
数 量 金　       額
(単位：円)

８台 366,120,000 日本赤十字社

969,700部 18,792,000

879,800部 13,932,000

859,900部 17,172,000

659,900部 13,932,000

63,828,000

600,000部 9,396,000 公益社団法人 母子保健推進会議

１台 59,400,000 一般財団法人 日本成人病予防会

１台 89,478,000 一般財団法人 全日本労働福祉協会

１台 74,520,000 一般財団法人 労働衛生協会

平成２８年度　社会貢献広報事業実施状況

項 目 事業内容

移動採血車
　（特大型　１台、大型３台、中型４台）

冊子
「知っておきたい
　　　　　　　おなかの中の”赤ちゃん”のこと」

「受診前から簡単チェック！
　　　　　　　　　　　　　　　小児科受診ノート」

「からだサポートブック
　　　　　　　　　　　女性のための健康ガイド」

「何が必要？どう選ぶ？
　　　　　　　　ママと赤ちゃんのための用品」

「乳幼児の事故防止と応急手当
　　　　　　　　　　わが家の安心ガイドブック」

胃胸部デジタル検診車

経鼻内視鏡検診車（岐阜県支部）

胃胸部デジタル検診車

団体計

公益財団法人 母子衛生研究会

助　成　先

社

会

福

祉

母子保健・
その他保健
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

母子保健・
その他保健

１台 83,376,000 社会福祉法人 恩賜財団　済生会

3,770部 14,576,328 公益財団法人 すこやか食生活協会

10,000部 7,560,000 社会福祉法人 桜雲会

4部
6枚
6枚

2,000,000 社会福祉法人 日本点字図書館

1,400セット 27,000,000 社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団

350,000部 5,184,000 一般財団法人 全国福祉輸送サービス協会

1,250,000部 22,680,000

750,000部 10,789,200

33,469,200

307,209部 28,359,710 公益財団法人 日本レクリエーション協会

バリアフリー図書
　『一緒に楽しく使える共用品』

視覚障害者のための菓子作り基本レシピ集
「冊子「和・洋・中華の菓子作り基本レシピ」」

生活習慣病予防検診車
（胃胸部併用検診車）

月刊誌「Recrew（レクルー）」

リーフレット
　「のばそう健康寿命！
　　　　　　運動器の健康が元気のヒケツ」

冊子「成人手帳（2016年版）」

冊子
　「何かお手伝いできることはありますか」

宝くじドリームジャンボ絵本

点字図書
録音図書（音声デイジー図書）
録音図書（マルチメディアデイジー図書）

団体計

公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

社

会

福

祉

障害者対策

健康・
体力づくり

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

1,400,000部 8,615,345

1,400,000部 7,904,705

720,000部 5,116,144

1,400,000部 7,904,705

1,400,000部 7,904,705

37,445,604

1台 69,660,000 一般社団法人 日本健康倶楽部

１台 45,792,000 公益財団法人 予防医学事業中央会

１台 43,416,000 公益財団法人 結核予防会

74基
11基

19,440,000 一般財団法人 公園財団

60,000部 3,240,000 一般財団法人 日本口腔保健協会

40,000部 5,616,000 一般財団法人 日本食生活協会

胸部X線検診車（福井県支部）

冊子「胃がん」

冊子「肺がん」

冊子「子宮頸がん」

冊子「大腸がん」

冊子「乳がん」

冊子「おやこの食育教室」（三角巾付）

「口からはじまる全身の健康
　　　　　　　　～歯周病予防でメタボ克服～」

公園緑地等ベンチ設置
　背付ベンチ
　背無ベンチ

団体計

胸部デジタルＸ線検診車（長崎県支部）

公益財団法人 がん研究振興財団

健康増進車（メディカルチェック車）
　胃胸部検診車（沖縄支部）

社

会

福

祉

健康・
体力づくり

－3－

― 2―



－2－

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先
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１台 83,376,000 社会福祉法人 恩賜財団　済生会
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　『一緒に楽しく使える共用品』
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「冊子「和・洋・中華の菓子作り基本レシピ」」
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　「のばそう健康寿命！
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録音図書（マルチメディアデイジー図書）

