系の専門雑誌である「新建築」や「住まいの設計」などに当団体の取組や

成果が紹介され、専門家から評価される機会を得たことが、さらに活動の信頼性を高めることに

なり、今後の事業の広がりとともに資金獲得にも効果があるものと期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ボランティア等、利用者自らによるコミュニティの形成 

復興民泊等においては、当初はボランティア等の規定外の利用などが多発し、トラブルが発生

したが、地道なオーナーとの信頼関係の構築により解決している。また、リピーターが多くなっ

ていく中で、こうしたトラブルに対して、利用者自らが新規の利用者を指導したり、利用者自ら

がルールを確立するなど新たなコミュニティが生まれている。またこのコミュニティを通じて、

ボランティア同士のニーズやイベントの共有や協力関係を生み出すなどの効果が発生している。 

 

●地域外への訴求力の高いプロジェクトの実施 

活動メンバーには地元若手経営者など地域に密着したメンバーがおり、平成 25 年には当団体

からも地元商店街の理事に就任するなど地域と密な連携があるが、必ずしも地元自治体や商工会

議所、商店街の要請に従った活動をしているわけではない。これは、例えば地元商店街の要請を

受けた活動となると、商店街のための事業となり、自由な発想や既成概念を打ち破る活動ができ

なくなるのではと考えているためである。このようなことからオープンオフィスの利用者も地域

住民の利用を制限するようなことはしていないものの、地域住民よりさらに広い地域から当団体

の活動やイベントを楽しみに来る来街者をターゲットにしている。このようなことで、地域の内

向きの議論ではなく大きく外を見て、発展していく展開にしたいというグループの意思が明確に

なっている。  

ISHINOMAKI2.0 のホームページ 
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（２）成長プロセスにおける特徴 

事業実施前 事業実施中 

平成 23年 5 月 平成 24年 2月 平成 24 年度～平成 26年度 

 
東日本大震災直後、震災以前よ
り親交のあった建築家等と地域
の若手メンバーが石巻復興のア
イディアを語りあう。 
 
オープンオフィス（IRORI石巻）
の場づくり 
 
イベント自粛ムードの中、石巻
の夏のイベントである「川開き
祭り」に合わせてイベント
（STANDUP WEEK）を実施。 
 
空き店舗や空き部屋を DIY で修
繕しボランティアに提供するプ
ロジェクト（復興民泊）を実施。 
DIY とデザインを活用し、地元
の新しい産業の場（石巻工房）
づくり。 
 
情報発信（石巻 VOICE、ラジオ
Real VOICE）  等 
 

 
一般社団法人化 
活動の多様化 
 コミュニティカフェ 
石巻・手作り CM プロ
ジェクト 

 石巻経済新聞 等 

 
 活動の多様化 

空き部屋の DIY 改修と提
供（2.0不動産）。 
市と協働によるまちづく
り（地域自治システムサ
ポート事業） 
子どもの遊び場づくり
（移動式遊具開発プロジ
ェクト）   等 
 
 
 
 
 
 
 

石巻工房は株式会社として
平成 26 年に独立（その他２
事業が独立）。 
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（３）事業実施の各段階における関係主体との関連 

 関係主体との関連 

実
施
前
（
～
平
成
23
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実
施
中
（
平
成
24
～
26
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 活動の成果 

◎活動の継続と事業の独立 

平成 24 年度の新しい公共支援事業終了後も活動が継続されているとともに、STANDUP WEEK の

参加人数の増加や 2.0エクスカーション事業の自主事業としてのビジネス化など、活動が発展し

ている。 

また、平成 24 年度の新しい公共支援事業の対象ではないが、石巻工房が株式会社化し独立す

るなど、ビジネスインキュベーションとしての役割を担っている。 

 

◎多様な活動資金の確保 

平成 26 年度には「NPO 等の運営力強化を通じた復興支援事業」による支援を受け、平成 27 年

度には民間財団から復興支援の助成金を受ける予定となっているなど、多面的な活動資金確保を

図っている。 

Real VOICE についても、スタッフの確保や番組内容の文字化（アーカイブ化）、ホームページ

の充実を行うことで、新たなネットワーク強化の柱としている。今後は、スポンサーの確保など

安定資金の確保を目指していく。 

Ishinomaki2.0 

地元若手経営者 建築家 芸術家 

Webデザイナー 大学教授 学生…  

地域住民 

外部専門家 

外部専門家 

外部専門家 

ボランティア 

空き家、空き部

屋の提供 

 

