
復興庁クラウドファンディング
支援事業の現状について

平成３１年４月



復興庁クラウドファンディング支援事業調達案件一覧 4月5日時点

① ②
福島県郡山市

実施者：山猿選手権実行委員会

成立 成立
成立

宮城県石巻市

③どこでもおフロ、できました。しごともくらしも、ぬかの力であたたかく。

福島県鮫川村

①

成立
実施者：山燕庵

All or Nothing

All in

https://readyfor.jp/projects/hamagurigibier555 https://camp-fire.jp/projects/view/108806

https://camp-fire.jp/projects/view/108576 https://readyfor.jp/projects/loconote

1

宮城県仙台市

④

（NPO法人メディアージ）

成立

https://readyfor.jp/projects/hamagurigibier555
https://camp-fire.jp/projects/view/108806
https://camp-fire.jp/projects/view/108576
https://readyfor.jp/projects/loconote


宮城県石巻市
① ⑥

福島県郡山市

⑦ 岩手県釜石市 ⑧ 岩手県釜石市

帰還した富岡町をゲキでゲンキにしよう！みんな集まれ！町民劇

All in All in

http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/135

https://www.furusato-tax.jp/gcf/505 https://www.furusato-tax.jp/gcf/504

2

成立

⑤
福島県いわき市

https://readyfor.jp/projects/minami-oh-daira

成立
富岡町3.11を語る会

成立

成立

http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/135
https://www.furusato-tax.jp/gcf/505
https://www.furusato-tax.jp/gcf/504?_sc_token=v2:9cWlCFjdww8SXrHaruP2rne7tTmaYKLnkVwhpnHpHd609X6eDoL3RB81Nvk5XR1u-xMReJnQMV8XX-dUgYnnaWdVYW1M7utDPdvy-7PWq1rvKSzv3f2NQxsR3Nok2_nH
https://readyfor.jp/projects/minami-oh-daira


宮城県石巻市
① ⑩ 岩手県大槌町

⑦ 岩手県釜石市 ⑧ 岩手県釜石市

⑨高校存続の危機！猪苗代町に子ども達のサードプレイスを作りたい

福島県猪苗代町
実施者：三陸聖地化委員会

成立

宮城県石巻市
①⑪日本全国の皆様の支援に感謝！自慢のサバを届けたい！

岩手県洋野町

⑦ 岩手県釜石市
宮城県石巻市

①⑫至極のハイレゾスピーカー「OVO Premium」研磨職人が磨き上げる一点物

宮城県仙台市実施者：JDSOUND
成立

三陸コネクトフェスティバル2019

https://readyfor.jp/projects/inawashiro-third-place https://camp-fire.jp/projects/view/101302

https://readyfor.jp/projects/miurashoten https://shopping.nikkei.co.jp/projects/ovo-premium

3

（一般社団法人福島ブースター）

成立

成立

https://readyfor.jp/projects/inawashiro-third-place
https://camp-fire.jp/projects/view/101302
https://readyfor.jp/projects/miurashoten
https://shopping.nikkei.co.jp/projects/ovo-premium


4

宮城県石巻市
① ⑭

岩手県釜石市

⑧ 岩手県釜石市

実施者：合同会社sofo

⑮津波から復興に感謝。水産工場がつくる直売店に、商品開発・試食コーナーを作りたい！

千葉県旭市
⑦ 岩手県釜石市①⑯福島県内「けん玉」愛好家が集う初の県大会を開催し盛りあげよう

福島県いわき市実施者：福島県大会実行委員会事務局

⑬
福島県郡山市

実施者：西間木（個人事業主）

０店舗商店街からの復活！釜石大観音仲見世通り再興の灯となるカフェをつくりたい！

https://camp-fire.jp/projects/view/113970

https://camp-fire.jp/projects/view/123758 http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/144

https://camp-fire.jp/projects/view/124165

4

成立

実施者：いとう商店

成立

完了

成立

https://camp-fire.jp/projects/view/113970
https://camp-fire.jp/projects/view/123758
http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/144
https://camp-fire.jp/projects/view/124165


