2015 年度 年次報告書

［2015 年 6 月〜 2016 年 5 月］

GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE RECOVERY INITIATIVES FOUNDATION

ごあいさつ
この春、
もうすぐ5度目の3月11日を迎えるという頃、東北で活動されている支援団体や語り部の方々
とお会いしました。皆さまが口を揃えてお話しされたのは、
「今、
ようやく復興の入り口に立つことができた
気がします」
ということでした。長かった復旧期間を終え、ようやく復興への道を進み始められる、その
言葉はこの5年間、復興支援活動に取り組んできた私たちが、
しっかりと受け止めるべきものだと思いま
した。ここまで頑張ってこられた歳月の重みを思うとともに、東北の皆さまの声が届く団体でありたいと
福島県では、今年避難指示が解除された地域で生活を始める方や、未だ帰還の目処が立たず不安な
思いをされている方も多くいらっしゃいます。地域やそれぞれの置かれた状況によって、何が必要とされ
ているのかをこれまで以上に考えていきたいと思っています。東北の子どもたちのため、彼らの未来の
ために私たちにできることは何か、皆さまの声と向き合いながら、できる限りの力を尽くして参ります。
どうぞ、今後とも引き続きご支援よろしくお願いいたします。

スポーツなどの文化・教育分野における東北の子どもたちの「やりたい」気持
間、夢応援マイスターと呼ばれるプロのスポーツ選手などから指導を受けるほ
か、それぞれの夢や目標の宣言とその達成度を夢応援マイスターに報告するイ
ベントに参加します。子どもたちが夢や目標に向けて計画的に練習に励み、そ
れぞれの目標達成を目指す過程を応援することで、子どもたちの主体的に行動
する力を育み、今後の東北を担う人材の育成を目指します。このプログラムは

2015年度活動報告会を実施しました
寄付者の皆さまに日頃のご支援に対するお礼を直接お伝えするとともに、支援

34.84

活動の状況などをご報告するため、2016 年 3 月に活動報告会を実施しまし
た。宮城県気仙沼市で観光客の誘致活動を行う大学生の助成先団体とインター
ネットを中継し、活動への意気込みを語ってもらったほか、奨学金を受けてこ

億円

の春高校を卒業した学生による震災体験や学校生活についての発表や、助成先
の NPO 団体の活動報告など、支援を受けた方々の声を共有させていただきま
した。当財団へ寄付いただいた方々をはじめ、多くの支援者さまにお越しいた
だき、お礼や活動状況をお伝えすることができただけでなく、さまざまなご意
見や励ましのお言葉をいただきました。本当にありがとうございました。

約78,000人と379の団体

支援者数合計

2016 年 4 月、東北「夢」応援プログラムを開始しました。このプログラムは、

2015 年度以降も継続して実施されます。

設立〜2016年5月末まで

支援額合計

東北
「夢」
応援プログラムを開始しました

ちや、夢や目標の実現を応援します。情報通信ツールを活用し、遠隔で 1 年

改めて強く感じました。
代表理事

2015年度 トピックス

※2016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。

みやぎ
「夢・復興」
ジュニアスポーツパワーアップ事業が
第9回キッズデザイン賞を受賞しました

※詳しい支援活動の内容は、中面をご覧ください。

みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事業が、
第 9 回 キッズデザイン賞の復興支援デザイン部門を受賞しま
した。キッズデザイン賞は、「子どもが安全に暮らす」「子ど

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。

当財団の理念

活動のあゆみ

目指すビジョン

もが感性や創造性豊かに育つ」
「子どもを産み育てやすい社会
をつくる」ための製品・空間・サービスで優れたものを広く
社会へ伝えることを目的として選ばれています。その中でも復
興支援デザイン部門は、東日本大震災の被災地へ向けた復興支援の取り組み・
活動で、子ども視点のあるものに対して贈られます。