DIY 

修繕 

斡旋 

支援 

連携 

活動 

参加 

一般社団法人 Ishinomaki2.0 

地元若手経営者 建築家 芸術家 

Web デザイナー 大学教授 学生…  

外部専門家 

外部専門家 

外部専門家 
空家、 

空部屋の 

提供 

 

DIY 

修繕 

連携 

斡旋 

支援 

活動 

参加 

ボランティア 

地域住民 地域外住民 石巻市 

地域自治システム

サポート事業 

（協働事業） 

まち歩き・MAP 

まちづくり 
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＜事業を通じて得た定量的な成果＞ 

事業を通じた

成果 
平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 

平成 26 年度

（12月末時点） 
累計 

IRORI石巻 

利用者数 
－ １日平均 20人  1日平均 15人 － 

STANDUP WEEK 

来場者数 
1,500人 1,000人 1,500人 4,000人 8,000人 

2.0 エクスカ

ーション 
－ 

20回開催 

計 240人参加 
週 2～3 回開催 週 2～3 回開催 － 

事業は平成 24年度実施「新しい公共支援事業」 

 

５ 活動の継続に向けた課題と今後の展望 

（１）活動の継続に向けた課題 

◎活動資金の多様化 

行政や民間財団から助成を受けるなど、多面的な活動資金の確保を図っているが、事業の継続

に向けて、より一層の活動資金の多様化が必要である。現在、当団体は石巻市から地域のまちづ

くりを進める地域自治システムサポート事業を受託しており、そのシステムをパッケージ化する

など、他の自治体から事業として受託できるようなメニューにしていくことが必要となっている。 

2.0 不動産などについても、改修事業やサブリース事業への展開を図るなど、事業の自立化が

課題である。 

また、2.0 エクスカーションのようなまち歩きツアーについても、既に企業研修や修学旅行の

受入れ、旅行代理業によるオプションメニュー化などによって事業収入確保を目指しているが、

現在はまち歩きのインストラクターが１名しかおらず、スタッフの拡充が必要となっている。 

一方で、これまで営利事業化の目途がたった「株式会社石巻工房」や IT事業者を育成する「イ

トナブ石巻」などの取組は当団体の事業から独立させており、事業収入の確保の面ではマイナス

となっているが、これらの独立した事業の拡大と、これらの事業から委託を受けるなどの関係強

化、共存が課題である。 

 

◎各種規制に対する対応方策の確保 

 復興民泊の運営は、各種規制から当初はオーナーの意向により復興ボランティア等の受入れと

して実施していたが、利用ニーズが高いことから、ボランティアニーズからビジネスとしての運

用に発展させることを考え、簡易宿泊所としての許認可を得る必要があった。 

 しかしながら、現行法上の規制（消防・入浴設備等）をクリアするためには、多額の投資が必

要となった。 

 また、震災直後は宿泊できる場所が限られていたが、ホテル等の宿泊施設が復旧してきたため、

低廉な価格での宿泊サービスへのニーズは依然として高かったものの、民業圧迫ともなることか

ら、平成 25年 12月末に事業を終了した。 

 現在は、2.0 不動産として新たな居住スペースやオフィスとしての提供を目指しているが、宅

地建物取引業法等の制約もあることから、どのような形で事業を展開するかが課題となっている。 
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（２）今後の展望 

◎オープンな組織づくり 

 当団体内部に専門家を抱えており、連携を密にするとともにネットワークを活用して、新しい

テーマに応じた専門家を招へいし、活動を開始する（プロジェクトテーブル）など、活動に向け

たオープンな組織づくりを行っていく。 

 

◎多面的な資金確保 

現在、石巻市との協働事業である地域自治システムサポート事業については、パッケージ化し

新しい自治体や地域との協働事業としていくことを計画するなど、多面的な資金確保を目指して

いる。 

 

◎積極的な人材育成 

 人材育成等については、内部の専門家やそのネットワークを活用し、積極的に取り組むととも

に、中間支援団体である NPO 法人 ETIC などの事業を活用するなど、積極的な人材育成の取組を

行っていく。 
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