（単位：円）

2014年3月31日現在

2013年度 日本財団 ROAD PROJECT 収支一覧
2011～2012年度

（１）一般寄付金
（東日本大震災支援基金）

（３）自主財源
（ボートレースの交付金）

（２）指定寄付金

合計

【収入】

2,468,941,821

5,367,565,462

4,563,175,777

12,399,683,060

【支出】

2,297,815,445

3,755,849,199

4,563,175,777

10,616,840,421

次期繰越金

171,126,376

1,611,716,263

0

1,782,842,639

2013年度

（１）一般寄付金
（東日本大震災支援基金）

【収入】

（２）指定寄付金

（３）受託金・補助金

前期繰越金

171,126,376

前期繰越金

1,611,716,263

当期収入

59,719,354

当期収入

736,165,206

（４）自主財源
（ボートレースの交付金）

合計

16,114,204,250

2,996,824,000

21,690,822,574

230,845,730

2,348,948,594

【支出】

24,705,320

1,180,160,180

317,828,827

2,996,824,000

4,519,518,327

次期繰越金

206,140,410

1,168,788,414

15,796,375,423

0

17,171,304,247

＜（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
前期繰越金
当期収入

一般寄付金（東日本大震災支援基金）

支出

事業名

事業パートナー

ROADプロジェクト大学生ボランティア隊派遣（宮城県分）

（特）日本学生ボランティアセンター

被災地聴覚障害者の情報コミュニケーション遠隔支援

（株）プラスヴォイス

クレジットカード寄付受入に係る手数料

－

0
59,719,354
59,719,354

金額
7,716,560
16,632,000
356,760
24,705,320

計

＜（２）指定寄付金により実施する事業＞
前期繰越金

収入計

当期収入

1,612,783,388
736,165,206
2,348,948,594

支出計

1,180,160,180

（各基金ごとの収支状況）
収入

基金名

金額

ダイムラー基金

前期繰越金

7,870,457

当期収入

0

7,870,457
支出

事業名

事業パートナー

金額

三菱ふそうトラック・バス（株）、メルセデス・ベンツ日本
（株）

ダイムラーAG寄贈車両の整備

519,680

計
収入

519,680

基金名

金額

地域伝統芸能復興基金

前期繰越金

733,289,902

当期収入

0

733,289,902
支出

事業名

事業パートナー

金額

神楽面の制作及び神楽用物品等の購入

本吉法印神楽会

23,058,488

神楽面の修復及び神楽用物品等の購入

本吉太々法印神楽保存会

15,730,900

芸能に必要な物品の購入

気仙沼市文化協会

20,496,198

獅子頭や天狗面等祭りに必要な物品の購入

（宗）小泉八幡神社

1,761,750

被災した神社の再建

（宗）葉山神社

山車の製作及び太鼓や保管庫の購入

復興陸前高田うごく七夕まつり実行委員会

15,322,450

神輿と神輿庫の製作及び渡御等に係る物品の購入

（宗）荒神社

11,882,500

神輿の修理、神輿庫と御篭り場の建築及び渡御等に係る物品の購入

（宗）大杉神社

49,325,153

神輿の修理及び渡御等に係る物品の購入

（宗）神明社

14,287,800

神輿の製作及び渡御等に係る物品の購入

（宗）鳥海塩神社

神輿の修理・製作及び渡御等に係る物品の整備

宮城県神社庁気仙沼支部

獅子振りに必要な物品の購入

高白実業興親会

2,789,850

被災した鎮守の森再生に向けた植樹

（宗）伊去波夜和氣命神社

8,470,000

141,375,000

5,407,065
30,315,173
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被災した鎮守の森再生に向けた植樹

