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第 1. 法人の概況 

 

１.設立年月日 

 平成 23年 6月 14日 

 

２．定款に定める目的 

本財団は、大規模自然災害等への復興支援に寄与することで、一日も早い日本の復興に貢献する

こと及び、災害に対する認知向上、寄附文化の普及啓発を目的とする。 

 

３．定款に定める事業内容 

(1）被災した子供たちの健全な育成支援 

(2）被災地の復興活動に対する助成 

(3) 継続的な復興支援を支える寄附文化の醸成 

(4) 被災地での復興活動支援 

(5) 復興支援ポータルサイトの運営 

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

４．行政庁に関する事項 

  内閣総理大臣 

 

５．主たる事務所の状況 

  〒105-0021 

  東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 14F 

  TEL 03-6889-1560 

  FAX 03-6889-1568 

 

６．役員等に関する事項 

 理事 

  代表理事  立石 勝義 

専務理事  荒井 優 

  理事    岡本 正 

  理事    青野 史寛 

  理事    佐藤 大吾 

  理事    大橋 智哉 
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監事 

監事    君和田 和子 

監事    加藤 善孝 

 

評議員 

評議員   寺島 実郎 

評議員   小宮山 宏 

評議員   村井 純 

評議員   中村 伊知哉 

評議員   藤原 和博 

評議員   嶋  聡 

 

 

７．職員に関する事項 

  職員数 男性 6名  女性 6名  合計 12名 

            （平成 26年 5月 31日現在） 
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第 2. 事業の状況  

 

１．事業の実施状況 

財団設立から 3期目にあたる本年度は、助成事業として NPO・団体支援の「子どもサポート基金」、

震災で保護者を亡くされた子どもたちへの「18 歳まで携帯料金サポート」、高校生向け給付型奨

学金「まなべる基金」を実施いたしました。また、寄附事業として、福島の将来を担う人材育成

を目的とした「福島こども力プロジェクト」、対話を通じて地域の課題を見出す場「芋煮会ワー

クショップ」、スポーツを通じた宮城県の復興を担う人材育成を目指す「みやぎ『夢・復興』ジ

ュニアスポーツパワーアップ事業」、復興活動に関わる団体への「個別寄附」を行いました。 

 

Ⅰ. 助成事業 

(１) 支援活動団体向け助成「子どもサポート基金」 

事業概要：被災地の子ども達を継続支援する団体の活動を支える為の助成。 

第 1期「子どもサポート基金」 

(ｱ) 支援対象期間：2011年 10月〜2012年 4月 

(ｲ) 支援件数：51件 

(ｳ) 支援総額：9,494 万円 

第 2期「子どもサポート基金」 

(ｱ) 支援対象期間：2012年 4月〜2012年 9月 

(ｲ) 支援件数：72件 

(ｳ) 支援総額：9,674 万円 

第 3期「子どもサポート基金」 

(ｱ) 支援対象期間：2012年 10月〜2013年 4月 

(ｲ) 支援件数：52件 

(ｳ) 支援総額：9,760万円 

第 4期「子どもサポート基金」 

(ｱ) 支援対象期間：2013年 4月〜2013年 9月 

(ｲ) 支援件数：54件 

(ｳ) 支援総額：7,466 万円 

第 5期「子どもサポート基金（2014 年上期）」 

(ｱ) 支援対象期間：2014年 4月〜2015年 3月（１年助成） 

       2014年 4月～2014年 9月（半年助成） 

(ｲ) 支援件数：40件 

(ｳ) 支援総額：1億 734 万円 

    ※支援額は助成決定時での総額。今後の支払予定額も含む。 
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(２) １８歳まで携帯料金サポート 

事業概要：東日本大震災で孤児となった子どもを対象に、こうした子どもたちを支えるご家族の

経済的負担を軽減するため、携帯電話・PHSの料金をサポート。 

支援内容：対象の子どもが 18 歳になるまで、毎月上限 1万円として月々の利用料金を給付。 

支援者数：40名 

支援総額：608万円 ※支援者数には支援を終了した人数も含む。 

 

(３) 高校生対象給付型奨学金「まなべる基金」 

事業概要：東日本大震災の影響により、経済的な理由で進学・進級が困難になった高校生を支援

するための給付型奨学金。 

支援内容：毎月 2万円を卒業まで最長 4年間給付 

第 1期「まなべる基金」 

(ｱ) 支援者数：1,199名 

(ｲ) 支援対象期間：2012年 4月〜2016年 3月（最長） 

(ｳ) 支援総額：6.58 億円 ※今後の給付予定額も含む。 

第 2期「まなべる基金」 

(ｱ) 支援者数：813名 

(ｲ) 支援対象期間：2013年 4月〜2017年 3月（最長） 

(ｳ) 支援総額：4.54 億円 ※今後の給付予定額も含む。 

第 3期「まなべる基金」  

(ｱ) 支援者数：472名 

(ｲ) 支援対象期間：2014年 4月〜2018年 3月（最長） 

(ｳ) 支援総額：3.01 億円 ※今後の給付予定額も含む。 

 