団体計

公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

社

会

福

祉

障害者対策

健康・
体力づくり

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

1,400,000部 8,615,345

1,400,000部 7,904,705

720,000部 5,116,144

1,400,000部 7,904,705

1,400,000部 7,904,705
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１台 45,792,000 公益財団法人 予防医学事業中央会

１台 43,416,000 公益財団法人 結核予防会

74基
11基

19,440,000 一般財団法人 公園財団

60,000部 3,240,000 一般財団法人 日本口腔保健協会

40,000部 5,616,000 一般財団法人 日本食生活協会

胸部X線検診車（福井県支部）

冊子「胃がん」

冊子「肺がん」

冊子「子宮頸がん」

冊子「大腸がん」

冊子「乳がん」
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「口からはじまる全身の健康
　　　　　　　　～歯周病予防でメタボ克服～」

公園緑地等ベンチ設置
　背付ベンチ
　背無ベンチ

団体計

胸部デジタルＸ線検診車（長崎県支部）

公益財団法人 がん研究振興財団

健康増進車（メディカルチェック車）
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

1台 30,564,000 一般財団法人 京都工場保健会

1台 73,440,000 公益財団法人 愛世会

110,000部 5,400,000 公益財団法人 8020推進財団

1,198,280,842

120台
200台

8,234,000 公益財団法人 日本博物館協会

10,000部 4,860,000

10,000部 4,860,000

9,720,000

1,200,000部 30,780,000

24,000部 5,400,000

810,000部 35,640,000

700,000部 3,024,000

74,844,000

明るい選挙推進情報誌「Voters」

冊子「愛」

ベビーカー
車いす

団体計

三ない運動啓発リーフレット

団体計

ポスターコンクール全国優秀作品集

新有権者等に対する選挙啓発冊子

冊子
「生活習慣病（NCDs）の
　　　　　　　　　予防・治療に役立つお口のケア」

小　　計

胃部・胸部デジタル集団検診車

子宮頸がん検診車（婦人科車）
社

会

福

祉

健康・
体力づくり

社

会

教

育

社会教育

公益財団法人 アジア福祉教育財団

公益財団法人 明るい選挙推進協会

冊子「愛」別冊
　「学習まんが　なんみん問題基礎知識」

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

社会教育 10,000部 3,780,000 NPO法人 NBCR対策推進機構

25,000部 1,620,000

300,000部 2,592,000

4,212,000

科学技術振興 １箇所 34,560,000 公益財団法人 日本科学技術振興財団

135,350,000

140,000部 9,288,000 公益社団法人 「小さな親切」運動本部

120,000部 12,960,000 公益社団法人 日本教育会

1,100,000部 15,120,000 一般社団法人 全国高等学校PTA連合会

5張
5張

16張
22張

19張
51張

9,720,000 公益財団法人 日本YMCA同盟

250,000部 10,800,000 公益財団法人 人権擁護協力会

公益社団法人 全国消費生活相談員協会消費生活

冊子
　「国民保護とNBCR災害対策Ⅷ」

小学校　中・高学年用人権冊子
「種をまこう　～いっしょに読んで考えよう
　　　　　　　　　　　　　　人権って何だろう～」

【集会用】
　組立らくらくキングテント（1.5間×2.0間）
　組立らくらくキングテント（2.0間×3.0間）
　かんたんてんと　３（3.0m×3.0m）
　かんたんてんと　３（3.0m×6.0m）
【宿泊用】
　ムーンライト５型（４～５人用）
　ムーンライト９型（８～９人用）

薬物乱用防止パンフレット
「危険！薬物乱用　本当に大丈夫ですか？」

「くすりの展示室」展示室

週末電話相談事例集vol.16

リーフレット
　「キャッシュレス時代　いろいろな支払い方法」

小　　　計

社

会

教

育

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

団体計

オピニオン誌「日本教育」

広報誌「小さな親切」
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先
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祉
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社
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育
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先
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　かんたんてんと　３（3.0m×3.0m）
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【宿泊用】
　ムーンライト５型（４～５人用）
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薬物乱用防止パンフレット
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小　　　計

