当財団へのご寄附について
当財団へは、以下のような方法でご寄附いただけます。
いただいた寄附金は、被災地の子どもたちの支援のため、大切に活用させていただきます。
当財団の寄附金には 、
「特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、
寄附金控除が受けられます。詳しくはお問い合わせください。

銀行振込によるご寄附
一般寄附

「まなべる基金」
使途指定寄附

当財団が行う支援活動全般へのご寄附で

本口座への寄附金は、
「まなべる基金」の

す。 いただいた寄附金は、被災地の子ど
もたちを支援するための活動に 100% 役

奨学生のための活動に、100% 役立てて
まいります。

立ててまいります。

みずほ銀行 大手町営業部（112）
普通預金 3514117

みずほ銀行 大手町営業部（112）
普通預金 3514439

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

（コウエキザイダンホウジン
ウシエンザイダン）

2013 年度 年次報告書

銀行をご利用の場合は、以下の口座にお振込みください。

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

ヒガシニホンダイシンサイフッコ

（コウエキザイダンホウジン
ウシエンザイダン）

ヒガシニホンダイシンサイフッコ

「福島こども力基金」
使途指定寄附

「みやぎ『夢・復興』
ジュニア
スポーツパワーアップ事業」
使途指定寄附

本口座への寄附金は、
「福島こども力プロ

本口座への寄附金は、宮城県の小学生を

ジェクト」のさまざまな体験活動を通じて、
将来の福島を支える人材を育成する活動を
支援するために 100% 役立ててまいりま

対象に、トップアスリートの育成を通じた
人材育成プログラムと、子どもたち全体の
体力向上を目指すプログラムを実施するた

す。

め 100% 役立ててまいります。

みずほ銀行 大手町営業部（112）
普通預金 3516292

みずほ銀行 大手町営業部（112）
普通預金 3517405

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

（コウエキザイダンホウジン
ウシエンザイダン）

［2013 年 6 月〜 2014 年 5 月］

GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE RECOVERY INITIATIVES FOUNDATION

ヒガシニホンダイシンサイフッコ

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

（コウエキザイダンホウジン
ウシエンザイダン）

ヒガシニホンダイシンサイフッコ

その他の方法によるご寄附

クレジット
カード

Yahoo!※ 1、2

Just Giving
Japan

ネット募金

かざして※ 2
基金

かざして募金とは
スマホをかざすだけ

専用アプリ「かざして募金」をスマートフォンにインストールし、アプリでこの年次報告書の

携帯電話料金と一緒に支払い

バンクのスマートフォンをお使いの方は、携帯電話料金とあわせて寄附金をお支払いいただけ

振り込み手数料不要※ 3

表紙全体をかざしていただくと、寄附金額を選択するだけで簡単に寄附ができます。ソフト
るため、振込手数料がかからず便利です※ 3。
かざして募金の詳細については、ソフトバンクモバイル社のホームページをご覧ください。
※1 Yahoo! ネット募金は「まなべる基金」
、その他のご寄附は「一般寄附金」としてのご寄附となります。
※2 Yahoo! ネット募金、かざして募金を利用してのご寄附の場合、領収書の発行はできません。
※3 ソフトバンクのスマートフォン以外をお使いの方は、クレジットカード決済となります。

ご支援についての詳細は、当財団のホームページをご覧ください。

http://minnade-ganbaro.jp/shien/donation/

団体概要
団 体 名

情報発信中

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

設 立 日

2011 年 6 月 14 日

人員構成

役員８名（理事６名、監事２名、評議員６名、職員 13 名）

会

長 孫

正 義 （ソフトバンク
（株）
代表取締役）

代表理事 立 石

勝義

専務理事 荒 井
理

優

事 佐藤

智哉

岡 本

正 （岡本正総合法律事務所 弁護士）

青野

史 寛 （ソフトバンク
（株）
執行役員

評 議 員 寺島

実 郎 （（財）日本総合研究所 理事長）
宏 （（株）三菱総合研究所 理事長）

村 井

純 （慶應義塾大学 環境情報学部長）

中村

伊知哉 （慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科教授）

藤原
嶋
事 君和田

会計監査人

人事、総務、社長室 統括）

小宮山

加藤

検索

大 吾 （一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン 代表理事）

大橋

監

東日本大震災復興支援財団

HP

http://minnade-ganbaro.jp/
https://www.facebook.com/
ganbarojp

和 博 （教育改革実践家）
聡 （ソフトバンク
（株）
人事、総務、社長室統括 顧問）
和子 （ソフトバンク
（株）
執行役員 経理、税務、内部統制、情報システム 統括）
善 孝 （優成監査法人 統括代表社員）