（宗）五十鈴神社

8,490,000

被災した鎮守の森再生に向けた植樹

（宗）新山神社

9,070,000

被災した鎮守の森再生に向けた植樹

（宗）見渡神社

6,240,000

計
収入

364,022,327

基金名

金額

ハタチ基金

前期繰越金

101,195,107

当期収入

189,633,690

290,828,797
支出

事業名

事業パートナー

金額
15,971,359

福島県南相馬市における発達障害児への支援
南相馬市における発達障害等の困難を抱える子どもたちとその家族への
総合学習支援

（特）トイボックス

8,512,000
31,961,077

コラボスクール・女川向学館における学習支援

28,416,932

コラボスクール・大槌臨学舎における学習支援
（特）NPOカタリバ

500,000

未来創造事業

8,872,000

ハタチ基金に係る情報管理・広報支援
ふくしまインドアパークの設置・運営

（特）フローレンス

17,902,379

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

42,032,407

クレジットカード寄付受入に係る手数料他

-

995,664

計
収入

155,163,818

基金名

金額

キリン水産業支援『絆』プロジェクト基金

前期繰越金

477,244,724

当期収入

500,202,246

977,446,970
支出

事業名

事業パートナー

金額

福島県松川浦の青ノリ養殖生産復旧事業

相馬双葉漁業協同組合

1,710,000

福島県松川浦の青ノリ養殖生産における養殖環境（種場）の整備・復旧事
業

相馬双葉漁業協同組合

33,870,000

女川ブランディングプロジェクト

女川町

50,000,000

三陸フィッシャーマンズキャンプ

東の食の会

10,000,000

三陸パートナーズ 三陸未来価値創造プロジェクト

協同組合三陸パートナーズ

50,000,000

美味しい重茂 情報発信プロジェクト

重茂漁業協同組合

25,000,000

北三陸 世界ブランドプロジェクト

北三陸世界ブランドプロジェクト実行委員会

20,000,000

「三陸パートナーズ 三陸未来価値創造プロジェクト」の促進事業

協同組合三陸パートナーズ

ど真ん中・おおつち!ひょうたん島GO・GOプロジェクト

ど真ん中・おおつち協同組合

124,726
36,000,000

気仙沼の海の幸を生かした水産ブランド構築プロジェクト～こころと身体に
みらい食の研究所
しみいる食を届ける～

20,000,000

宮古市 水産加工ブランディングプロジェクト

宮古商工会議所

50,000,000

のだ印の水産物ブランディングプロジェクト

のだ印の水産物ブランディングプロジェクトチーム

25,000,000

気仙沼鹿折加工協同組合における組合商品開発及びブランド化事業

気仙沼鹿折加工協同組合

50,000,000

石巻うまいもの発信プロジェクト

石巻うまいもの発信協議会

50,000,000

海の市レストランを基点とする魚食文化の継承及び気仙沼ブランディング
活動の推進

気仙沼・本吉地区水産物普及協議会

50,000,000

田老「真崎わかめ」ブランド再生プロジェクト

田老町漁業協同組合

25,000,000

キリン絆プロジェクトに関する運営サポートの実施

（一社）ＲＣＦ復興支援チーム

キリン絆プロジェクトにかかるフォローアップ人材の募集

（株）ビズリーチ

4,980,000
315,000
501,999,726

計
収入

基金名

金額

New Day基金

前期繰越金

278,247,839

当期収入

0

278,247,839
支出

事業名

事業パートナー

金額

女川町駅前（予定地）におけるまちづくりの拠点整備

（特）アスヘノキボウ

56,430,000

郡山市における復興支援に関わる若者のための拠点整備

（特）コースター

40,760,000

計
収入

97,190,000

基金名

金額

Doorway to Smiles基金

前期繰越金

13,420,000

当期収入

0

13,420,000
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

5,720,000

被災地の児童養護施設における自立支援（Doorway to Smiles）

（特）エンジェルサポートセンター

7,700,000

計
収入

13,420,000

基金名

金額

エールFOR日本

前期繰越金

529,973

当期収入

227,750

757,723
支出

事業名

事業パートナー

金額
2

「エール FOR 日本」～ロンドンに力を。被災地に笑顔を。～

757,723

（公財）日本オリンピック委員会

計
収入

757,723

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

985,386

当期収入

0

985,386
支出

事業名

事業パートナー

「大学生ボランティア隊」派遣（宮城県分）

金額
985,386
985,386

（特）日本学生ボランティアセンター

計
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

前期繰越金

0

当期収入

46,101,520

46,101,520
支出

事業名

事業パートナー

金額

仮設住宅におけるコミュニティ形成支援

（特）いわて連携復興センター

36,101,520

地域で育む子どもの発育・発達支援

（特）地球の楽好

10,000,000

計

46,101,520

＜（３）受託金・補助金により実施する事業＞
収入計

16,114,204,250

支出計

317,828,827

収入

補助金

金額
16,024,000,000

造船業等復興支援事業

支出

事業名

事業パートナー

造船業等復興支援事業費補助事業（佐藤造船所・及川電機合同会社）

金額