社

会

教

育

青

少
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育
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団体計

オピニオン誌「日本教育」

広報誌「小さな親切」
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

118,920部 9,180,000 公益財団法人 交通遺児育英会

46,200部 13,608,000 公益財団法人 日本武道館

7張
2張

39張
42張
7張

8,640,000 公益社団法人 日本キャンプ協会

84,000部 2,160,000 公益社団法人 家庭問題情報センター

50,000部 5,724,000 一般社団法人 日本公園施設業協会

2,000台 19,440,000 公益社団法人 日本一輪車協会

42,500部 6,480,000 公益財団法人 育てる会

96,500部 9,180,000 公益社団法人 全日本きものコンサルタント協会

4,430,000部 44,280,000 公益財団法人 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

17,000部 7,128,000

優勝大会プログラム 7,000部 3,024,000

体重別選手権プログラム 5,000部 1,836,000

体重別団体優勝大会プログラム 5,000部 2,268,000

平成28年度
　全日本学生柔道大会用プログラム

月刊誌「育てる」

一輪車
（16インチ　800台、20インチ　1,200台）

遊具の安全な利用方法の啓発パンフレット
　「仲良く遊ぼう安全に」

家庭問題情報誌「ふぁみりお」

多目的イベントテント
スクリーンシェルター
６人用ドームテント
５人用軽量ドームテント
モノポールテント

月刊「武道」

広報誌「君とつばさ」

月刊誌
　「全日私幼連PTAしんぶん」

きょうから学べる「日本の年中行事」塾
（小中学生向け冊子）

内
訳

一般社団法人 全日本学生柔道連盟

青少年等
健全育成

青

少

年

育

成

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

2台 10,152,000

300,000部 35,640,000

45,792,000

25,000部 9,720,000 一般社団法人 日本躾の会

55,000部 2,160,000

55,000部 2,160,000

4,320,000

30,000部 5,400,000 NPO法人 全国万引犯罪防止機構

140,000部 9,720,000 公益財団法人 日本フラッグフットボール協会

19基 10,748,160 一般財団法人 児童健全育成推進財団

269,408,160

24台 30,240,000

200,000部 3,002,400

33,242,400

全国中学一年生向け
　万引防止対策啓蒙用「壁新聞」

健全育成ハンドブック（中学生用）

健全育成ハンドブック（小学生用）

躾啓発誌「ふれあい」

広報季刊誌「Hostelling Magazine」

広報活動車

団体計

団体計

民間児童館　遊具整備

小学生用教材　副読本
　「フラッグフットボールさくせんブック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フラッグ付）」

「キケンから身をまもろう！みんなの防犯ブック」

青色回転灯付防犯パトロール車
（普通車　12台　　軽自動車　12台）

一般財団法人 日本ユースホステル協会

公益財団法人 全国防犯協会連合会

公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会

小　　　計

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

安

全

安

心

警察・防犯

団体計

－7－

― 6―



－6－

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先
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50,000部 5,724,000 一般社団法人 日本公園施設業協会
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優勝大会プログラム 7,000部 3,024,000

