
法人名 主たる事務所の所在地 主務官庁 寄附金の使途

宗教法人　浅間神社 千葉県松戸市小山６６４番地 千葉県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本殿・弊殿・拝殿・社務所の原状回復
に要する費用

H23.9.15 ～ H25.12.31

宗教法人　笠間稲荷神社 茨城県笠間市笠間３９番地 茨城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た御本殿の原状回復に要する費用等

H23.9.28 ～ H26.9.27

宗教法人　芳林寺 さいたま市岩槻区本町１丁目７番１０号 埼玉県
東日本大震災により損壊をした宗教法
人「芳林寺」の本堂の原状回復に要する
費用

H23.10.6 ～ H26.9.30

宗教法人　鹿島神宮 茨城県鹿嶋市大字宮中２３０６番地１ 茨城県
東日本大震災により損壊をした鳥居の
原状回復に要する費用

H23.10.13 ～ H25.10.13

財団法人　安積歴史博物館 郡山市開成５丁目２５－２６ 福島県
東日本大震災により損壊をした安積歴
史博物館の原状回復に要する費用

H24.5.10 ～ H25.12.31

財団法人　福島県体育協会 福島県福島市杉妻町５番７５号 福島県
東日本大震災により損壊をした泉崎サ
イクルスタジアムの原状回復に要する費
用

H24.6.20 ～ H25.8.31

宗教法人　須賀神社 千葉県野田市野田３１番地 千葉県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た社殿及び玉垣の原状回復に要する費
用

H24.9.1 ～ H24.12.15

宗教法人　願成寺 茨城県高萩市大字赤浜１０６番地 茨城県
東日本大震災により損壊をした本堂の
原状回復に要する費用等

H24.12.20 ～ H25.7.31

宗教法人　西明寺 栃木県芳賀郡益子町大字益子４４６９番地 栃木県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た西明寺信徒会館の原状回復に要する
費用

H25.1.11 ～ H25.12.31

指定期間

（令和２年６月１９日現在）
　　　　　　　　　　　　主務官庁の確認を受けた公共・公益法人等の一覧

（注）指定期間内であっても寄附金の募集を終了している場合があります。



法人名 主たる事務所の所在地 主務官庁 寄附金の使途 指定期間

公立大学法人　福島県立医科大学 福島県福島市光が丘１番地 福島県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た公立大学法人福島県立医科大学学
生寮の原状回復に要する費用

H25.7.2 ～ H27.12.31

宗教法人　小松寺 茨城県東茨城群城里町上入野３９１２番地 茨城県
東日本大震災により損壊をした本堂の
原状回復に要する費用

H25.5.21 ～ H28.5.20

宗教法人　鹿嶋神社 茨城県日立市大久保町２丁目２番１１号 茨城県
東日本大震災により損壊をした社務所
の原状回復に要する費用等

H25.9.27 ～ H28.9.26

宗教法人　日本基督教団水戸中央教会 茨城県水戸市大町３丁目３番１８号 茨城県
東日本大震災により損壊をした会堂の
原状回復に要する費用

H25.10.12 ～ H28.10.11

宗教法人　津龍院 宮城県本吉郡南三陸町歌津字館浜６９番地 宮城県

東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本堂（堂内荘厳を含む）、山門、鐘楼、
石燈籠１対、仏像３体及び仁王像２体の
原状回復に要する費用

H25.12.27 ～ H27.9.30

宗教法人　佐竹寺 茨城県常陸太田市天神林町２４０４番地 茨城県
東日本大震災により損壊をした仁王門、
仁王尊及び灯籠の原状回復に要する費
用等

H25.12.17 ～ H28.12.16

宗教法人　大國魂神社 福島県いわき市平菅波字宮前５４番地 福島県
東日本大震災により損壊をした本殿の
原状回復に要する費用等

H25.12.28 ～ H27.9.30

宗教法人　洞福寺 宮城県石巻市谷川浜中井道７番地 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本堂・庫裡・本堂内の須弥壇及び山
門の原状回復に要する費用

