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日本財団 ROAD PROJECT 収支一覧

2011年度 （１）一般寄付金 
（東日本大震災支援基金）

（２）自主財源
（ボートレースの交付金） （３）指定寄付金 合計

【収入】 2,377,392,295 2,917,138,212 2,589,631,652 7,884,162,159

【支出】 2,236,979,347 2,917,138,212 678,921,971 5,833,039,530

次期繰越金 140,412,948 0 1,910,709,681 2,051,122,629

2012年度 （１）一般寄付金 
（東日本大震災支援基金）

（２）自主財源
（ボートレースの交付金） （３）指定寄付金 合計

【収入】

前期繰越金 140,412,948

1,646,037,565

前期繰越金 1,910,709,681

6,566,643,530当期収入 91,549,526 当期収入 2,777,933,810

231,962,474 4,688,643,491 

【支出】 83,115,948 1,646,037,565 3,076,927,228 4,806,080,741

次期繰越金 148,846,526 0 1,611,716,263 1,760,562,789

（単位：円）

（単位：円）

2013年3月31日現在

2013年3月31日現在

＜（１）東日本大震災支援基金により実施する事業＞
収入 資金種別 金額

一般寄付金（東日本大震災支援基金）

前期繰越金 140,412,948

当期収入 91,549,526

231,962,474 

支出 事業名 事業パートナー 金額

遺族・親族に対する弔慰金・見舞金の支給 自主事業 13,500,000

東日本大震災に係る被災者支援活動 震災がつなぐ全国ネットワーク 35,154,000
被災地聴覚障害者の
情報コミュニケーション遠隔支援事業 （株）プラスヴォイス 34,040,580

クレジットカード寄付受入に係る手数料 （特）CANPANセンター 421,368

計 83,115,948

＜（２）自主財源により実施する事業＞
収入 資金種別 金額

自主財源（ボートレースの交付金） 1,646,037,565

支出 事業名 事業パートナー 金額

未来の水産漁業の担い手育成プロジェクト （公財）岩手県漁業担い手育成基金 572,260,000 自主財源①

大船渡港国際水産・物流拠点形成プロジェクト 大船渡港国際水産・物流拠点形成プロ
ジェクト実行委員会 816,110,000 自主財源①

水産業を中心とした新しいコミュニティ創生のための
番屋再生事業（舞根森里海研究所の設立） （特）森は海の恋人 99,990,000 自主財源①

海産物博覧会を通じた東北復興支援 （特）ACTY 6,840,000 自主財源①

被災造船関連事業者への再生支援プロジェクト （一社）日本中小型造船工業会 3,000,000 自主財源①
大震災および大津波来襲時の
航行安全対策に関する調査研究 （公社）日本海難防止協会 16,030,000 自主財源①

出張型災害再現実験教育 （一社）日本造船協力事業者団体連合会 44,721,000 自主財源①

「大学生ボランティア隊」派遣（岩手県・福島県分） （特）日本学生ボランティアセンター 14,778,000 自主財源②

被災した障害者支援施設(就労継続Ａ)の復旧 （福）ほっと福祉記念会 1,010,000 自主財源②
医療・福祉施設のための参加型プログラム制作・巡演と
シンポジウムの開催 （特）シアタープランニングネットワーク 844,000 自主財源②

障害者、要介護者のための
災害時小規模福祉避難所の開発 （特）メディカルケア協会 5,050,000 自主財源②

ACT（包括型地域生活支援プログラム）チームの
立ち上げコンサルテーションおよび研修会の開催 （特）地域精神保健福祉機構 9,490,000 自主財源②

福島県浜通り地区の震災および原発被災地における
仮設住宅および幼児施設等での運動指導 （特）メックス 10,000,000 自主財源②

いわき海岸の保全と環境学習プロジェクト いわき地域環境科学会 2,000,000 自主財源③

三匹獅子舞にかかる衣装等の整備 豊間諏訪神社獅子舞保存会 670,000 自主財源③

神輿渡御にかかる衣装の整備 豊間海友会 1,500,000 自主財源③
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自主財源  資金種別
自主財源① 一号交付金

