
数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要

日本赤十字社 ８台 380,000 赤十字血液センター８か所に移動採血車を配備する。

969,700部 17,400
妊婦や子育て中の保護者に対し、乳幼児の事故発生時に対応す
るための教材を作成し、関係団体を通じて配布する。

879,800部 12,900
妊婦や子育て中の保護者に対し、母子用品の選び方・使い方の知
識を啓発するため、教材を作成し、市町村を通じて配布する。

859,900部 15,900
女性向けの健康管理に関する教材を作成し、保健所等を通じて配
布する。

659,900部 12,900
乳幼児期の病気の症状と家庭内でのケア、上手な医師のかかり方
等の基本的な保健情報を提供する冊子を作成し、広く一般に配布
する。

59,100

公益社団法人 母子保健推進会議 600,000部 9,200
妊娠期から出産後の赤ちゃんとの暮らし、赤ちゃんと本人の健康等
について学ぶための冊子を作成し、妊婦さんに配布する。

公益財団法人 すこやか食生活協会 3,800部 15,000
自立的な食生活確立に向けた教材として活用するとともに、視覚障
害者の料理の指導に役立つ点字料理解説書を作成する。

社会福祉法人 桜雲会 12,000部 8,700
視覚障害者だけでなく健常者にも理解しやすい、正しい白い杖・点
字ブロックの解説書を作成し配布する。

社会福祉法人 日本点字図書館
4部
6枚
6枚

2,000
視覚障害者の情報障害の解消及び自立の支援を行うため、点字図
書・録音図書を作成し貸出を行う。

視覚障害者のための和食の実践手引書
「冊子和食の基本知識（仮題）」

バリアフリー図書
「正しく学ぼう白い杖と点字ブロック（仮題）」

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）

平成２９年度　社会貢献広報事業実施計画

項 目 助　成　先 事業内容

移動採血車
　（大型４台、中型４台）

公益財団法人 母子衛生研究会

冊子
「知っておきたい
　　　　　おなかの中の”赤ちゃん”のこと」

「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」

「何が必要？どう選ぶ？
　　　　ママと赤ちゃんのための用品」

「からだサポートブック
　　　　　　　女性のための健康ガイド」

「受診前から簡単チェック！
　　　　　　　　　　　小児科受診ノート」

団体計

　　自治宝くじの普及広報を行うため、平成２９年度において次の事業を実施するものとする。

平    成    ２９    年     ３     月
一般財団法人 日本宝くじ協会

母子保健・
その他保健

社

会

福

祉

障害者対策
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数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団 1,400セット 25,000
心身障害児の健全育成を図るため、大型絵本を作成し、児童館及
び児童センター等に配布する。（１セット＝絵本、テキスト、音声CD）

一般財団法人 全国福祉輸送サービス協会 350,000部 6,200
高齢者や障害者等が公共交通機関等を利用する際に必要となる、
交通ボランティアについて周知するためのパンフレットを作成・配布
する。

一般財団法人 杜の都産業保健会 １台 76,000
胃がん等の早期発見及び予防を図るため、聴覚障害者支援システ
ム及び車いすリフターを装備した、胃部デジタル検診車を整備す
る。

1,250,000部 23,000
成人に向けた健康に関する具体的な意識高揚を啓発するための
冊子を作成し、配布する。

750,000部 13,000
健康寿命の延伸に向け、運動による健康維持増進に関するリーフ
レットを作成・配布する。

36,000

公益財団法人 日本レクリエーション協会 321,000部 25,000
レクリエーションの効用や実践法、活動に役立つ理論や事例等をわ
かりやすく紹介すると共に、レクリエーションやその施設等の最新情
報を紹介する情報誌を作成し配布する。

870,000部 8,000

日常生活におけるがん予防と定期的な検診による早期発見の重要
性について周知するとともに、「乳がん」及び「子宮頸がん」に関す
る最近の知見を中学生をはじめとする国民へ周知するため冊子を
作成し配布する。

1,370,000部 8,000
日常生活におけるがん予防と定期的な検診による早期発見の重要
性について周知するとともに、「大腸がん」に関する最近の知見を中
学生をはじめとする国民へ周知するため冊子を作成し配布する。