Ⅱ.寄附事業 

(１) 福島こども力プロジェクト 

事業概要：福島県の子どもたちを対象に、自然体験やスポーツ、リーダー育成、キャリア教育な

どの幅広い分野のプログラムを提供する運営団体を支援し、体験活動を通じて福島の将来を担う

人材として育成することを目指すプロジェクト。 

2013年度「福島こども力プロジェクト」 

(ｱ) 支援団体数：8団体（参加者：約 3 万 5千人 ※のべ数） 

(ｲ) 支援対象期間：2013年 6月～2014年 3月末 

(ｳ) 支援総額：1.1億円 

2014年度「福島こども力プロジェクト」 

(ｱ) 支援団体数：13 団体（参加者：約 1 万人 ※今後の参加予定者を含む。） 

(ｲ) 支援対象期間：2014年 4月～2015年 3月末 
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(ｳ) 支援総額：1.2億円 ※今後の支援額を含む。 

 

(２) 芋煮会ワークショップ 

事業概要：東日本大震災後 4 年目を迎え、被災地ごとに抱える課題の状況が変わっている中で、

被災地の行政担当者、子育て中のお母さん、地元企業の経営者、支援団体のメンバーなど、幅広

い分野の方々と共にワークショップを行い、参加者の気付きを生み出すとともに、ワークショッ

プの中で必要とされた支援を抽出し、取り組む。 

活動開催地：福島県、岩手県、新潟県、北海道、京都府など 

支援内容例：いわき市「未来会議 in いわき」への支援 

支援内容：福島県いわき市民による市民の為の対話の場の運営 

支援者数：180名 

支援総額：43万円 

 

(３) みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事業 

事業概要：宮城県の小学生を対象に体力向上を目指す取り組みを実施するとともに、選考会を経

て選抜された小学 4～6 年生を対象にトップアスリートとして育成し、復興を支える心身ともに

たくましい人材を育てる活動。 

第 1期「みやぎ『夢・復興』ジュニアスポーツパワーアップ事業」 

(ｱ) 支援者数：102名 

(ｲ) 支援対象期間：2013年 4月〜2014年 3月末 

(ｳ) 支援総額：8,800 万円 

第 2期「みやぎ『夢・復興』ジュニアスポーツパワーアップ事業」 

(ｱ) 支援者数：96名 

(ｲ) 支援対象期間：2014年 4月〜2015年 3月末 

(ｳ) 支援総額：7,300 万円 ※今後の支援予定額を含む。 

 

(４) 復興活動に関わる団体活動への寄附 

① 特定非営利活動法人 絆プロジェクト三陸 

② 特定非営利活動法人 岩手未来機構 

③ Light Up Nippon in 陸前高田実行委員会 

④ 日本学校合奏コンクール委員会 

⑤ 特定非営利活動法人 チームレスキュー 

⑥ 石巻子どもの復興支援委員会 

⑦ 特定非営利活動法人 Blue Earth Project 
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２．役員会等に関する事項 

 

今期の会議は以下の通り開催。 

 

 

【理事会】 

平成 25 年 6 月 17 日開催 

福島こども力プロジェクト予算ついて 

 

平成 25 年 8 月 5 日開催 

第 2 期（平成 24 年度）計算書類等の承認の件、第 3 回評議員会の件、2 局体制への組織変更に

ついて、事務局長、事業局長の選任について、諸規程類の改定について、利益相反取引について、

第 3 期まなべる基金について 

 

平成 25 年 8 月 21 日開催 

代表理事の選任について、役付理事の選任について、業務執行理事の選任について 

 

平成 25 年 9 月 17 日開催 

事務局長変更について、諸規程類の改定について、「子どもサポート基金」（2014 年度上期）実

施について、チャレンジスポーツ事業※（第 2 期）の実施について 

 

平成 25 年 10 月 9 日開催 

第 4 回評議員会の件 

 

平成 25 年 11 月 20 日開催 

まなべる基金（第 3 期）の一部制度変更について 

 

平成 26 年 1 月 23 日開催 

福島こども力プロジェクト（以下、「FKP」） 2014 年度予算について、FKP ふくしまキッズ実

行委員会への寄附について、FKP 国立青少年教育振興機構への寄附について、FKP じぶん未来

クラブへの寄附について、まなべる基金（第 3 期）追加救済措置について 

 

平成 26 年 3 月 17 日開催 

「子どもサポート基金」（2014 年度下期）実施について、「まなべる基金」使途指定寄附の継続

について 
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平成 26 年 4 月 21 日開催 

チャレンジスポーツ事業※（第 3 期）の実施について、事務局長変更について、公印管理規程

および稟議規程について、利益相反取引について 

 

平成 26 年 5 月 19 日開催 

財団の中長期方針について、2014 年度事業計画について、「福島こども力プロジェクト」2015

年以降の方針について、「福島こども力プロジェクト」への使途指定寄附について、「チャレンジ

スポーツ事業」※への使途指定寄附について、会計監査契約の件 

※「チャレンジスポーツ事業」は「みやぎ『夢・復興』ジュニアスポーツパワーアップ事業」の

略称 

 

【評議員会】 

平成 25 年 8 月 20 日開催 

理事再任の件 

 

平成 25 年 10 月 25 日開催 

理事選任の件 
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附属明細書 

 

特に記載する事項はありません。 

 