【 設立～2016年５月末まで 】

▪まなべる基金公募開始
▪東日本大震災発生

子どもたちが夢と
希望を育む
環境を実現する。

▪2011年度活動報告会開催

▪公益財団法人認定

▪福島県伊達市の幼稚園への

▪福島こども力プロジェクト開始

砂場や人工芝の支援

▪福島こども力プロジェクト
グッドデザイン賞を受賞

▪2014年度活動報告会開催

▪まなべる基金

緊急支援奨学金公募

2011年
3月

６月

７月

▪一般財団法人
東日本大震災復興支援財団 設立

８月

11月

▪子どもサポート基金公募開始
▪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

2012年
3月

▪ふみだすふくしま開始

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
8月

10月

11月

▪宮城県知事より感謝状を拝受

2015年
5月

▪東北「夢」応援
▪みやぎ
「夢・復興」
ジュニアスポーツパワー
アップ事業キッズデザイン賞を受賞

7月

▪ユースアクション東北開始

2016年
3月

プログラム開始

４月

▪2015年度活動報告会開催

これまでの支援活動の概要と実績

【 設立〜2016年5月末まで 】

学べるしあわせをみんなに

まなべる基金
東日本大震災の影響により家庭の経済状況が変化し、進学
や就学が困難となった高校生のための、返還不要の奨学金
制度です。高校入学から卒業までの間、最大48万円を給
付します。高校生向けの給付型奨学金制度が少ない中、進
学・就学が困難な状況においても学ぶことをあきらめない
高校生を応援し続けています。
支援総額

14.82億円

支援者数

2,648人

※2016年5月時点。支援総額には今後の支給予定分も含む。

協力団体◎特定非営利活動法人ジービーパートナーズ
2015年募集分

支 援 の お 礼 メ ッ セ ー ジ

支援総額 0.33億円
支援者数 77人

まなべる基金

皆さんからの寄付金のおかげで、安心して高校生活を送ることができてい

震災後不幸が重なり、高校を退学し家計を支えるために働こうかと考えて

中で新しい友達もでき、充実した高校生活を送ることができました。これ

られました。奨学金は就職試験に向けての準備などに充てました。これま

ます。震災後、友達と離れ離れになり不安もありましたが、新しい生活の
からも、将来の夢や目標に向かって頑張りたいです。

（福島県南相馬市 / 高校 3 年生）

いました。しかし、担任の先生に相談したところ、まなべる基金をすすめ

で支えてくれた方々には感謝の気持ちでいっぱいです。これからも頑張り

ますので応援よろしくお願いします。

（岩手県釜石市 /2015 年卒）

子どもたちの成長を支える団体の活動をバックアップ

子どもサポート基金

東北の子どもたちの支援活動に取り組むNPOやボランティ
ア団体への助成を行っています。団体が継続して活動できる
よう、複数年にわたる助成を行うとともに、活動に必要な資
金を調達できる体制づくりをサポートし、組織の基盤を強化
することで、子どもたちが心身の健康を回復・維持し、希望を
持ってたくましく成長できるような環境づくりを目指します。
支援総額

7.72億円

支援件数

335団体

※助成決定時点の支援総額。

2015年募集分

支 援 の お 礼 メ ッ セ ー ジ

支援総額 ２.01億円
支援件数 22件

子どもサポート基金

宮城県石巻市に暮らす妊婦や未就学児を持つ親のための

笑顔が、地域を復興する力になっていることを感じてい

子育て支援活動などを助成いただきました。活動の中で、

ます。日々を大事に過ごせるのは、皆さまからのご寄付

た顔や赤ちゃんが日々成長して笑顔で駆け寄る姿など、

ございます。

不安そうな親子が初めて「居場所」にきた時のほっとし
毎日の中に多くの輝きが見られます。1 人の命、1 つの

によってこの輝きが生まれるからです。本当にありがとう
（特定非営利活動法人ベビースマイル石巻）

スポーツを通じて夢を応援

MI AGI みやぎ「夢・復興」
ジュニアスポーツパワーアップ事業

宮城県の復興を支える人材を育成するため、スポーツを通じて、
心身ともにたくましく成長する環境を提供します。最先端のト
レーニングを体験し、さまざまな競技に挑戦することでトップア
スリートを目指す子どもたちの夢を応援しています。また、2014
年度に引き続き宮城県の全小学校を対象になわとび大会を行
い、子どもたちの体力向上の機会を設けました。
支援総額