宮城県石巻市
① ⑱

岩手県花巻市
⑰「OFF」の時間を彩るTシャツ＆トートバック｜“普通”じゃない、を可能性に。

岩手県花巻市

⑲こおりやまから福島の未来へ！小さな一歩を地域で支える事業を。

福島県福島市

実施者：ヘラルボニー実施者：ヘラルボニー

⑳福島のお米を全国へ届けたい！
福島県福島市実施者：福島カラー印刷株式会社

「ON」の時間を彩るネクタイ&ソックス｜“普通”じゃない、を可能性に。

https://camp-fire.jp/projects/view/122055 https://camp-fire.jp/projects/view/122022

https://readyfor.jp/projects/sumosta http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/142

5

成立

完了
完了

https://camp-fire.jp/projects/view/122055
https://camp-fire.jp/projects/view/122022
https://readyfor.jp/projects/sumosta
http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/142


6

宮城県石巻市
① ㉒

岩手県大槌町

⑦ ⑧ 岩手県釜石市

実施者：ＫＩＮＧ８

①㉓お年寄りや妊婦さんなど美容室に通えない方に訪問美容を！

宮城県石巻市
宮城県石巻市実施者：石巻うまいもの株式会社

㉑ジューシーな胸身と濃厚な味噌！石巻の新名物、美味しいワタリガニを旬の時期お届け！

宮城県石巻市実施者：マルセ秋山商店

実施者：株式会社ラポールヘア・グループ

㉔「石巻金華」ブランドを日本全国、そして世界中へ。「釜めし」でまちの復興を加速

故郷大槌町で筋トレを通じた新たなスポーツコミュニティづくりに貢献したい。

All in

All inhttps://www.makuake.com/project/maruseakiyama/ https://camp-fire.jp/projects/view/125037

https://camp-fire.jp/projects/view/127439
https://camp-fire.jp/projects/view/128300 6

完了

完了

成立

完了

https://www.makuake.com/project/maruseakiyama/
https://camp-fire.jp/projects/view/125037
https://camp-fire.jp/projects/view/127439
https://camp-fire.jp/projects/view/128300


7

宮城県石巻市
① ㉖

宮城県丸森町実施者：有限会社栄泉堂

㉕楢山集落－Narayama Planetary Village－プロジェクト【購入型】

福島県西会津町実施者：一般社団法人BOOT

伊達政宗“初陣の地”、宮城県丸森町を代表する銘菓を作りたい

All or Nothing
https://hello-renovation.jp/renovations/4045 https://readyfor.jp/projects/hataage-monaka

㉗大船渡温泉 応援ファンド 岩手県大船渡市

https://moneykit.net/visitor/sbg/pj/20190002.html

⑧ 岩手県釜石市
岩手県宮古市

実施者：特定非営利活動法人小国振興舎
㉘「里の駅おぐに」開業プロジェクト

7
https://camp-fire.jp/projects/view/120083

3400万円

完了

成立
成立

https://hello-renovation.jp/renovations/4045
https://readyfor.jp/projects/hataage-monaka
https://moneykit.net/visitor/sbg/pj/20190002.html
https://camp-fire.jp/projects/view/120083


8 8

㉙海の仕事を知り、海につながる場所をつくって、漁師を増やしたい！
宮城県石巻市

https://camp-fire.jp/projects/view/130948

⑧ 岩手県釜石市宮城県石巻市
㉚震災から8年未だ手付かずの石巻市明神社。大鳥居修復にお力を。

https://readyfor.jp/projects/myoujinjya

㉛「ふくしまハウス・マクロビアン」を復活させたい！
福島県いわき市

⑧ 岩手県釜石市宮城県登米市実施者：南三陸モアイファミリー

㉜ 南三陸町のモアイのキャラクター「モアーチョ」をマスコットにしたいッチョ

https://camp-fire.jp/projects/view/128307
http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/145

実施者：フィッシャーマン・ジャパン

実施者：マクロビアン

9

成立 成立

完了

https://camp-fire.jp/projects/view/130948
https://readyfor.jp/projects/myoujinjya
https://camp-fire.jp/projects/view/128307
http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/145