体重別選手権プログラム 5,000部 1,836,000

体重別団体優勝大会プログラム 5,000部 2,268,000

平成28年度
　全日本学生柔道大会用プログラム

月刊誌「育てる」

一輪車
（16インチ　800台、20インチ　1,200台）

遊具の安全な利用方法の啓発パンフレット
　「仲良く遊ぼう安全に」

家庭問題情報誌「ふぁみりお」

多目的イベントテント
スクリーンシェルター
６人用ドームテント
５人用軽量ドームテント
モノポールテント

月刊「武道」

広報誌「君とつばさ」

月刊誌
　「全日私幼連PTAしんぶん」

きょうから学べる「日本の年中行事」塾
（小中学生向け冊子）

内
訳

一般社団法人 全日本学生柔道連盟

青少年等
健全育成

青

少

年

育

成

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

2台 10,152,000

300,000部 35,640,000

45,792,000

25,000部 9,720,000 一般社団法人 日本躾の会

55,000部 2,160,000

55,000部 2,160,000

4,320,000

30,000部 5,400,000 NPO法人 全国万引犯罪防止機構

140,000部 9,720,000 公益財団法人 日本フラッグフットボール協会

19基 10,748,160 一般財団法人 児童健全育成推進財団

269,408,160

24台 30,240,000

200,000部 3,002,400

33,242,400

全国中学一年生向け
　万引防止対策啓蒙用「壁新聞」

健全育成ハンドブック（中学生用）

健全育成ハンドブック（小学生用）

躾啓発誌「ふれあい」

広報季刊誌「Hostelling Magazine」

広報活動車

団体計

団体計

民間児童館　遊具整備

小学生用教材　副読本
　「フラッグフットボールさくせんブック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フラッグ付）」