251,910,146

佐藤造船所・及川電機合同会社

計
収入

251,910,146

受託金

金額
80,204,250

「新しい東北」の実現に向けた復興人材プラットフォーム構築事業

支出

事業名

事業パートナー

「新しい東北」の実現に向けた復興人材プラットフォーム構築事業

金額
56,614,124

自主事業

計
収入

56,614,124

受託金

金額
10,000,000

「新しい東北」の創造に向けた調査分析事業

支出

事業名

事業パートナー

「新しい東北」の創造に向けた調査分析事業

金額
9,304,557

自主事業

計

9,304,557

＜（４）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）

支出

事業名
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（岩手県宮
古市重茂）
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（宮城県東
松島市宮戸）
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（宮城県気
仙沼市大谷本吉）
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（岩手県釜
石湾）
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（岩手県三
陸やまだ）
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（岩手県種
市南）
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（宮城県鳴
瀬）
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（岩手県久
慈市）

事業パートナー

金額

2,996,824,000
資金種別

重茂漁業協同組合

43,920,000 自主財源①

宮城県漁業協同組合

38,220,000 自主財源①

宮城県漁業協同組合

40,950,000 自主財源①

釜石湾漁業協同組合

41,140,000 自主財源①

三陸やまだ漁業協同組合

51,340,000 自主財源①

種市南漁業協同組合

37,900,000 自主財源①

宮城県漁業協同組合

35,410,000 自主財源①

小袖定置網組合

50,400,000 自主財源①

「東日本大震災」施設復旧に対する災害復旧修繕及び舟艇配備

（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

14,000,000 自主財源①

「わがまち基金」プロジェクトの実施（石巻信用金庫）

（一社）ふるさと復興基金

500,000,000 自主財源①②

「わがまち基金」プロジェクトの実施（宮古信用金庫）

（一社）陸中みらい基金

500,000,000 自主財源①②

「わがまち基金」プロジェクトの実施（気仙沼信用金庫）

（一財）気仙沼しんきん復興支援基金

500,000,000 自主財源①②

「わがまち基金」プロジェクトの実施（ひまわり信用金庫）

（一社）ひまわり復興基金

500,000,000 自主財源①②

「わがまち基金」プロジェクトの実施（あぶくま信用金庫）
（一社）あぶくま復興基金
被災3県における仮設住宅から復興住宅への移行を見据えたコミュニティ形成
（一財）ダイバーシティ研究所
支援
福島県の震災復興のための行政・各種団体・NPO協働支援
（一社）ふくしま連携復興センター
南相馬市における地域の自立を目指す次世代人材育成及び社会起業家育成 （一社）福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会
東北復興に挑む起業家型人材の発掘・育成（東北イノベーター養成アカデ
（特）ETIC.
ミー）
起業家育成支援のための石巻復興起業家ゼミの開催
（特）石巻復興支援ネットワーク

500,000,000 自主財源①②
10,520,000 自主財源②
13,100,000 自主財源②
8,330,000 自主財源②
16,214,000 自主財源②
2,720,000 自主財源②
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未来ある若者が活躍する場 ～ユースサポートフューチャーセンターいしのま
（特）Switch
きの構築～
創造的復興のための地域教育プログラムの開発・運営（雄勝アカデミー）
（公社）sweet treat 311

3,250,000 自主財源②
16,380,000 自主財源②
5,130,000 自主財源②

南相馬市における仮設住宅及び幼児施設等での運動指導

（特）メックス

被災した「原町区福祉会館」の修繕

（福）南相馬市社会福祉協議会

18,180,000 自主財源②

ROADプロジェクト大学生ボランティア隊派遣事業（福島県分）

（特）日本学生ボランティアセンター

40,600,000 自主財源②

岩手県沿岸部の福祉施設及び仮設住宅団地における歯科保健改善

岩手三陸復興の狼煙作戦

1,000,000 自主財源③

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

6,240,000 自主財源④

被災した鎮守の森再生及び継続的な森の維持管理に向けた業務の委託

(特）地球の緑を育てる会

650,000 自主財源④

植樹困難地での植樹の実施にかかる事前調査及び図面作成の委託

(特）地球の緑を育てる会

480,000 自主財源④

日本財団Ｆacebook共コンクール～3.11～

自主事業

750,000 自主財源⑤
2,996,824,000

計
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

調査研究費

自主財源⑤

情報公開費
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