9 9

㉝震災を生き延びた牛達と共に。持続可能なエコ草刈りで地域を守る

福島県いわき市 ⑧ 岩手県釜石市宮城県石巻市
㉞働き、味わう漁師の暮らし。「イマココ」で石巻を知ってほしい！

㉟【銭湯の復活】気仙沼の女将たちの挑戦〜漁師さんのための銭湯を復活させたい！〜

宮城県気仙沼市 ⑧ 岩手県釜石市岩手県盛岡市実施者：幸呼来Japan

㊱ 生まれ変わる廃棄物？捨てるなんてもったいない！裂き織100kgチャレンジ

実施者：一般社団法人ふるさとと心を守る友の会

実施者：一般社団法人歓迎プロデュース

https://readyfor.jp/projects/moomowgarden

実施者：イマココいしの

https://readyfor.jp/projects/21168

https://camp-fire.jp/projects/view/136777 10https://camp-fire.jp/projects/view/134462

https://readyfor.jp/projects/moomowgarden
https://readyfor.jp/projects/moomowgarden
https://readyfor.jp/projects/21168
https://camp-fire.jp/projects/view/136777
https://camp-fire.jp/projects/view/134462


1010

㊲二本松に「癒しのワインカフェ」を作りたい。農家のおじさんたちの新チャレンジ。
福島県二本松市 ⑧ 岩手県釜石市岩手県大槌町

㊳原発事故の影響で存続の危機にある大槌町の原木椎茸を次世代につなげたい！

㊴宮城石巻に持続可能な復興支援の拠点「コトのアート研究所」（コト研）を創りたい！

宮城県仙台市 ⑧ 岩手県釜石市

174709円

福島県白河市実施者：WATASI JAPAN

㊵ 生まれ変わる廃棄物？捨てるなんてもったいない！裂き織100kgチャレンジ

実施者：一般社団法人ふるさとと心を守る友の会

実施者MMIX Lab

実施者：フラワードレス

11

https://camp-fire.jp/projects/view/134748 https://camp-fire.jp/projects/view/132658

https://camp-fire.jp/projects/view/129757 https://www.kickstarter.com/projects/1724002486/kimono-abaya

188,709円

https://camp-fire.jp/projects/view/134748
https://camp-fire.jp/projects/view/132658
https://camp-fire.jp/projects/view/129757
https://www.kickstarter.com/projects/1724002486/kimono-abaya


1111

㊶空き家をリノベーションして、子育てママたちにとって本当に必要な場所を作りたい！

宮城県気仙沼市 ⑧ 岩手県釜石市宮城県仙台市
㊷発事故の影響で存続の危機にある大槌町の原木椎茸を次世代につなげたい！

福島県葛尾村 ⑧ 岩手県釜石市岩手県大槌町実施者：チャリカフェ

㊹岩手県大槌町の御社地大福の味を昭和、平成そして次の世代へ繋いで行きたい

実施者：NPO法人Cloud JAPAN

実施者：一般社団法人葛力創造舎

実施者：Tattonプロジェクト

https://faavo.jp/fukushima/project/3588 https://camp-fire.jp/projects/view/131185

https://camp-fire.jp/projects/view/133839 https://camp-fire.jp/projects/view/135855

12 

㊸福島県葛尾村にみんなの第2の実家をつくりたい！！

https://faavo.jp/fukushima/project/3588
https://camp-fire.jp/projects/view/131185
https://camp-fire.jp/projects/view/133839
https://camp-fire.jp/projects/view/135855


1212

㊺【閲覧期待】あなたに子豚の"超絶かわいい"を届ける「Booチャンネル」動画制作！

福島県白河市 ⑧ 岩手県釜石市岩手県陸前高田市

㊻【陸前高田から全国へ恩返し！】ジャズ喫茶と宿を再建してこの街にもう一度賑わいを！

㊼岩手県洋野町で「天然きのこ」の食文化を継承していきたい

岩手県洋野町 ⑧ 岩手県釜石市福島県白河市実施者：大政興業

㊽大学生が考えた！挑戦する人々の交流拠点を作りたい！

実施者：有限会社肉の秋元本店

実施者：長根商店

実施者：Tattonプロジェクト

https://readyfor.jp/projects/naganekinoko http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/147

https://camp-fire.jp/projects/view/130963 https://camp-fire.jp/projects/view/125761

12 

https://readyfor.jp/projects/naganekinoko
http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/147
https://camp-fire.jp/projects/view/130963
https://camp-fire.jp/projects/view/125761