「キケンから身をまもろう！みんなの防犯ブック」

青色回転灯付防犯パトロール車
（普通車　12台　　軽自動車　12台）

一般財団法人 日本ユースホステル協会

公益財団法人 全国防犯協会連合会

公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会

小　　　計

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

安

全

安

心

警察・防犯

団体計
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－8－

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

９基 19,342,800 公益財団法人 警察協会

24,800部 2,916,000 公益財団法人 犯罪被害救援基金

8台 23,716,800

58張
4,700本

12,959,676

36,676,476

190,000部 5,184,000

30,000部 3,672,000

8,856,000

600,000枚 12,355,200 公益社団法人 日本バス協会

10台 85,320,000 公益財団法人 日本消防協会

4台 49,680,000

136セット 23,721,120

240,000部 7,983,360

81,384,480

電光式地理案内板

車内事故防止用注意喚起シール

「広報マナーポスター」

マナーリーフレット
　「遊んで学ぼう！電車のマナー（すごろく付）」

交通安全機材
　交通安全広報用テント
　横断指導旗（警報機付）

団体計

応急手当講習テキスト

団体計

団体計

交通安全教育車
　（歩行者横断トレーナー・　交通標識
　　　　・資料展示装置・チャイルドシート等搭載）

「ふれあい」発行

一般財団法人 全日本交通安全協会

一般社団法人 日本地下鉄協会

一般財団法人 救急振興財団
心肺蘇生訓練人形等

救急普及啓発広報車

消防団防災学習・災害活動車両

安

全

安

心

警察・防犯

交通安全

消防・救急

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

210,000部 7,020,000

250,000部 5,940,000

300,000枚 16,632,000

3,500枚 4,860,000

34,452,000

240,000部 24,840,000

54,000部
18,360,000

10,000部
3,240,000

46,440,000

138,000部 3,240,000 一般財団法人 全国危険物安全協会

16,000部
2,850部

8,316,000
一般財団法人 消防防災科学センター

（旧　消防科学総合センター）

50箇所 32,400,000 一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構

404,941,356

家庭向け防災対策パンフレット
　「家庭での防災対策　お役立ちBOOK」

危機管理ハンドブック

団体計

「防火ポスター」
日本防火・危機管理促進協会

一般財団法人 日本防火・防災協会

一般財団法人

消防・救急

防災

小　　　計

安

全

安

心

土砂災害警戒区域等現地表示板

消防防災啓発資料
　「消防防災と科学」
　「地域防災データ総覧」

危険物安全思想普及啓発小冊子
　「知って安心 危険物」

防災管理講習用教材
　新規講習用テキスト

防火管理講習用教材
　新規講習用テキスト

「地域防災」

「林野火災防止用標識」

団体計
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－8－

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

９基 19,342,800 公益財団法人 警察協会

24,800部 2,916,000 公益財団法人 犯罪被害救援基金

8台 23,716,800

58張
4,700本

12,959,676

36,676,476

190,000部 5,184,000

30,000部 3,672,000

8,856,000

600,000枚 12,355,200 公益社団法人 日本バス協会

10台 85,320,000 公益財団法人 日本消防協会

4台 49,680,000

136セット 23,721,120

240,000部 7,983,360

81,384,480

電光式地理案内板

車内事故防止用注意喚起シール

「広報マナーポスター」

マナーリーフレット
　「遊んで学ぼう！電車のマナー（すごろく付）」

交通安全機材
　交通安全広報用テント
　横断指導旗（警報機付）

団体計

応急手当講習テキスト

団体計

団体計

交通安全教育車
　（歩行者横断トレーナー・　交通標識
　　　　・資料展示装置・チャイルドシート等搭載）

「ふれあい」発行

一般財団法人 全日本交通安全協会

一般社団法人 日本地下鉄協会

一般財団法人 救急振興財団
心肺蘇生訓練人形等

救急普及啓発広報車

消防団防災学習・災害活動車両

安

全

安

心

警察・防犯

交通安全

消防・救急

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

210,000部 7,020,000

250,000部 5,940,000

300,000枚 16,632,000

3,500枚 4,860,000

34,452,000

240,000部 24,840,000

54,000部
18,360,000

10,000部
3,240,000

46,440,000

138,000部 3,240,000 一般財団法人 全国危険物安全協会

16,000部
2,850部

8,316,000
一般財団法人 消防防災科学センター

（旧　消防科学総合センター）

50箇所 32,400,000 一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構

404,941,356

家庭向け防災対策パンフレット
　「家庭での防災対策　お役立ちBOOK」

危機管理ハンドブック

団体計

「防火ポスター」
日本防火・危機管理促進協会

一般財団法人 日本防火・防災協会

一般財団法人

消防・救急

防災

小　　　計

安

全

安

心

土砂災害警戒区域等現地表示板

消防防災啓発資料
　「消防防災と科学」
　「地域防災データ総覧」

危険物安全思想普及啓発小冊子
　「知って安心 危険物」

防災管理講習用教材
　新規講習用テキスト

防火管理講習用教材
　新規講習用テキスト

「地域防災」

「林野火災防止用標識」

団体計
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

12,000部 324,000

50,000部
130,000部

2,052,000

81,000部
11,000部
39,000部
33,000部

1,944,000

17基
19基
25基

4,212,000

8,532,000

120,000部 6,452,138 公益財団法人 昭和聖徳記念財団

2箇所 86,400,000 公益財団法人 日本交通文化協会

124個 11,880,000

17,000部 8,640,000

20,520,000

300,000部 17,280,000 一般社団法人 日本オートキャンプ協会

