
 

2012 年 3月 29日 

 

東日本大震災関係東日本大震災関係東日本大震災関係東日本大震災関係のののの募金募金募金募金・・・・助成助成助成助成にににに関関関関するするするする進捗進捗進捗進捗報告報告報告報告 

 

公益財団法人日本国際交流センター 

米国法人日本国際交流センター 

 

 

日本国際交流センター（JCIE）では、東日本大震災の救援・復興に関する国際協力の推

進や、震災に対応した日本の経験を国際社会と共有し今後の政策形成に活かすため、様々

な事業を実施しています。 

 

その一環として、米国をはじめとする海外からのご寄付を受け付け、米国法人日本国際

交流センター（JCIE/USA 在ニューヨーク）内に「東日本大震災 NGO 支援国際基金」

（Japan NGO Earthquake Relief and Recovery Fund）と「ベインキャピタル基金」（Bain Capital 

Japan Disaster Relief Fund）を設置し、東日本大震災の災害救援・復興活動にあたる日本の

民間非営利組織の活動を支援するために助成プログラムを運営してまいりました。 

 

両基金の 2012年 3 月末現在の運営状況につき、次項のとおり、ご報告申し上げます。 

 

 

・ 経過 

・ 収支報告 

・ 東日本大震災 NGO支援国際基金 寄付者一覧 

・ 東日本大震災 NGO支援国際基金 助成決定団体 

・ ベインキャピタル基金 助成決定団体 

・ その他のファシリテーション 
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経過経過経過経過 

 

2011 年 

3 月 14 日 米国法人 JCIE 内に「「「「東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災 NGO 支援国際基金支援国際基金支援国際基金支援国際基金」」」」を設置。米国

内で募金を開始 

3 月 18 日 （特活）パブリック・リソースセンターのオンライン寄付サイトGiveOne

との連携により、緊急支援 6 団体に助成を開始（～7 月） 

4 月 ベインキャピタル（本社ボストン）からの初回 100 万ドルの寄付を受け、

米国法人 JCIE 内に「「「「ベインベインベインベインキャピタルキャピタルキャピタルキャピタル基金基金基金基金」」」」を設置。同社パートナー

等からの募金受け入れを開始。 

 「ベインキャピタル基金」より、東京ボランティア・市民活動センター

に助成開始 

6 月 11日 NGO支援国際基金の募金額 65 万ドルに 

7 月 中長期復興支援にあたる団体への計画助成検討開始（現在継続中） 

７月 15 日 国立高等専門学校機構への助成開始、被災した高等専門学校の学生に対

する奨学金プログラムの創設 

10 月末 NGO 支援国際基金に対しメットライフ アリコから社員寄付、東京の

JCIE にて受入決定、12 月 15 日「メットライフ アリコ社員寄付 子ど

も支援プログラム」公募開始 

12 月 15日 NGO支援国際基金の募金額 149万 3782ドル（約 1 億 1357 万円）に 

12 月 26日 中長期復興支援団体（2団体）への助成発表 

2012 年 

3 月 14 日 NGO 支援国際基金およびベインキャピタル基金の合計募金額 361 万ド

ル（約 2億 8300万円）に 

3 月中旬 中長期復興支援団体（3団体）への助成発表 

4 月中旬 「メットライフ アリコ社員寄付 子ども支援プログラム」助成対象団

体発表予定 
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収支報告収支報告収支報告収支報告 

 

2012 年 3 月 29 日現在、東日本大震災 NGO 支援国際基金ならびにベインキャピタル基金

の収支は以下の通りです。 

 

＊円額は為替レートにより変動となります。 

1. 1. 1. 1. 収入収入収入収入    

 ● 東日本大震災 NGO支援国際基金  163163163163万万万万 9759975997599759ドルドルドルドル（約 1億 2452万円*） 

 ● ベインキャピタル基金   197197197197万万万万 6849684968496849ドルドルドルドル（約 1億 5870万円） 

     計 361361361361万万万万 6608660866086608ドルドルドルドル（約 2億 8323万円*）    

2. 2. 2. 2. 2011201120112011年度年度年度年度支出済支出済支出済支出済みみみみ    

 ● 東日本大震災 NGO支援国際基金 5594559455945594万万万万 654654654654円円円円 

   ○ 緊急支援 2433万 654円 (6団体) 

   ○ 中長期復興支援（計画助成） 1661万円 (4団体) 

   ○ 中長期復興支援（特別プログラム） 1500万円 (4月中旬詳細公表予定) 

