
（各基金ごとの収支状況）

（単位：円）　　2015年3月31日現在

2014年度　日本財団　ROAD PROJECT　収支一覧

2011～2013年度
（１）一般寄付金

（東日本大震災支援基金）
（２）指定寄付金 （３）受託金・補助金

（4）自主財源
（ボートレースの交付金） 合計

【収入】 2,528,661,175 6,103,730,668 16,114,204,250 7,559,999,777 32,306,595,870

【支出】 2,322,520,765 4,934,942,254 317,828,827 7,559,999,777 15,135,291,623

次期繰越金 206,140,410 1,168,788,414 15,796,375,423 0 17,171,304,247

2014年度 （１）一般寄付金
（東日本大震災支援基金）

（２）指定寄付金 （３）受託金・補助金
（４）自主財源

（ボートレースの交付金） 合計

【収入】

前期繰越金 206,140,410 前期繰越金 1,168,788,414 前期繰越金

1,531,067,429 15,796,375,423

15,796,375,423

409,412,721 18,008,370,798当期収入 65,374,815 当期収入 362,279,015 当期収入 0

271,515,225

【支出】 253,610,016 1,137,073,245 2,470,575,564 409,412,721 4,270,671,546

次期繰越金 17,905,209 393,994,184 13,325,799,859 0 13,737,699,252

＜（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 206,140,410
当期収入 65,374,815

271,515,225

支出 事業名 事業パートナー 金額

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 15,059,520

被災した神社の再建 八沢干拓土地改良区 174,668,400

被災した神社の修理及び再建 （宗）戸倉神社 74,167,431

被災した鎮守の森再生に向けた植樹 八沢干拓土地改良区 6,860,000

「日本財団-ネレウス文庫」寄贈 （日本財団独自の活動） 8,708

クレジットカード寄付受入に係る手数料 （日本財団独自の活動） 297,081

東日本大震災に係る被災者支援活動　※返還金戻入 震災がつなぐ全国ネットワーク -17,451,124

計 253,610,016

＜（２）指定寄付金により実施する事業＞

収入計

前期繰越金 1,168,788,414

当期収入 362,279,015

1,531,067,429

支出計 1,137,073,245

収入 基金名 金額

ダイムラー基金

前期繰越金 7,350,777

当期収入 0

7,350,777

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） 97,200

計 97,200

収入 基金名 金額

地域伝統芸能復興基金

前期繰越金 369,267,575

当期収入 0

369,267,575

支出 事業名 事業パートナー 金額

神輿庫の建築及び渡御等に係る物品の購入 （宗）天照御祖神社 11,217,128

神輿庫の修理 （宗）市杵嶋神社 2,164,644

神輿の製作、神輿庫兼御篭り場の建築及び渡御等に係る物品の購入 （宗）鵜住神社 26,567,660

山車の製作及び山車倉庫の建築等 大杉神社神輿会 18,236,880

山車の製作及び山車収納庫の建築、渡御等に係る物品の購入 小友町虎舞復興協議会 13,662,038

山車の製作及び保管庫の設置、渡御等に係る物品の購入 綾里地区被災公民館　権現様を復興する会 13,816,112

山車の制作 釜石虎舞保存団体連合会 5,275,773

被災した神社の再建 （宗）荒神社 55,486,766

被災した神社の再建 （宗）八重垣神社 156,406,400

梯子虎舞に必要な梯子、太鼓等の保管庫の建築 鶴樹神社講中 8,880,000

神輿の修理及び神輿庫の建築 （宗）紫神社 16,851,502

被災した神社の再建 ひょうたん島復興プロジェクト 20,970,360

神楽面及び舞台の制作 瑞山流大室南部神楽保存会 1,843,308

被災した鎮守の森再生に向けた植樹 （宗）八幡神社 17,770,000

東日本大震災支援基金へ振替 （日本財団独自の活動） 396,504

計 369,267,575

神輿と神輿庫の製作及び渡御に係る物品の購入　※返還金戻入 荒神社 -277,500
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収入 基金名 金額