13

㊾安心して美味しく食べられる三陸の牡蠣をアピールする冊子をつくりたい！

宮城県石巻市 ⑧ 岩手県釜石市岩手県岩泉町

㊿【落語が好き！】岩泉の商店街で落語会を開きたい！

51日本古来の万能紙「こんにゃく紙」を復活させて、蒟蒻文化の再開化を目指したい。

福島県白河市

実施者：三陸オイスターフェスティバル実行委員会

実施者：大島屋蒟蒻店

実施者：岩泉えびす大黒実行委員会

https://camp-fire.jp/projects/view/140419

https://camp-fire.jp/projects/view/138821 https://camp-fire.jp/projects/view/131297

52本気のモニター大募集！自社生産の野菜や果物で美味しいお菓子を作ります！！

宮城県石巻市実施者：深谷農産

https://camp-fire.jp/projects/view/135948 13 

https://camp-fire.jp/projects/view/140419
https://camp-fire.jp/projects/view/138821
https://camp-fire.jp/projects/view/131297
https://camp-fire.jp/projects/view/135948


14

56岩手・気仙地域で栽培する無加温イチゴを使って逸品スイーツを開発したい！

岩手県陸前高田市実施者：満福農園

https://camp-fire.jp/projects/view/131862 14 

14

53がんばるパパママを応援!身近な子育てのパートナーとなれる保育園を石巻に!!

宮城県石巻市実施者：エルプレイス

https://camp-fire.jp/projects/view/126988

54止まった時間を取り戻せ！相馬妙見初發神社と町復興プロジェクト

福島県双葉町実施者：双葉町初発神社

http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/149

14

55障がい者の働きがいのある職場を広める アップルファーム応援ファンド

宮城県仙台市実施者：アップルファーム

https://moneykit.net/visitor/sbg/pj/20190003.html

2000万円

成立

https://camp-fire.jp/projects/view/131862
https://camp-fire.jp/projects/view/126988
http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/149
https://moneykit.net/visitor/sbg/pj/20190003.html


15

60 サイクリングを通じて、たくさんの人に石巻・牡鹿半島の魅力を体験してもらいたい！

宮城県石巻市実施者：そらうみサイクリング

https://camp-fire.jp/projects/view/141510 15 

15

57【集え、遊び人。】アクティビティ好きのための「Hubホテル」で、地域を元気に！

福島県二本松市実施者：岳ホールディングス

https://camp-fire.jp/projects/view/129161

58福島から全国の女性の健康をサポート【VIDAトレーニングスクール】を開講したい！

福島県鏡石町実施者：双葉町初発神社

http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/149

15

59 Jewel Kiriko 江戸切子×仙台宝飾 バングル開発プロジェクト

宮城県仙台市実施者：(有)川商

https://www.makuake.com/project/jewelkiriko

https://camp-fire.jp/projects/view/141510
https://camp-fire.jp/projects/view/129161
http://www.kickoffjapan.com/fukushima/project/s/project_id/149
https://www.makuake.com/project/jewelkiriko


16

64  子供達の夢を叶える『天然芝の野球場』を作ろう！【大船渡ボールパークプロジェクト】

岩手県大船渡市実施者：そらうみサイクリング

https://camp-fire.jp/projects/view/138375 16 

16

61 〝イタリアンオーナーシェフが考える〟無添加ジビエペットフードを作りたい！

福島県郡山市実施者：インコントラヒラヤマ

https://camp-fire.jp/projects/view/140711

62 世界で１つだけ!!三陸沖広田湾の海で熟成した貴方だけの海中熟成ワインをお届け！

岩手県陸前高田市実施者：広田湾遊漁船組合

https://camp-fire.jp/projects/view/139599

16

63 UNI FARM project おいしいうにを育て、海藻の森を再生する。

岩手県洋野町実施者：株式会社北三陸ファクトリー

https://camp-fire.jp/projects/view/143103

https://camp-fire.jp/projects/view/138375
https://camp-fire.jp/projects/view/140711
https://camp-fire.jp/projects/view/139599
https://camp-fire.jp/projects/view/143103