 ● ベインキャピタル基金 1111億億億億 2426242624262426万万万万 7760776077607760円円円円 (3団体) 

 ● その他 46464646万万万万 5003500350035003円円円円 

 計 1111億億億億 8067806780678067万万万万 3417341734173417円円円円    

3. 3. 3. 3. 支出予定助成金支出予定助成金支出予定助成金支出予定助成金（（（（2012201220122012年度以降年度以降年度以降年度以降））））    

 ● 東日本大震災 NGO支援国際基金 5745574557455745万万万万 979979979979円円円円* 

 ● ベインキャピタル基金 3290329032903290万万万万 4861486148614861円円円円 

 

【管理費について】 

東日本大震災 NGO 支援国際基金は、緊急支援へのご寄付は全額を助成いたしました。中長期復興

支援（計画助成）へのご寄付は、10%を基金の管理運営費として充当しています。中長期復興支

援の特別プログラムならびにベインキャピタル基金は資金提供者との協議により別途管理費を定

めています。 
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東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災 NGO支援国際基金支援国際基金支援国際基金支援国際基金 

寄付者一覧寄付者一覧寄付者一覧寄付者一覧    

 

日米関係を推進する全米各地の団体、日系企業および企業財団、在米の日本人、日本在住

の経験を持つ米国人など、日本との関係が深い団体や個人、企業、学校などから寄付をい

ただいています。また、米国以外にも、オーストラリア、台湾からご寄付をいただきまし

た。皆様のご支援に心より感謝申し上げます。 

(3月 29日現在 アルファベット順) 

主要主要主要主要ドナードナードナードナー    

アフィニティ・グループ・オン・ジャパニーズ・フィランソロピー 

ビンガム・マカッチェン・ムラセ 

台湾医師連盟 

日立ファウンデーション 

インディアナ日米協会 

ミネソタ日米協会 

テネシー日米協会トモダチ基金 

メットライフ アリコ社員・メンバー、同社マッチングギフト 

メットライフ・ファウンデーション 

米国三菱東京 UFJ財団 

みずほ USA財団 

イベントイベントイベントイベントやややや地域地域地域地域・・・・職場職場職場職場のののの募金募金募金募金    

エアウェイ・クリーナーズ（ニューヨーク州） 

アーティスト・イン・アクション・フォー・ジャパン(ニューヨーク州） 

カリフォルニア・ネクスト・ジェネレーション・フィルム・フェスティバル 

セントラル小学校(ニューヨーク州） 

チャドウィック高校（カリフォルニア州） 

カリフォルニア州立大学サンバナディーノ校日本人学生会 

デモイン国際ユーカリスト・コミュニティー（アイオワ州） 

ダブ・パーラー （ニューヨーク州） 

ガンバレ・ジャパン・ファンドレイザー(ニューヨーク州） 

ジョージタウン大学ジャパン・ネットワーク（ワシントン DC） 

グッド・ネイバー・モンテソーリ幼稚園(カリフォルニア州） 

グーグル 

日本聖心同窓会 

MKGグローバル・テクノロジー社ジャパン・テック(ニュージャージー州） 

ワイオミング日米協会 

南オレゴン日本人協会 

インディアナ州テレホート日本人コミュニティー 

日本を応援するＮＹ在住日本人と母親のグループ 
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キットサプ・ユニテリアン・ユニバーサリスト・フェローシップ(ワシントン州） 