ハタチ基金

前期繰越金 135,664,979

当期収入 116,654,884

252,319,863

支出 事業名 事業パートナー 金額
南相馬市における発達障がい等の困難を抱える子ども達とその家族への総
合支援事業

（特）トイボックス 25,251,000

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

35,942,212

コラボスクール・大槌臨学舎における学習支援 36,942,212

教室外の学びの機会創出支援「未来創造事業」 3,040,000

ハタチ基金に係る情報管理・広報支援 17,247,210

ハタチ基金に係る情報管理のためのシステム改修 1,587,600

ふくしまインドアパークの設置・運営
（特）フローレンス

25,751,151

小規模保育の実践による待機児童支援（仙台市） 26,647,384

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 25,785,492

クレジットカード寄付受入に係る手数料等 （日本財団独自の活動） 698,235

計 198,892,496

収入 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 475,447,244

当期収入 200,178,192

675,625,436

支出 事業名 事業パートナー 金額

キリン水産業支援「絆」プロジェクト　フォローアップ(人材支援)事業 北三陸世界ブランドプロジェクト実行委員会 1,200,000

山田水産加工品プロモーション＆ブランディング支援事業 山田町商工会 2,300,000

①「極牡蠣」のブランド化　②「山田の幸まるごと食材加工品」開発 山田マリンプロジェクト 13,600,000

手作りによる地域の味発信事業 三陸山田シーマンズ 10,000,000

「山田の浜の味」商品開発及び販売事業 協同組合山田広域ベイサイドプラン 4,800,000

「リアスフードを食卓に」魚食、健康食品の開発と食育の推進プロジェクト 気仙沼水産食品事業協同組合 50,000,000

キリン水産業支援「絆」プロジェクト
フォローアップ(人材支援)事業

みらい食の研究所 1,200,000

七ヶ浜水産加工ブランド化創出プロジェクト （株）七ヶ浜ハーバースクエア 25,000,000

水産資源の多角的利用による新産業創出 気仙沼市 10,000,000

三陸フィッシャーマンズ・キャンプ （水産業の担い手育成プログラム） （一社）東の食の会 13,230,000

釜石オープンキッチンプロジェクト 釜石六次化研究所 30,000,000

若手漁師による次世代漁業作りと後継者作りプロジェクト（漁師による三陸水
産業六次化）

フィッシャーマン・ジャパン 20,000,000

美味しい楽しい元気の街大船渡づくり～特産牡蠣のブランディング化を通じ
て街を元気に～

大船渡6次連携ブランド開発グループ 30,000,000

宮城県産「殻付き牡蠣」ブランディングプロジェクト 宮城県漁業協同組合 18,000,000

「南三陸海山（うみやま）の幸」プロジェクト 歌津うんめぇもの研究会 20,000,000

南三陸漁師のごはんプロジェクト 戸倉漁師の会 20,000,000

「食を通して幸せを届ける」プロジェクト 南三陸おふくろの味研究会 20,000,000

フォローアップ（人材支援）事業 気仙沼水産食品事業協同組合 1,800,000

気仙沼市：水産資源の多角的利用による新産業創出
＜追加支援＞

気仙沼水産資源活用研究会 152,068

フォローアップ（人材支援）事業 地域資源利活用推進協議会 1,800,000

フォローアップ（人材支援）事業 釜石六次化研究会 1,170,000
宮城県産「殻付き牡蠣」ブランディングプロジェクト-首都圏牡蠣小屋でのPR
事業-

宮城県漁業協同組合 9,000,000

生産者の顔が見える、物語が分かる広田湾ブランド再興プロジェクト 広田湾遊漁船組合 15,500,000

案件調査 （日本財団独自の活動） 28,576,800

第1回福島支援懇談会開催 （日本財団独自の活動） 105,340

取材・レポート作成 （日本財団独自の活動） 5,148,760

助成表示プレートの制作

RCF案件調査等に係る業務委託 （日本財団独自の活動） 37,713,600

コムテック事務業務支援に係る業務委託 （日本財団独自の活動） 12,326,467

（日本財団独自の活動） 297,000

収入印紙代 （日本財団独自の活動） 10,000

計 402,930,035

収入 基金名 金額

New Day基金

前期繰越金 181,057,839

当期収入 0

181,057,839

支出 事業名 事業パートナー 金額

七ヶ浜町における菖蒲田浜地域復興拠点の整備事業
（一社）Organization for Activation Support In
Shichigahama

41,600,000

持続可能な都市と農村の新しい関係をつくる体験交流拠点整備事業 （特）福島県有機農業ネットワーク 30,520,000

福島市内における東日本大震災被災者、避難者を対象としたコミュニティス
ペース整備事業

（一社）F-WORLD 48,320,000

計 120,440,000

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 45,445,939

45,445,939

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 45,445,939

計 45,445,939
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（各基金ごとの収支状況）

自主財源　資金種別

＜（３）受託金・補助金により実施する事業＞

収入計

前期繰越金 15,796,375,423

当期収入 0

15,796,375,423

支出計 2,470,575,564

収入 補助金 金額

造船業等復興支援事業

前期繰越金 15,772,089,854

当期収入 0