団体計

団体計

月刊広報誌「Auto Camp」

雅楽解説冊子

情報誌「観光とまちづくり」

観光地美化プランター

パブリックアート（秋田空港・大分空港）

昭和天皇のご事績を伝える
　新聞「昭和」

皇居東御苑　説明板等整備
　説明板
　小型地図誘導板
　ガイドスポット

京都御所解説パンフレット
仙洞御所解説パンフレット
桂離宮解説パンフレット
修学院離宮解説パンフレット

皇居解説パンフレット
皇居東御苑解説パンフレット

公益社団法人 日本観光振興協会

公益財団法人 菊葉文化協会

そ

の

他

公

益

事

業

文化・観光

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

100,000部 19,980,000

40張 10,800,000

48,060,000

25,900部 3,456,000 一般財団法人 地域伝統芸能活用センター

14,000部 11,880,000 一般財団法人 日本文化興隆財団

300,000部 4,860,000 公益社団法人 国際音楽交流協会

20,300枚 4,212,000

19箇所 36,595,302

モデル上屋 11箇所 32,923,302

ソーラー照明付き標識等 8箇所 3,672,000

40,807,302

22,350部 9,180,000 全国土地改良事業団体連合会

203,000部 19,440,000 公益財団法人 あしたの日本を創る協会

ふるさとの田んぼと水　子ども絵画展作品集
　　「農村だいすき　ふるさと子ども美術館」

モデル・バス停留所施設

内
訳

団体計

団体計

情報誌　「まち・むら」

集会用テント

オートキャンプハンドブック＆ロケーションガイド

環境に優しい公営交通周知ポスター

「クラシックって楽しいな！
　　　（作曲家に関するエトセトラ）」

季刊誌「皇室OurImperialFamily」

「日本の祭り　～伝統芸能～」

一般社団法人 公営交通事業協会

一般社団法人 日本オートキャンプ協会そ

の

他

公

益

事

業

文化・観光

地域振興等
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

12,000部 324,000

50,000部
130,000部

2,052,000

81,000部
11,000部
39,000部
33,000部

1,944,000

17基
19基
25基

4,212,000

8,532,000

120,000部 6,452,138 公益財団法人 昭和聖徳記念財団

2箇所 86,400,000 公益財団法人 日本交通文化協会

124個 11,880,000

17,000部 8,640,000

20,520,000

300,000部 17,280,000 一般社団法人 日本オートキャンプ協会

団体計

団体計

月刊広報誌「Auto Camp」

雅楽解説冊子

情報誌「観光とまちづくり」

観光地美化プランター

パブリックアート（秋田空港・大分空港）

昭和天皇のご事績を伝える
　新聞「昭和」

皇居東御苑　説明板等整備
　説明板
　小型地図誘導板
　ガイドスポット

京都御所解説パンフレット
仙洞御所解説パンフレット
桂離宮解説パンフレット
修学院離宮解説パンフレット

皇居解説パンフレット
皇居東御苑解説パンフレット

公益社団法人 日本観光振興協会

公益財団法人 菊葉文化協会

そ

の

他

公

益

事

業

文化・観光

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

100,000部 19,980,000

40張 10,800,000

48,060,000

25,900部 3,456,000 一般財団法人 地域伝統芸能活用センター

14,000部 11,880,000 一般財団法人 日本文化興隆財団

300,000部 4,860,000 公益社団法人 国際音楽交流協会

20,300枚 4,212,000

19箇所 36,595,302

モデル上屋 11箇所 32,923,302

ソーラー照明付き標識等 8箇所 3,672,000

40,807,302

22,350部 9,180,000 全国土地改良事業団体連合会

203,000部 19,440,000 公益財団法人 あしたの日本を創る協会

ふるさとの田んぼと水　子ども絵画展作品集
　　「農村だいすき　ふるさと子ども美術館」

モデル・バス停留所施設

内
訳

団体計

団体計

情報誌　「まち・むら」

集会用テント

オートキャンプハンドブック＆ロケーションガイド

環境に優しい公営交通周知ポスター

「クラシックって楽しいな！
　　　（作曲家に関するエトセトラ）」

季刊誌「皇室OurImperialFamily」

「日本の祭り　～伝統芸能～」

一般社団法人 公営交通事業協会

一般社団法人 日本オートキャンプ協会そ

の

他

公

益

事

業

文化・観光

地域振興等
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

112,000部 7,776,000 NPO法人
100万人のふるさと回帰・循環運動推
進・支援センター

569,173部 6,912,000 日本行政書士会連合会

394,500部 36,487,801 一般財団法人 地域活性化センター

16,000部 8,318,569

126,000部 4,299,296

冊子 6,000部 1,712,696

パンフレット 20,000部 432,000

リーフレット 100,000部 2,154,600

12,617,865

96,900部 6,480,000

592,200部 10,800,000

17,220部 6,000,575

23,280,575

1箇所 21,312,720 一般財団法人 自然公園財団

「固定資産税関係資料集」四種

固定資産税のしおり（平成29年度版）

資産評価情報

ふるさと融資事例集

情報誌「FURUSATO Vitalization」

情報誌「地域づくり」

月刊日本行政

情報誌「100万人のふるさと」

団体計

大沼国定公園
　自然公園案内映像展示設備

内
訳

団体計

一般財団法人 地域総合整備財団

一般財団法人 資産評価システム研究センター

そ

の

他

公

益

事

業

地域振興等

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

地域振興等 1台 72,338,400 一般財団法人 京浜保健衛生協会

620,000部 7,560,000 公益社団法人 日本下水道協会

221,000枚 8,100,000 公益社団法人 日本鉄道広告協会

24,000枚 6,471,476

62基 16,200,000

475セット 11,877,213

50,000部 5,400,000

39,948,689

6,830本 6,953,040 一般財団法人 日本緑化センター

23,000本 70,200,000 公益財団法人 日本さくらの会

50,000本 21,818,468
公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト

（旧　瓦礫を活かす森の長城プロジェクト）

その他 43,500部 2,268,000 公益財団法人 千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会広報紙「千鳥ヶ淵」