17

68  福島で野球・音楽・食が一度に楽しめる「バンバータチャレンジカップ」を開催したい！

福島県郡山市実施者：バンバータチャレンジカップ2019実行委員会

https://camp-fire.jp/projects/view/141395 17 

17

65 福島県田村市『こどもの国ムシムシランド』復活プロジェクト！

福島県田村市実施者：田村市常緑振興公社

https://readyfor.jp/projects/23019

66 “新ブランド米、ゆうだい21”をたくさんの人に知ってもらうためのお祭りを開催！

福島県白河市実施者：株式会社斉藤商店

https://camp-fire.jp/projects/view/142850

17

67 「崎浜ヤンキーワカメ」を食卓へ！漁師しか知らない美味しい水産物のブランド化戦略！

岩手県大船渡市実施者：崎浜ヤンキーブランド

https://camp-fire.jp/projects/view/136715

https://camp-fire.jp/projects/view/141395
https://readyfor.jp/projects/23019
https://camp-fire.jp/projects/view/142850
https://camp-fire.jp/projects/view/136715
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72  おのくんネットワークで世界に伝え、次世代に繋ぎたい！３つのかんきょう活動

宮城県石巻市実施者：株式会社ソーシャルイマジン

https://camp-fire.jp/projects/view/142394 18 

18

69 芥川賞作家・柳美里とあなたがつくるブックカフェ
―福島県南相馬市 本屋「フルハウス」に、あなたの思いを染み込ませたい―

福島県南相馬市
実施者：柳美里

https://motion-gallery.net/projects/fullhouse-bookcafe

70 －何度でも戻ってくるためのゲストハウス－ blanc プロジェクト【購入型】

福島県白河市実施者：一般社団法人未来の準備室

https://hello-renovation.jp/renovations/4136

18

71 福島市松川町の45年続く子供提灯祭りを残していきたい！（原東太鼓台保存会）

福島県松川町実施者：松川町原東太鼓台保存会

https://camp-fire.jp/projects/view/140433

https://camp-fire.jp/projects/view/142394
https://motion-gallery.net/projects/fullhouse-bookcafe
https://hello-renovation.jp/renovations/4136
https://camp-fire.jp/projects/view/140433


19

76  ママの力を活かした情報サイトで、会津の魅力をPRしたい！

福島県会津若松市実施者：一般社団法人フルールドベリー

https://readyfor.jp/projects/fleurdeberry 19 

19

73 がんばる女性を応援するスイーツ「はちみつ生キャラメル」を製品化したい！

宮城県仙台市実施者：株式会社ポラリス

https://camp-fire.jp/projects/view/135533

74 がんばる高齢者！ 白石集落「ごっとん茶屋」へおでんせ〜プロジェクト！

岩手県山田町実施者：一般社団法人未来の準備室

https://camp-fire.jp/projects/view/139971

19

75 障がい者(児)フットサルチーム「L.E.F」かっこいいユニフォームで試合をしたい

宮城県仙台市実施者：障がい者(児)フットサルチーム「Los Encantadores F.S.」運営事務局

https://camp-fire.jp/projects/view/141991

https://readyfor.jp/projects/fleurdeberry
https://camp-fire.jp/projects/view/135533
https://camp-fire.jp/projects/view/139971
https://camp-fire.jp/projects/view/141991


20

80サラリーマンから海の男へ。新米漁師が手がけた「米に合う銀鮭」ってどんな銀鮭!?

宮城県石巻市実施者：フィッシャーマンジャパン

https://readyfor.jp/projects/urushiyui 20 

20

77 B-1グランプリへ出場し「いわいずみ炭鉱ホルモン鍋」の名を全国に轟かせるぞ！

岩手県岩泉町実施者：いわいずみ炭鉱ホルモン鍋発掘隊

https://camp-fire.jp/projects/view/132217

78 【福島×岡山】農家とファンが一緒に着る、国産デニムのオーバーオール

福島県福島市実施者：B-eat Japan

https://www.makuake.com/project/fukushimafarmer-everydenim/

20

79 人生の節目に、大切な人へ漆器を贈る文化を広めたい！

福島県会津若松市実施者：漆とロック

https://readyfor.jp/projects/urushiyui

https://readyfor.jp/projects/urushiyui
https://camp-fire.jp/projects/view/132217
https://www.makuake.com/project/fukushimafarmer-everydenim/
https://readyfor.jp/projects/urushiyui
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