https://www.youtube.com/
user/minnadeganbarojp

有限責任監査法人トーマツ

公益財団法人東日本大震災復興支援財団
〒 105 - 0021

東京都港区東新橋 1 - 9 - 2 汐留住友ビル 14 階

TEL : 03 - 6889 - 1560

FAX : 03 - 6889 - 1568

この印刷物は、復興支援の一環として、福島県の
印刷会社に、デザイン制作および製造を依頼し
発行したものです。

こちらの表紙は「かざして募金」に対応しています。詳細は裏面をご覧ください。

これまでの支援活動の概要と実績
支援活動１

皆さまのご寄附・ご支援が、私たちの取り組みにつながっています。

【 設立〜2014年5月末まで 】

支援活動２

支援活動３

支援活動４

MI AGI
lete

op Ath
Junior T

学べるしあわせをみんなに

子どもサポート基金

経済的な理由で進学・就学が困難になった高校生に
返還不要の奨学金を給付。
支援総額

14.1億円

スポーツを通じて夢を応援

支援活動をバックアップ

まなべる基金

支援者数

東北の子どもたちを継続支援する団体の活動を支え
るための助成プログラム。

2,484人

支援総額

※支援額には今後の支給予定分、支援者数には支援終了者も含む。

4.7億円

支援件数

269団体

※第１期〜第５期。支援額には今後の支給予定分を含む。

福島こども力プロジェクト

ジュニアスポーツパワーアップ事業
夢を持ってチャレンジする子どもたちを応援し、心身と
もにたくましい宮城の復興を支える人材を育成。
支援総額

1.6億円

支援者数

さまざまな体験活動を通じ、未来の福島を支える子
どもの成長を支援。

ゴールドジュニアアスリート※

198人

支援総額

※選考会で選ばれた、身体能力に優れる小学4～6年生の子どもたち。
この他、応募者全員へのフォローアッププログラムを案内・実施。

支援活動５

2.1億円

支援者数

約45,000人

※支援額・支援者数は2015年3月末までの予定分も含む。

話す・つながるをサポート

18歳まで携帯料金サポート
震災で両親や保護者を亡くした子どもたちに携帯電話料金を
月に1万円まで支援。

約63,000人と269の団体

支援者数合計

“こども”の力で未来を支える

みやぎ「夢・復興」

26.6億円

支援額合計

Academy

支援総額

0.07億円

支援者数

40人

※支援者数には支援終了者も含む。

ごあいさつ

※2014年５月末までに終了した支援活動の支援額・支援者数を含む。

東日本大震災から3年が経過しました。瓦礫の撤去や道路の再建など、東北の風景にも変化があり、

※詳しい支援活動の内容は、中面をご覧ください。

支援する段階は過ぎたのでは、との声も聞こえてくるようになりました。
しかし、2014年5月現在も、いまだに24万人強の方々が仮設住宅に住む現実※があります。
津波被害のあった沿岸地域を訪れれば、被災の状況を色濃く残したままの建物や、崩壊したまま主を

当財団の理念

復興支援を通じて、
次の世代が幸せに暮らす
社会の創生に貢献する。

目指すビジョン

子どもたちが夢と
希望を育む
環境を実現する。

失った家などが見受けられ、複雑化した課題や、生活の困難な状況があるということを感じます。
それでも、被災地では自分たちの力で地域を元気にしようとする、さまざまな活動が起きています。
私たちは、これからもこうして前を向く方々を応援し、次世代で復興を担う子どもたちのための支援
代表理事