2.92億円

支援者数

374人

※2017年3月までの支援予定額、支援予定者も含む。

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
主な構成団体
◎宮城県教育委員会
◎公益財団法人宮城県体育協会
◎仙台大学

2015年
募集分

支援総額 0.63億円
支援者数 90人

※
「みやぎジュニアトップアスリートアカデミー」
参加者

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

ユースアクション東北

地元の復興や活性化に取り組む高校生や大学生の活動を支援し
ます。活動費用の助成のほか、彼らの活動の実現に向け助言や
協力をしてくれる「伴走者」を紹介することで、思いを形にで
きる人材への成長を後押しする取り組みです。東北に更なる活
気が生まれていくよう、各地域の伴走者がお互いの経験などを
共有する機会も設けています。
支援総額

170万円

支援件数

11件

※2016年5月時点

協力団体
2015年
◎認定NPO法人カタリバ
募集分
◎認定NPO法人底上げ
◎一般社団法人Bridge for Fukushima

支援総額 150万円
支援件数 10件

支 援 の お 礼 メ ッ セ ー ジ ユースアクション東北
初めて自分たちで地元のためにプログラムを企画するに

ら応援やサポートをいただけたことも自分たちにとって励

に進められました。ご寄付をいただきありがとうございま

楽しく活動していきます！

あたり、助成金をいただくことができたことで計画を円滑

した。また、プログラム開催までの期間には財団の方か

“こども”の力で未来を支える

福島こども力プロジェクト

みとなりました。今後も大好きな気仙沼で、仲間たちと
（ロールプレイング気仙沼）

福島県の未来を担う人材の育成をめざし、2013年より3年間、複
数の支援団体とともに、自然体験、キャリア教育、IT教育、国際交
流など、総合的な体験活動を通じた成長支援のプログラムを提
供しました。参加した子どもたちを対象とした成長評価において
は、地元福島県に対する郷土愛の高まりとともに、自己効力感や
他者への思いやりを持てるようになったという結果が出ています。
支援総額

3.62億円

支援者数

※2016年3月時点

後援
◎福島県
◎福島県教育委員会
◎福島民報社
◎福島民友新聞社

2015年
募集分

約62,000人

支援総額 0.66億円
支援者数 3,182人

NEW

自ら行動する力を育み、未来の東北を担う人材を目指す

東北「夢」応援プログラム
東北の小・中・高校生に、スポーツなどを指導する機会を提供
することで、子どもたちのやる気や、夢や目標の実現を応援し
ます。子どもたちは情報通信ツールを通じて、日本各地のプロ
コーチやチームなどから遠隔指導を受け、自らが掲げた夢や目
標に向けて、計画的に練習に励みます。子どもたち自身の主体
的に行動する力を育むことで、これからの東北を担う人材の育
成を目指します。
支援総額

710万円

支援件数

3件

※2016年5月までの支援決定額
主催

夢応援マイスター※敬称略

認定NPO法人 フロンティア南相馬

西内 洋行

指導内容
水泳

NPO法人いわきサッカー協会

土肥 洋一

サッカー（ゴールキーパー）

アスマッチプロジェクト

三浦 淳寛

サッカー（フリーキック）

協力
◎ソフトバンク株式会社
（遠隔指導で活用する端末の夢応援マイスターへの貸し出し）

話す・つながるをサポート

18歳まで携帯料金サポート

震災で保護者を亡くした子どもたちが、身近な人々と話し、つな
がるためのコミュニケーションツールとして、携帯電話の料金を
サポートしています。子どもたちが18歳になるまでの間、通信会
社に関わらず、携帯電話やスマートフォンの料金を月々1万円まで
お支払いし、子どもたちを含むご家族の経済的な負担を軽減し
ます。
支援総額