自主財源② 二号交付金

自主財源③ 国内協力援助金

自主財源④ 海外協力援助金 

自主財源⑤ 調査研究費

自主財源⑥ 情報公開費

ホスピス緩和ケアにおける
支援ネットワーク形成のための人材育成 みやぎ在宅支援ドクターネット 1,000,000 自主財源③

東日本大震災の経験に基づく
障害者支援に向けた提言および啓発 日本障害フォーラム 12,000,000 自主財源④

国際防災戦略における
障害者支援に向けた提言および啓発 日本障害フォーラム 9,170,000 自主財源④

被災神社における植樹の実施にかかる業務の委託

（一財）日本文化興隆財団 2,950,000 自主財源⑤

（一財）日本文化興隆財団 2,220,000 自主財源⑤

（一財）日本文化興隆財団 1,100,000 自主財源⑤

世界の放射線専門家との直接対話集会 自主事業 9,586,963 自主財源⑤

写真・動画コンクール 自主事業 3,717,602 自主財源⑥

計 1,646,037,565

＜（３）指定寄付金により実施する事業＞

収入計
前期繰越金 1,910,709,681
当期収入 2,777,933,810

4,688,643,491
支出計 3,076,927,228 

収入 基金名 金額

ダイムラー基金

前期繰越金 209,896,170

当期収入 0

209,896,170 

支出 事業名 事業パートナー 金額

ダイムラーAG寄贈車両の整備 三菱ふそうトラック・バス（株）、
メルセデス・ベンツ日本（株） 2,025,713 

ダイムラー・日本財団イノベーティブリーダー基金 （学）グロービス経営大学院 200,000,000 

計 202,025,713 

収入 基金名 金額

地域伝統芸能復興基金

前期繰越金 846,400,744

当期収入 0 

846,400,744

支出 事業名 事業パートナー 金額

被災した鎮守の森再生に向けた植樹 （宗）八重垣神社 10,591,650 

被災した鎮守の森再生に向けた植樹 （宗）神明社 5,258,514 

獅子頭等の制作・修理及び太鼓等の購入 石巻地区文化協会連絡協議会 40,785,245 

獅子振りに必要な物品の購入 女川町獅子振り復興協議会 29,687,058 

被災した鎮守の森再生に向けた植樹 （宗）青巣稲荷神社 8,960,000 

被災した鎮守の森再生に向けた植樹 （宗）川口神社 11,025,000 

被災した鎮守の森再生に向けた植樹 （宗）鳥海塩神社 7,398,000 

獅子頭の制作 小竹浜氏子会 472,500 

計 114,177,967 

収入 基金名 金額

ハタチ基金

前期繰越金 58,074,602

当期収入 142,940,964

201,015,566

支出 事業名 事業パートナー 金額

福島県南相馬市における発達障害児への支援 （特）トイボックス 24,768,000 

（各基金ごとの収支状況）
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コラボスクール・女川向学館における学習支援

（特）NPOカタリバ

10,407,166 

コラボスクール・大槌臨学舎における学習支援 9,306,105 

未来創造事業 3,109,347 

ハタチ基金に係る情報管理・広報支援 6,538,500 

ふくしまインドアパークの設置・運営 （特）フローレンス 21,917,695 

教育バウチャーを利用した学校外教育支援 （一社）チャンス・フォー・チルドレン 23,072,619 

クレジットカード寄付受入に係る手数料他 ̶ 701,027 

計 99,820,459 

収入 基金名 金額

キリンビール水産業支援『絆』プロジェクト基金

前期繰越金 396,240,000

当期収入 515,062,546

911,302,546 

支出 事業名 事業パートナー 金額

ワカメ、コンブ、カキの養殖事業 塩釜市漁業協同組合 1,900,000 

盛岡冷凍工場新冷蔵冷凍施設建設事業 岩手県漁業協同組合連合会 38,000,000 

わかめ養殖施設整備事業 岩手県漁業協同組合連合会 57,000,000 
福島県松川浦の青ノリ養殖生産における養殖漁場環境の整備・復
旧事業 相馬双葉漁業協同組合 11,330,000 