活動を継続してまいります。今後とも皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。
※復興庁しらべ

活動のあゆみ

【 設立～2014年5月末まで 】

▪芋煮会ワークショップから実現した支援

▪活動報告会開催

（福島県伊達市の幼稚園への砂場や人工芝の支援）

▪公益財団法人認定

▪東日本大震災発生

2011年
3月

▪まなべる基金第1期公募開始

６月

▪一般財団法人
東日本大震災復興支援財団 設立

７月

▪福島こども力プロジェクト開始

▪まなべる基金 緊急支援奨学金募集

８月

11月

▪子どもサポート基金第1期公募開始
▪一時転居支援助成公募開始
▪18歳まで携帯料金サポート公募開始

12月
▪「ふみだすふくしま」開始

（ふみだす探検隊・ふみだす生活サポートセンター・
ふみだす集中ゼミin会津若松・ふみだす未来の教
室in南相馬）

2012年
3月

４月

10月

▪ふみだす未来の教室
in 南相馬 オープン

2013年
４月

６月

▪みやぎ
「夢・復興」
ジュニアスポーツ
パワーアップ事業開始

2014年
５月時点
▪新規支援事業の検討中

支援活動

１

学べるしあわせをみんなに

支援活動

まなべる基金

経済的な理由で進学・就学が困難になった高校生に返還不要の奨学金を給付。
支援総額

14.1億円

支援者数

３

MI AGI
lete

op Ath
Junior T

Academy

スポーツを通じて夢を応援

みやぎ
「夢・復興」パワーアップ事業

夢を持ってチャレンジする子どもたちを応援し、心身ともにたくましい宮城の
復興を支える人材を育成。

2,484人

支援総額

協力団体◎特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

実
績
の
内
訳

東日本大震災の影響により、経済的な理由で進学・就学が
困難になった高校生を支援するため、返還不要の奨学金

支援総額 6.58億円
支援者数 1,199人

支援総額 3.01億円
支援者数 472人

対象期間2014年4月〜2017年3月（最長）

※支援額には今後の支給予定分、支援者数には支援終了者も含む。

宮城県の小学4～6年生を対象として、トップアスリート

かがい2014年度の募集を行いました。2015年度以降の募
集も継続検討予定です。

支援活動をバックアップ

す。スポーツを通じて子どもたちの可能性を引き出し、復
興の原動力となって活躍する、心身ともにたくましい人材
を育てることを目的としています。

４

東北の子どもたちを継続支援する団体の活動を支えるための助成プログラム。
支援者数

被災地では、復興の過程で生じるさまざまな課題に対応し
た支援を行う存在として、NPOやボランティア団体が大き
な役割を果たしています。「子どもサポート基金」では、
こうした団体の活動を支えるため、2011年7月より、被災
した子どもたち・家庭を支援する活動への資金助成を開始

第2期

支援総額 7,300万円
支援者数 96人（小学４〜6年生）
対象期間2014年 4 月〜2015年 3 月

今後の予定
各協力団体と協議しながらプログラム運営を進めます。
2015年4月には、宮城県在住の新4年生から新たに30人程
度を第3期アカデミー生として認定する予定です。

“こども”の力で未来を支える

福島こども力プロジェクト

さまざまな体験活動を通じ、未来の福島を支える子どもの成長を支援。

269団体

支援総額

※2014年5月末時点。

実
績
の
内
訳

支援総額 8,800万円
支援者数 102人（小学４〜6年生）
対象期間2013年 4 月〜2014年 3 月

を目指す「みやぎジュニアトップアスリートアカデミー」

支援活動

子どもサポート基金
4.7億円

第1期

担うみやぎっ子 体力向上キャンペーン」を実施していま

被災各県市町村の教育関係者を含む現地の方々にお話をう

支援総額

実
績
の
内
訳

と、宮城県の子どもたち全体の体力向上を目指す「未来を

今後の予定

給付しています。

２

協力団体◎仙台大学、
宮城教育大学、
東北大学

支援総額 4.54億円
支援者数 813人

「まなべる基金」を、卒業までの最長4年間、最大72万円

支援活動

198人

共催◎宮城県教育委員会、
公益財団法人宮城県体育協会

対象期間2013年4月〜2016年3月（最長）

第3期

ゴールドジュニアアスリート※

支援者数

主催◎みやぎ
「夢・復興」
ジュニアスポーツ
パワーアップ事業実行委員会

対象期間2012年4月〜2015年3月（最長）

第2期

1.6億円

※選考会で選ばれた、身体能力に優れる小学4～6年生の子どもたち。
この他、応募者全員へのフォローアッププログラムを案内・実施。

※2014年5月末時点。

第1期

ジュニアスポーツ

2.1億円

支援者数

約45,000人

※支援者数は2015年3月末までの支援予定者も含む。

第1期

支援総額 9,494万円
助成件数 51件

第2期

支援総額 9,674万円
助成件数 72件

第3期

支援総額 9,760万円
助成件数 52件

第4期

支援総額 7,466万円
助成件数 54件

第5期

支援総額 1億734万円
助成件数 40件

後援◎福島民報社、福島民友新聞社

対象期間2011年10月〜2012年 3 月

実
績
の
内
訳

対象期間2012年 4 月〜2012年 9 月

対象期間2012年10月〜2013年 4 月

対象期間2013年 4 月〜2013年 9 月

対象期間2014年 4 月〜2015年 3 月（最長）

※支援額は助成決定時での総額であり、第5期については今後の支援額も含む。

今後の予定

し、これまで5期にわたり、のべ269団体に助成を行って

2016年度まで継続の予定です。

います。

※今後の状況により変更する場合があります。

2013年度

支援総額 0.9億円
支援団体数 ８団体
支援者数 約35,000人（のべ）
対象期間2013年 6 月〜2014年 3 月

2014年度

支援総額 1.2億円
支援団体数 13団体
支援者数 約10,000人（予定も含む）
対象期間2014年 4 月〜2015年 3 月

福島県の未就学児〜高校生たちを対象に、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ています。さまざ
まな体験活動を通じて、子どもたちが本来持つ力を伸ば
し、福島の将来を担う人材として育成することを目指すプ
ロジェクトです。