1,200万円

支援者数

45人

※2016年5月時点

協力団体◎あしなが育英会
◎公益財団法人全国里親会

その他の支援活動

将来、東北の復興を担う人材の育成など、他にもさまざまな支援活動を行っています

一般社団法人イトナブ石巻

西内洋行さん （トライアスロン選手）

宮城県石巻市において、小学生から高校生までの子どもを対象とした、IT
教育プログラムを支援しました。

福島県原町第三小学校において、子どもたちの運動の機会を増やすための
プログラムを支援しました。

特定非営利法人岩手未来機構

国立大学法人福島大学

岩手県の子どもを対象とした、芸術を通じて心のケアに取り組むワーク
ショップを支援しました。

東北の中高生を対象とした、将来の東北を考えることを目的とした国際協
同型教育プロジェクトを支援しました。

げんき菜農園

認定NPO法人

福島県福島市の家庭を対象とした、安全な食に関する情報提供活動を支援
しました。

福島県南相馬市の中高生を対象に、体力向上および運動機会の提供を目的と
した活動を支援しました。

フロンティア南相馬

当財団に関する情報を発信しています。
ぜひご覧ください。

東日本大震災復興支援財団

検索

http://minnade-ganbaro.jp/

https://www.facebook.com/ganbarojp

2015年度 財務報告
正味財産増減計算書

皆さまのご寄付・ご支援が、私たちの取り組みにつながっています。

2015 年 6 月 1 日から 2016 年 5 月 31 日まで

科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益
特定資産運用益
受取利息
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
助成金返金益
寄付金返金益
その他雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
旅費交通費
業務委託費
賃借料
支払助成金・支払寄付金
まなべる基金
子どもサポート基金
18 歳まで携帯料金サポート
ユースアクション東北
福島こども力プロジェクト
みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事業
東北「夢」応援プログラム
その他の寄付
その他の事業費
管理費
給料手当
採用費
法定福利費
業務委託費
通信運搬費
減価償却費
賃借料
支払報酬
出向負担金
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
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

（単位 : 円）

2015 年度

2014 年度

増

減

344,415
344,415
446,377,223
446,377,223
20,339,483
8,534
7,060,231
13,208,883
61,835
467,061,121

409,458
409,458
778,908,564
778,908,564
14,482,060
8,193
3,289,608
11,184,259
0
793,800,082

△ 65,043
△ 65,043
△ 332,531,341
△ 332,531,341
5,857,423
341
3,770,623
2,024,624
61,835
△ 326,738,961

417,052,587
12,415,156
6,906,804
12,111,978
6,778,112
370,094,369
202,493,424
75,260,000
2,332,915
1,711,651
16,933,250
54,250,000
5,304,000
11,809,129
8,746,168
56,307,790
15,329,052
0
3,285,833
4,501,906
3,730,600
8,074,643
0
4,310,820
5,828,666
11,246,270
473,360,377
△ 6,299,256
0
△ 6,299,256

753,791,889
14,740,423
0
0
15,897,196
687,688,327
381,136,116
101,350,000
2,598,021
0
121,528,586
78,180,000
0
2,895,604
35,465,943
48,103,102
13,715,879
2,729,376
2,468,335
0
3,775,999
3,523,668
3,815,833
5,319,000
0
12,755,012
801,894,991
△ 8,094,909
0
△ 8,094,909