植栽用苗木（千年希望の丘（宮城県岩沼市））

宝くじ桜

宝くじ松（８箇所）

都市緑化普及啓発パンフレット
　「緑のキキメ」

被災地向けプランター

ユニバーサルデザイン（38箇所）

団体計

広報ポスター（秋・春）

地球温暖化防止
　全国鉄道広告キャンペーンポスター

下水道啓発に係るリーフレット
　「ぼくとスイスイと仲間たち　下水道の冒険」

胃胸部デジタル検診車

公益財団法人 都市緑化機構

そ

の

他

公

益

事

業

環境保全
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－12－

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

112,000部 7,776,000 NPO法人
100万人のふるさと回帰・循環運動推
進・支援センター

569,173部 6,912,000 日本行政書士会連合会

394,500部 36,487,801 一般財団法人 地域活性化センター

16,000部 8,318,569

126,000部 4,299,296

冊子 6,000部 1,712,696

パンフレット 20,000部 432,000

リーフレット 100,000部 2,154,600

12,617,865

96,900部 6,480,000

592,200部 10,800,000

17,220部 6,000,575

23,280,575

1箇所 21,312,720 一般財団法人 自然公園財団

「固定資産税関係資料集」四種

固定資産税のしおり（平成29年度版）

資産評価情報

ふるさと融資事例集

情報誌「FURUSATO Vitalization」

情報誌「地域づくり」

月刊日本行政

情報誌「100万人のふるさと」

団体計

大沼国定公園
　自然公園案内映像展示設備

内
訳

団体計

一般財団法人 地域総合整備財団

一般財団法人 資産評価システム研究センター

そ

の

他

公

益

事

業

地域振興等

数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

地域振興等 1台 72,338,400 一般財団法人 京浜保健衛生協会

620,000部 7,560,000 公益社団法人 日本下水道協会

221,000枚 8,100,000 公益社団法人 日本鉄道広告協会

24,000枚 6,471,476

62基 16,200,000

475セット 11,877,213

50,000部 5,400,000

39,948,689

6,830本 6,953,040 一般財団法人 日本緑化センター

23,000本 70,200,000 公益財団法人 日本さくらの会

50,000本 21,818,468
公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト

（旧　瓦礫を活かす森の長城プロジェクト）

その他 43,500部 2,268,000 公益財団法人 千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会広報紙「千鳥ヶ淵」

植栽用苗木（千年希望の丘（宮城県岩沼市））

宝くじ桜

宝くじ松（８箇所）

都市緑化普及啓発パンフレット
　「緑のキキメ」

被災地向けプランター

ユニバーサルデザイン（38箇所）

団体計

広報ポスター（秋・春）

地球温暖化防止
　全国鉄道広告キャンペーンポスター

下水道啓発に係るリーフレット
　「ぼくとスイスイと仲間たち　下水道の冒険」

胃胸部デジタル検診車

公益財団法人 都市緑化機構

そ

の

他

公

益

事

業

環境保全
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数 量 金　       額
(単位：円)

項 目 事業内容 助　成　先

70,000部 12,307,633 一般財団法人 地域社会ライフプラン協会

1台 34,668,000 一般財団法人 九州健康総合センター

1台 3,348,000 公益財団法人 オイスカ

1台 69,660,000 公益財団法人 北海道対がん協会

11,１00部 7,560,000 公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

724,704,631

2,732,684,989

冊子「世界遺産年報2017」

胃胸部デジタル検診車

国際協力キャンペーン実施等のための車両

胸部検診車（マイクロバスベース）

「今日からはじめるライフプラン
　　　　　　　　　　～より良い未来のために～」

合　　　計

その他

小　　　計

そ

の

他

公

益

事

業
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