今後の予定
2016年まで福島県の未就学児〜高校生を対象に、福島県の
将来を担う人材育成を目的に支援を実施予定です。

支援活動

５

2013年度 財務報告

話す・つながるをサポート

18歳まで携帯料金サポート

震災で両親や保護者を亡くした子どもたちに携帯電話料金を月に1万円まで支援。
震災で両親や保護者を亡くした子どもたちにとって、身近
な人々と話す・つながるための携帯電話は大切なコミュニ
ケーションツールです。こうした子どもたちを含むご家族
の経済的負担を軽減するため、18歳になるまでの子どもた
ちを対象に、月々の携帯電話・PHS（電話会社問わず）の

710万円

支援総額

支援者数

40人

正味財産増減計算書

科

特定非営利活動法人 チームレスキュー

岩手県陸前高田市の子どもたちが、自ら楽し
める場づくりを行うイベント開催への支援

宮城県七ヶ浜町における、子どもたちの運動
不足解消を目的としたスポーツ事業への支援

520,724

650,792

受取利息

520,724

650,792

△ 130,068

822,947,901

782,215,830

40,732,071

822,947,901

782,215,830

40,732,071

36,761,257

6,104

36,755,153

8,530

6,104

2,426

7,378,698

0

7,378,698

受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
助成金返金益
経常収益計

△ 130,068

29,374,029

0

29,374,029

860,229,882

782,872,726

77,357,156

(2) 経常費用
事業費

810,221,352

734,366,622

75,854,730

給料手当

12,648,310

13,982,082

△ 1,333,772

旅費交通費

10,153,820

19,163,362

△ 9,009,542

業務委託費

14,363,810

15,491,321

△ 1,127,511

賃借料

16,438,974

16,703,604

△ 264,630

732,317,870

643,712,063

88,605,807

まなべる基金

414,522,000

308,466,000

106,056,000

子どもサポート基金

102,890,000

172,260,000

△ 69,370,000

支払助成金・支払寄附金

18 歳まで携帯料金サポート
福島こども力プロジェクト（※）

岩手県大船渡市の堀川グラウンドで野球を練
習する子どもたちのための、照明設備設置事
業への支援

みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事業

特定非営利活動法人 Blue Earth Project

日本学校合奏コンクール委員会

石巻子どもの復興支援委員会

福島県郡山市で開催された「日本学校合奏コ
ンクール2013ソロ＆アンサンブルコンテス
ト」運営への支援

宮城県内で実施する芸術文化活動を通じ、子
どもたちの表現力を育て、コミュニケーショ
ンを促進する活動への支援

3,088,925

△ 95,769

53,856,670

76,880,044

74,800,000

58,000,000

16,800,000

0

25,598,933

△ 25,598,933

その他の寄附

6,376,000

22,441,535

△ 16,065,535

24,298,568

25,314,190

△ 1,015,622

49,412,329

39,263,337

10,148,992

13,121,102

10,053,875

3,067,227

業務委託費

4,916,002

2,058,766

2,857,236

通信運搬費

3,858,378

3,233,195

625,183

広告宣伝費

3,164,246

0

3,164,246

減価償却費

2,580,297

2,355,477

224,820

賃借料

3,999,638

4,042,512

△ 42,874

設備管理費

3,305,184

3,935,297

△ 630,113

支払報酬

4,176,150

4,108,650

67,500

10,291,332

9,475,565

815,767

859,633,681

773,629,959

86,003,722

596,201

9,242,767

△ 8,646,566

管理費
給料手当

東北でのスタディツアーを通じて、大阪・横
浜・東北の高校生が交流し、対話するプロ
ジェクトへの支援

特定非営利活動法人 岩手未来機構

2,993,156
130,736,714

芋煮会ワークショップ
その他の事業費

福島の子どもたちを対象に芸術交流活動を目
的とした、「ホセ・マリア・シシリア福島
ワークショップ」開催への支援

その他の管理費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計

0

0

0

596,201

9,242,767

△ 8,646,566