H26.6.19 ～ H28.2.29

宗教法人　日輪寺 東京都文京区小日向１丁目４番１８号 東京都
東日本大震災により損壊をした墓地境
界擁壁の原状回復に要する費用

H27.4.25 ～ H30.4.24

宗教法人　八雲神社 宮城県石巻市鹿又字町浦９６番地 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た社殿（本殿及び拝殿）・鳥居の原状回
復に要する費用

H27.10.7 ～ H30.3.31



法人名 主たる事務所の所在地 主務官庁 寄附金の使途 指定期間

宗教法人　願成寺 福島県喜多方市上三宮町上三宮字籬山８３３ 福島県

①東日本大震災により滅失又は損壊を
した客殿、庫裡、太鼓橋、観音堂、鐘楼
堂の５棟に及ぶ建築物の原状回復に要
する費用
②東日本大震災により滅失又は損壊を
した山門、本堂、観音堂、千佛堂、阿弥
陀堂等の堂内に設置された諸佛、諸尊
像及び堂内佛具並びに堂内彩色図等の
原状回復に要する費用

H28.6.29 ～ R元.6.28

石巻商工会議所 宮城県石巻市立町１丁目５番１７号 経済産業省
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た石巻商工会議所が所有する石巻商工
会議所会館の原状回復に要する費用

H28.11.3 ～ R元.11.2

宗教法人　称法寺 宮城県石巻市門脇町３丁目７番４号 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本堂及び鐘楼・山門・堂内荘厳等の
原状回復に要する費用

H29.1.5 ～ H30.7.31

宗教法人　孝勝寺 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡４丁目11番11号 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た釈迦堂の原状回復に要する費用

H29.2.18 ～ R2.2.17

宗教法人　水雲山潮音寺 茨城県潮来市日の出４丁目７番地 茨城県

東日本大震災により損壊をした本堂、薬
師堂、無量壽殿、鐘楼、寺務所、講堂、
外壁、参道及び駐車場の原状回復に要
する費用等

H29.3.15 ～ R2.3.14

宗教法人　皇祖皇太神宮 茨城県北茨城市磯原町磯原８３５番地 茨城県
東日本大震災により損壊をした御本殿
の原状回復及び御本殿の存する土地の
土壌改良に要する費用

H29.3.31 ～ R2.3.30

宗教法人　普誓寺 宮城県石巻市中浦２丁目２番５号 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本堂及び山門、仏具・仏像の原状回
復に要する費用

H29.4.1 ～ R2.3.31

宗教法人　湊神社 宮城県名取市閖上２丁目３番１７号 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た宝物殿、倉庫及び鳥居、手水社、石碑
等の原状回復に要する費用

H30.3.29 ～ R3.3.28

宗教法人　江岸寺 岩手県上閉伊郡大槌町末広町１０番１１号 岩手県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本堂、客殿、納骨堂及び事務所の原
状回復に要する費用

H30.6.30 ～ H31.3.31

宗教法人　同慶寺 福島県南相馬市小高区小高字上広畑２４６ 福島県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本堂の原状回復に要する費用

H31.2.2 ～ R4.2.1
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宗教法人　少名彦神社 岩手県一関市新町３番１－２号 岩手県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本殿の原状回復に要する費用

H31.3.5 ～ R4.3.4

宗教法人　津島神社 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼１４１番地 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た御社殿の原状回復に要する費用

H31.3.19 ～ R4.3.18

宗教法人　宝塔寺 茨城県日立市西成沢町二丁目１１番２号 茨城県
東日本大震災により損壊をした本堂の
原状回復に要する費用

H31.3.27 ～ R4.3.26

宗教法人　西藏寺 宮城県石巻市北上町十三浜字白浜４７番地 宮城県
東日本大震災により滅失又は損壊をし
た本堂（造成工事、通路工事を含む）の
原状回復に要する費用

R1.10.1 ～ R2.5.31