福島県松川浦の青ノリ養殖生産における軽トラック等の配備 相馬双葉漁業協同組合 48,090,000 

かき養殖生産におけるかき樽の配備事業 宮城県漁業協同組合 67,110,000 

かき養殖生産における機材配備事業 宮城県漁業協同組合 67,190,000 

かき保管冷蔵施設建設事業 宮城県漁業協同組合 78,500,000 

かき保管冷蔵施設建設事業（追加支援） 宮城県漁業協同組合 13,700,000 

かき保管冷蔵施設建設事業（再追加支援） 宮城県漁業協同組合 7,664 

豊かな漁村創生プロジェクト 地域資源利活用推進協議会 50,000,000 

クレジットカード寄付受入に係る手数料 ̶ 1,230,158 

計 434,057,822 

収入 基金名 金額

CIPAフォトエイド基金 非公開

支出 事業名 事業パートナー 金額

渡小プロジェクト “３.１１ 忘れない！Photo Project” 900,000 

「～復興を生き抜く女性の写真展～」 サンガ岩手 560,000 

『相馬震災写真展、絶望から復興、そして未来の子供達へ…』 （一社）震災支援ネット相馬 1,700,000 

じゃんがら念仏踊り継承育成事業 （特）ふよう土 2100 2,000,000 

写真修復活動を恒常化するための基盤整備計画 （特）フォトサルベージの輪 1,100,000 
「親子の日」東日本被災地応援プロジェクト： I TIE☆会いたい（第
二期） 「親子の日」普及推進委員会 1,380,000 

陸前高田被災資料デジタル化プロジェクト 陸前高田被災資料デジタル化プロジェクト
実行委員会 890,000 

「東北の伝統芸能・鹿子躍（行山流）の保存と教材化による発信
事業」 （特）映像記録 2,000,000 

「そして、今」-震災後１年半、被災地の「今」を追う- 
東日本大震災復興支援写真展Vol.2　 （学）呉学園 1,620,000 

伝統行事「相馬野馬追」の映像制作、上映、DVD配布及び
配信による文化継承支援活動 野馬追MOVIE制作委員会 950,000 

『笑顔の力～ from東北～写真展Vol.２』 （特）笑顔プロジェクト 1,070,000 

「未来への教科書̃For Our Childreñ」アーカイブ制作及び写真展 （特）映像情報士協会 1,000,000 
『あの日を忘れない…』プロジェクト 
「被災地を思い、被災地に学ぶフォーラム」in 香川 （一社）よみがえれ南三陸 2,260,000 

写真新聞『3/11 キッズ フォト ジャーナル』発行 3/11キッズ フォト ジャーナル 2,630,000 

被災地から笑顔を （一社）Bridge for Fukushima 550,000 
東北写真復興プロジェクト 
～たった一枚の記録が、一人にとっては掛け替えのない記憶になる～ 気仙沼写真復興プロジェクト 1,000,000 

明日へつなぐ。みんなの笑顔プロジェクト ソーシャルコネクト 1,980,000 

計 23,590,000 

収入 基金名 金額

New Day基金       

前期繰越金 341,747,839

当期収入 0

341,747,839

支出 事業名 事業パートナー 金額

アール・ブリュット美術館整備及び地域コミュニティ育成事業 （福）安積愛育園 63,500,000 

計 63,500,000 

収入 基金名 金額

カタールフレンド基金

前期繰越金 0

当期収入 2,000,000,000

2,000,000,000 

支出 事業名 事業パートナー 金額

水産漁業の再生基盤（多機能水産加工施設）整備プロジェクト 女川町 2,000,000,000 

計 2,000,000,000 

収入 寄付者 金額

Doorway to Smiles 基金       

前期繰越金 40,000,000

当期収入 7,700,000

47,700,000 

支出 事業名 事業パートナー 金額

被災地における高校生等の自立支援プロジェクト（Doorway to Smiles） （特）み・らいず 34,280,000 

計 34,280,000 

収入 基金名 金額

エールFOR日本

前期繰越金 1,214,085

当期収入 57,841,708

59,055,793

支出 事業名 事業パートナー 金額

「エール　FOR　日本」～ロンドンに力を。被災地に笑顔を。～ （公財）日本オリンピック委員会 58,439,732 

クレジットカード寄付受入に係る手数料 ̶ 86,088 

計 58,525,820 

収入 基金名 金額

学生ボランティア派遣事業指定寄付金

前期繰越金 1,000,000

当期収入 13,829,350

14,829,350

支出 事業名 事業パートナー 金額
ROADプロジェクト大学生ボランティア隊派遣事業（宮城県分） （特）日本学生ボランティアセンター 13,843,964 

計 13,843,964 

収入 寄付者 金額

ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会 非公開

支出 事業名 事業パートナー 金額

東北子育てプロジェクト （一社）ジェスペール 非公開

計 非公開

収入 寄付者 金額

サントリービジネスエキスパート（株）他

前期繰越金 10,246,241

当期収入 0 

10,246,241

支出 事業名 事業パートナー 金額

被災地にピアノを贈る事業（宮城県） （有）スガワラ楽器 2,660,516 

被災地にピアノを贈る事業（福島県1） （株）オアシス楽器店 5,754,525 

被災地にピアノを贈る事業（福島県2） （資）タカノ楽器 1,831,200 

計 10,246,241 