△ 336,739,302
△ 2,325,267
6,906,804
12,111,978
△ 9,119,084
△ 317,593,958
△ 178,642,692
△ 26,090,000
△ 265,106
1,711,651
△ 104,595,336
△ 23,930,000
5,304,000
8,913,525
△ 26,719,775
8,204,688
1,613,173
△ 2,729,376
817,498
4,501,906
△ 45,399
4,550,975
△ 3,815,833
△ 1,008,180
5,828,666
△ 1,508,742
△ 328,534,614
1,795,653
0
1,795,653

0

0

0

0
0
△ 6,299,256
35,403,802
29,104,546

0
0
△ 8,094,909
43,498,711
35,403,802

0
0
1,795,653
△ 8,094,909
△ 6,299,256

153,928,499
153,928,499
△ 288,881,302
△ 288,881,302
△ 134,952,803
1,726,508,948
1,591,556,145
1,620,660,691

130,149,787
130,149,787
△ 633,961,400
△ 633,961,400
△ 503,811,613
2,230,320,561
1,726,508,948
1,761,912,750

23,778,712
23,778,712
345,080,098
345,080,098
368,858,810
△ 503,811,613
△ 134,952,803
△ 141,252,059

※ 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。

団体概要

団 体 名
設 立 日
人員構成
評 議 員

公益財団法人東日本大震災復興支援財団
2011 年 6 月 14 日
評議員６名、理事６名、監事２名、職員 18 名
寺 島 実 郎（
（一財）日本総合研究所 会長）
小 宮 山 宏（
（株）三菱総合研究所理事長、
プラチナ構想ネットワーク会長）
村 井
純（慶應義塾大学 環境情報学部長・教授）
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 和 博（教育改革実践家）
青 野 史 寛（ソフトバンクグループ（株） 執行役員）

代表理事
理
事

監

事

会計監査人

立石 勝義
荒 井
優 ( 学校法人慈恵学園 札幌新陽高校 校長 )
佐 藤 大 吾（
（一財）ジャパンギビング 代表理事）
大 橋 智 哉 （税理士法人 山田＆パートナーズ マネージャー )
岡 本
正 （銀座パートナーズ法律事務所 弁護士）
所澤 新一郎
君和田 和子（ソフトバンクグループ（株）執行役員 経理部長 兼 内部統制室長）
加 藤 善 孝（優成監査法人 統括代表社員）
有限責任監査法人トーマツ
※ 2016 年 8 月時点

ご寄付のお願い
当財団では、皆さまからのご寄付を受け付けております。いただいた寄付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。ご寄付の方法については、下記または当財団のホームページをご覧ください。

財団の活動全般へのご寄付

特定の活動へのご寄付

銀行振り込み

「まなべる基金」銀行振り込み

当財団が行う支援活動全般へのご寄付で

みずほ銀行 大手町営業部（112）
普通預金 3514117

す。いただいた寄付金は、被災地の子ども
たちを支援するための活動に 100% 役立て
てまいります。

本口座への寄付金は、
「まなべる基金」の
奨学金として 100% 役立ててまいります。

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）

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）

本口座への寄付金は、宮城県の小学生を対

象に、トップアスリートの育成を通じた人材
育成プログラムを実施するために 100% 役
立ててまいります。

その他の
携帯電話から

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

T ポイントによるご寄付も受け付けております。
詳細は、当財団ホームページをご覧ください。

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

寄付の税制優遇措置について

寄付者の皆さまからのメッセージ

当財団へのご寄付は、税制優遇を受けられます。

株式会社 松孝 さま
私たちは、東京の大田市場でフルーツの仲卸をしています。
青果の流通を通じて“継続的に支援していこう”と同業者らに呼びかけ、
2011 年 5 月から「がんばろう日本！食」の活動をしています。
野菜や果物にシールを貼り付けることで 3 円が寄付される仕組みとなって
います。これからも被災地の復興と笑顔を願って「食」を通した支援活動
を続けていきます！