0

0

0

固定資産除却損

0

3,762,500

△ 3,762,500

経常外費用計

0

3,762,500

△ 3,762,500

0

△ 3,762,500

3,762,500

596,201

5,480,267

△ 4,884,066

一般正味財産期首残高

42,902,510

37,422,243

5,480,267

一般正味財産期末残高

43,498,711

42,902,510

596,201

98,199,160

115,515,307

△ 17,316,147

98,199,160

115,515,307

△ 17,316,147

△ 644,151,569

△ 656,800,502

12,648,933

一般正味財産への振替額

△ 644,151,569

△ 656,800,502

12,648,933

当期指定正味財産増減額

△ 545,952,409

△ 541,285,195

△ 4,667,214

指定正味財産期首残高

2,776,272,970

3,317,558,165

△ 541,285,195

指定正味財産期末残高

2,230,320,561

2,776,272,970

△ 545,952,409

2,273,819,272

2,819,175,480

△ 545,356,208

当期経常増減額
2. 経常外増減の部

今後の活動について

(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用

私たちは、被災地からの声に耳を傾け、他団体や現地で活動を続ける方々に意見を
うかがいながら、復興の段階に応じた支援をこれからも継続していきます。

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

ユースプロジェクト
（仮）

減

特定資産運用益

特定非営利活動法人 絆プロジェクト三陸

Light Up Nippon in 陸前高田実行委員会

増

(1) 経常収益

随時支援の申し込みを受け付けしています。

東北の復興支援活動に関わる団体のさまざまな活動に寄附を行い、活動を支援しまし
た。2013年6月～2014年5月末までの支援先です。

前年度

1. 経常増減の部

今後の予定

その他の支援活動

当年度

寄附金返金益

支援対象期間◎2011年8月～随時
協 力 団 体◎あしなが育英会

（単位 : 円）

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部

※2014年5月末時点。支援者数には支援終了者も含む。

料金を月々1万円までサポートします。

2013 年 6 月 1 日から 2014 年 5 月 31 日まで

予定

Ⅱ 指定正味財産増減の部

地域と向き合う若者の活動を支援し、東北に活気と変化を
創造するプロジェクト

受取寄附金
受取寄附金
一般正味財産への振替額

地域課題の解決のために行動する若者の支援を検討しています。アイディア
を実現するために必要な活動資金とサポートを提供することで、「思いをか
たちにできる人材」への成長を支援し、同時に、彼らを支える人材の育成に
取り組む予定です。地域を思う若者たちのエネルギーと新しい発想で、東北
に活気をもたらし、変化を創造することを目指しています。

Ⅲ 正味財産期末残高
※ 当財団は、有限責任監査法人ト―マツの会計監査を受けております。
※「ふみだすふくしま」は 2013 年度より「福島こども力プロジェクト」に変更となりました。

以下の活動は現地のニーズをうかがいながら、随時開催や支援を検討していきます。

2013 年度にご寄附をいただいた団体・法人さま

（敬称略・50 音順）

Topics
2014 年 3 月 11 日 に「3.11」と い

芋煮会ワークショップ
支援実績

支援総額約2,550万円・参加者数約560人

被災地および避難先にて、幅広い分野の方々と共に地域
の課題について話し合うワークショップ。課題を明確に
し、被災地にとって必要とされる支援を実現させるため
に実施しています。

ふみだす未来の教室

in 南相馬

秋田市立下北手中学校吹奏楽部

西洋フード・コンパスグループ株式会社

オルテーンシア チャリティコンサート

全労済埼玉県本部

運営団体：特定非営利活動法人トイボックス

鎌倉大船ロータリークラブ

東武レジャー企画株式会社

発達障がいを持つ子どもたちを対象に、学習支援・集団
生活訓練を行うことで、生活環境・教育環境全体の改善
を目的に活動しています。

久喜音楽文化振興会

戸田マラソン大会実行委員会

助産院未来

HIKAKIN

支援実績

支援総額1,000万円・利用者数約4,600人

※2014年３月末時点ののべ数

この他、多くの方からご寄附をいただいています。誠にありがとうございます。

うキーワードを Yahoo ! 検索により検
索された方おひとりにつき 10 円を、Yahoo ! 検索さまから
ご寄附いただくというキャンペーンを実施いただきました。
3 月 11 日当日は 250 万人を超える方が検索をされ、
2,568 万 3,250 円のご寄附をいただきました。
Yahoo ! 検索さま、キャンペーンを通じてご支援をいただいた
多くの皆さま、誠にありがとうございました。