古都ジャパニーズ・ステーキ・ハウス(ニューヨーク州） 

黒澤ピアノ音楽財団(カリフォルニア州） 

マンハッタン・カントリー小学校(ニューヨーク州） 

マルティナ・アロヨ財団(ニューヨーク州） 

メルトダウン・コミック社(カリフォルニア州） 

インディアン・ビレッジ住民グループ(ニューヨーク州） 

オルストム・ファウンデーション次世代委員会 

ニュージャージー日米婦人会 

ノース・スター高校（ネブラスカ州） 

NMIT ノーザン・メルボルン・インスティテュート・オブ・TAFE（オーストラリア） 

プレイ・フォー・ジャパン・USA(カリフォルニア州） 

マンハッタン市立第 41小学校(ニューヨーク州） 

リバー・ウィンド・ギャラリー(ニューヨーク州） 

ロッキーマウンテン・アニメ・アソシエーション 

メリコング・ウォルドルフ・スクール／ソルター一家（メーン州） 

サトー&ラモンターニュ結婚式(カリフォルニア州） 

サヴァ・レストラン(ミシガン州） 

サウス・リバー・ミソ社(マサチューセッツ州） 

スウィート・リベンジ(ニューヨーク州） 

トゥルー・ワールド・フード社(マサチューセッツ州） 

リンティラック・ファウンデーション（バーモント州） 

ラウンズベリー・ホロウ中学校（ニュージャージー州） 

ルーサー・リー・エマーソン小学校（ニュージャージー州） 

ユニバ・アメリカ社(ニューヨーク州） 

アーバン・パスウェイズ （ニューヨーク州） 

UWラボラトリー・スクール（ワイオミング州） 

ウィー・ハート・ジャパン(カリフォルニア州） 

ズンバ・フィットネス・ファンドレイザー・フォー・ジャパン(ニューヨーク州） 

エックスファイル・フォー・ジャパン 

サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供によるごによるごによるごによるご支援支援支援支援    

デール・ランド・プリンティング(メーン州） 

グーグル/グーグル・ジャパン 

メトロページ(ニューヨーク州） 

ペイパル 

個人寄付個人寄付個人寄付個人寄付 

 1000 名以上（氏名省略） 
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東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災 NGO支援国際基金支援国際基金支援国際基金支援国際基金 

助成決定団体助成決定団体助成決定団体助成決定団体 

2012 年 3月 29日現在 

 

 

緊急支援活動への助成 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    パブリックパブリックパブリックパブリック・・・・リソースリソースリソースリソース・・・・センターセンターセンターセンター 24,330,654 円 

同法人が運営するオンライン寄付サイト Give One とのパートナーシップによ

り以下の緊急人道支援団体に助成 

特定非営利活動法人 AMDA：緊急医療支援 

特定非営利活動法人 ジャパンプラットフォーム：緊急支援 

特定非営利活動法人 ジェン（JEN）： 緊急支援 

特定非営利活動法人 難民を助ける会： 障害者・高齢者への緊急支援 

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン： 緊急支援 

公益社団法人 日本国際民間協力会（NICCO）： 医療・衛生支援 

 

中長期の復興支援活動への助成 

地域の絆の回復 

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人 地域創造基金地域創造基金地域創造基金地域創造基金みやぎみやぎみやぎみやぎ（（（（さなぶりさなぶりさなぶりさなぶりファンドファンドファンドファンド）））） 10,000,000 円 

コミュニティ財団としての基盤強化プロジェクト （3 カ年継続助成） 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 @リアスリアスリアスリアスＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯサポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター 5,500,000円 

子どもたちのエンパワメント・バス・プロジェクト 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    高木仁三郎基金高木仁三郎基金高木仁三郎基金高木仁三郎基金 9,600,000円 

地域での放射能測定調査の研究・交流プロジェクト（3 カ年継続助成） 

雇用の創出と地域経済の再生 

財団法人財団法人財団法人財団法人 富士福祉事業団富士福祉事業団富士福祉事業団富士福祉事業団 5,000,000円 

かまいしキッチンカー・プロジェクト 

高齢者の生活支援 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 さくらさくらさくらさくらネットネットネットネット 4,350,000円 

宮古市重茂地区デイケア・集いのひろば設置プロジェクト 

子ども支援（メットライフアリコ社員寄付による特別プログラム） 

公募により最大 100 万円を約 15～20 団体（予定）に助成 15,000,000 円 
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ベインキャピタルベインキャピタルベインキャピタルベインキャピタル基金基金基金基金 

助成決定団体助成決定団体助成決定団体助成決定団体 

2012 年 3月 29日現在 

 

東京都社会福祉協議会東京都社会福祉協議会東京都社会福祉協議会東京都社会福祉協議会/東京東京東京東京ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター 58,267,760 円 

東日本大震災・搬送システム構築支援プロジェクト 

 

福島県立医科大学福島県立医科大学福島県立医科大学福島県立医科大学 66,000,000 円 

ベインキャピタル東日本大震災・福島第一原子力発電所事故対応福島県立医科

大学助成プログラム（2カ年継続助成） 

 

国立高等専門学校機構国立高等専門学校機構国立高等専門学校機構国立高等専門学校機構 27,000,000 円 

ベインキャピタル高専奨学金プログラム（2 カ年継続助成） 

 

 

 

そのそのそのその他他他他ののののファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーション 

 

その他、数多くの米国のファンダーに対し、日本への助成についての助言、日本側パー

トナーの紹介、現地視察のコーディネーションを行っている。 