寄付金

（個人の場合）

当財団

確定申告
寄付額 2,000 円以上が
控除の対象です

すばるはりきゅう整骨院 さま

領収書

私たちは、品川区を中心に整骨院を開業しています。スタッフみんなで東
北の子どもたちのために何ができるかを考え、2015 年から、戸越銀座院、
西小山院、矢口渡院にて募金箱とパンフレットを設置し寄付を呼び掛けて
います。来院される患者さまからもご協力いただき支援の輪が広がってい
ます。これからも東北を応援します。

※ 1 個人住民税の対象は、全国一律ではありません。詳しくはお住まいの都道府県
税事務所・各市町村の徴収窓口までお問い合わせください。
※ 2 法人の申告については、その法人の資産や所得の金額によって限度額が異な
ります。各法人の経理部門または最寄りの税務署へお問い合わせください。

2015 年度にご寄付をいただいた方々 （敬称略・50 音順）

※ 1 回の寄付金額が 10 万円以上で、許諾をいただいた方のみ掲載させていただいています。

アイティメディア株式会社
アケタスポーツ企画
朝日火災海上保険株式会社

九州・沖縄アストモス会
株式会社キューブ
京都府医師婦人会

SBフレームワークス株式会社
尾崎 忠司 市原 英美

歯科技工士が集う 東日本大震災復興支援チャリティ講演会 株式会社ナチュラルプランツ
秀和株式会社
成田山深川不動堂
鈴木 千惠子
西村 昌和

株式会社アルゴグラフィックス
イーライフ
岩本 和広
宇田川 靖子
SBクリエイティブ株式会社
SBヒューマンキャピタル株式会社

久喜音楽文化振興会
株式会社KTSコーポレーション
佼成学園女子中学高等学校
狭山・入間市民クリスマス
三幸製菓株式会社

第32回戸田マラソン大会実行委員会
第34回川口マラソン大会実行委員会

第51回日本医学放射線学会 秋季臨床大会
千葉経済大学附属高等学校 商業科3年課題研究
千葉商科大学
東京都立蔵前工業高等学校
東武動物公園
長崎ヤングライオンズクラブ

オッズ・パーク株式会社
セコムチャリティオークション事務局
日東工器株式会社
香川県よさこいチャリティー BASA Live 実行委員会 ソフトバンク コマース＆サービス株式会社 日本工業所有権研究会
神奈川県立希望ヶ丘高等学校
第10回湘南国際マラソン実行委員会
一般社団法人PARACUP

〒 105 - 7313 東京都港区東新橋 1 - 9 - 1 東京汐留ビルディング 13 階
TEL : 03 - 6889 - 1560

FAX : 03 - 6889 - 1568

ヒガシニホンダイシンサイフッコ

その他、クレジットカードや、JapanGiving、

※ SoftBank のスマートフォン以外をお使いの方は、
「かざして募金」の
ページ経由でクレジットカード決済となります。

税務署
市区町村

みずほ銀行 大手町営業部（112）
普通預金 3517405
（コウエキザイダンホウジン
ウシエンザイダン）

※ SoftBank のスマートフォンをお使いの方は、携帯電話料金と一緒に
寄付金をお支払いただけます。

所得税・住民税
控除
寄付者さま

ヒガシニホンダイシンサイフッコ

「みやぎ『夢・復興』
ジュニアスポーツパワーアップ事業」
銀行振り込み

携帯電話から

SoftBank の
スマートフォンから

みずほ銀行 大手町営業部（112）
普通預金 3514439

BBソフトサービス株式会社
株式会社フジコー

brain-stormVOGUE
有限会社マツヤマ
マルヤ産業株式会社
株式会社ミツウロコ 東北事業部
村田 顕光
森乳スマイル倶楽部

山口西京ライオンズクラブ
麗澤瑞浪中学・高等学校 文化委員会
特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

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。

2016 年９月発行