15,772,089,854

支出 事業名 事業パートナー 金額

造船復興みらい基金（造船業等復興支援事業費補助事業） 株式会社南三陸造船鉄工 111,530,000

29,273,331

造船復興みらい基金（造船業等復興支援事業費補助事業） マリン遠山合同会社 111,286,664

造船復興みらい基金（造船業等復興支援事業費補助事業） 鈴木造船所・海洋技研合同会社 2,015,600,000

収入 受託金 金額

造船復興みらい基金（造船業等復興支援事業費補助事業） 合同会社大船渡ドックケミカル 178,600,000

造船復興みらい基金（造船業等復興支援事業費補助事業） 合同会社コーシンケミカルシステム

23,590,126

当期収入 0

計 2,446,289,995

23,590,126

支出 事業名 事業パートナー 金額

「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

前期繰越金

「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 （日本財団独自の活動） 22,690,763

東日本大震災支援基金へ振替 （日本財団独自の活動） 899,363

計 23,590,126

収入 受託金 金額

「新しい東北」の創造に向けた調査分析事業

前期繰越金 695,443

当期収入 0

695,443

支出 事業名 事業パートナー 金額

「新しい東北」の創造に向けた調査分析事業 （日本財団独自の活動） 195,675

東日本大震災支援基金へ振替 （日本財団独自の活動） 499,768

計 695,443

＜（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） 409,412,721

支出 事業名 事業パートナー 金額 資金種別

復興人材プラットフォーム事業

（一社）RCF復興支援チーム、（特）HUG
（特）エティック、（特）いわて連携復興センター
（一社）ふくしま連携復興センター
（特）せんだい・みやぎNPOセンター

55,012,161 自主財源④

創造的復興のための地域教育プログラムの開発・運営（おがつアカデミー） （公社）sweet treat311 15,840,000 自主財源②

復興支援活動に係る行政・企業・NPO間の協働を推進する「中核人材」の育成 （特）いわて連携復興センター 7,520,000 自主財源②

南相馬ソーラー・アグリパーク「グリーンアカデミー」による人材育成 （一社）福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会 12,380,000 自主財源②

東日本大震災被災地域におけるコミュニティ・オーガナイジング・ワークショップの実
施

（特）コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 7,990,000 自主財源②

被災地におけるコミュニティ形成及びまちづくりの実態調査 （一社）ダイバーシティ研究所 10,720,000 自主財源②

子どものアイディアを取り入れた復興まちづくり活動 マイタウンマーケット実行委員会 1,000,000 自主財源②

福島の子育てにおける保護者のストレス軽減のための地域モデル構築 （特）地球の楽好 15,880,000 自主財源②

一次産業の経営支援モデルの構築～東北発・日本版CSAの推進～ （特）東北開墾 3,000,000 自主財源②

福島県の復興における協働促進 （一社）ふくしま連携復興センター 15,820,000 自主財源②

東北復興に挑む人材の発掘・育成（東北イノベーター養成アカデミー） （特）ETIC. 19,180,000 自主財源②

石巻における高校生インターンシッププログラム及び有給職業体験プログラムの実
施

（特）Ｓｗｉｔｃｈ 3,830,000 自主財源②

石巻地域における復興起業家育成及び地域協働推進 （特）石巻復興支援ネットワーク 2,830,000 自主財源②

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 9,892,560 自主財源④

被災した神社に対する植樹事業の周知啓発を目的としたフォーラム開催の運営委
託

（一財）日本文化興隆財団 1,515,000 自主財源④

植樹困難地での継続的な森の維持管理に向けた業務及び図面作成の委託 （特）地球の緑を育てる会 197,000 自主財源④

植樹した被災神社への緊急対策の業務委託 （特）地球の緑を育てる会 500,000 自主財源④

地域伝統芸能復興基金のWebサイトコンテンツ追加のための取材他 編集工房レイヴン 330,000 自主財源④

被災神社における植樹の実施にかかる業務委託 （一財）日本文化興隆財団 916,000 自主財源④

被災造船関連事業者の再活性化への取り組みサポート 日本中小型造船工業会 4,100,000 自主財源①

自主財源①

造船関係事業資金の災害支援資金貸付 マリン遠山合同会社（株式会社七十七銀行） 34,400,000 自主財源⑤

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（宮城県石巻市長面
浦）

宮城県漁業協同組合 21,000,000 自主財源①

自主財源①

計 409,412,721

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（宮城県石巻市牡鹿） 牡鹿漁業協同組合 56,160,000 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（宮城県塩釜市浦戸） 宮城県漁業協同組合 59,400,000

二号交付金 自主財源③ 国内協力援助金

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（岩手県大槌町） 新おおつち漁業協同組合 50,000,000

自主財源④ 調査研究費 自主財源⑤ 情報公開費自主財源① 一号交付金 自主財源②
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