1,370,000部 8,000
日常生活におけるがん予防と定期的な検診による早期発見の重要
性について周知するとともに、「肺がん」に関する最近の知見を中学
生をはじめとする国民へ周知するため冊子を作成し配布する。

1,370,000部 8,000
日常生活におけるがん予防と定期的な検診による早期発見の重要
性について周知するとともに、「胃がん」に関する最近の知見を中学
生をはじめとする国民へ周知するため冊子を作成し配布する。

32,000

月刊誌「Recrew（レクルー）」

冊子「乳がん」・「子宮頸がん」

冊子「肺がん」

団体計

宝くじドリームジャンボ絵本

冊子
　「何かお手伝いできることはありますか」

健康・体力づくり事業財団公益財団法人

冊子「成人手帳（2017年版）」

リーフレット
　　「健康寿命の延伸に向けて」

団体計

冊子「大腸がん」

胃部検診車
　（車いす及び聴覚障害者対応）

公益財団法人 がん研究振興財団

冊子「胃がん」

障害者対策

社

会

福

祉

健康・
体力づくり



数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

一般社団法人 日本健康倶楽部 1台 64,500
国民の健康増進を図るため、胃胸部デジタルX線撮影装置を搭載
した健康増進車を兵庫支部に整備する。

１台 63,500
胃がん・肺がんの早期発見や予防啓発及び受診率向上を図るた
め、胃胸部デジタル検診車を香川県支部に整備する。

１台 50,700
胃がんの早期発見や予防啓発及び受診率向上を図るため、胃部
デジタル検診車を岩手県支部に整備する。

114,200

公益財団法人 結核予防会 １台 79,000
結核、肺がん及び胃がんなどの早期発見に努め、健康診断を推進
するため、胃胸部検診車を広島県支部に整備する。

一般財団法人 公園財団 43基
35基

18,000
高齢者をはじめ、公園緑地等利用者の利便性の向上のため、公園
にベンチを整備する。

一般財団法人 日本口腔保健協会 43,000部 3,000

口腔機能向上に役立つ、口腔健康管理に関する最新の知識技術
の普及啓発を図るとともに、オーラルフレイル(口腔機能の衰え)予
防の一助とし、介護予防事業の推進に寄与する冊子を作成し、関
係団体を通じて広く一般国民に配布する。

一般財団法人 日本食生活協会 40,000部 5,200
子どもたちが健康で人間らしく生活ができるようになるための望まし
い食生活を周知するため、冊子を作成し、イベント等を通じて広く一
般国民に配布する。

一般財団法人 京都工場保健会 1台 30,000
受診率の向上を図り乳がんの早期発見・早期治療に寄与するた
め、乳房超音波健診車を整備する。

公益財団法人 日本対がん協会 100,000部 1,800

専門知識を持たない一般の方々に乳がんについての正しい基礎
知識を身につけて頂くとともに、その予防や早期発見・治療のため
の検診の重要性を啓発するため、冊子を作成し、イベント等を通じ
て広く一般国民に配布する。

乳房超音波健診車

冊子「もっと知りたい乳がん」

胃胸部X線検診車

冊子
　「介護予防に役立つ口腔ケアのてびき」

冊子「おやこの食育教室」（三角巾付）

団体計

公益財団法人 予防医学事業中央会

胃部デジタルＸ線検診車

健康増進車
（メディカルチェック車）胃胸部検診車

胃胸部デジタルＸ線検診車

公園緑地等ベンチ設置
　背付ベンチ
　背無ベンチ

健康・
体力づくり

社

会

福

祉
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数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

公益財団法人 8020推進財団 110,000部 5,000
歯・口腔のセルフケアの解説とともに、脳卒中など要介護の原因疾
患との関係についてまとめた小冊子を作成し、広く一般国民に配布
する。

一般財団法人 日本健康増進財団 1台 43,000
受診率の向上を図り肺がん等肺疾患の早期発見・早期治療に寄与
するため、胸部デジタルＸ線検診車を整備する。

一般財団法人 近畿健康管理センター 1台 47,000
受診率の向上を図り疾病の早期発見・早期治療に寄与するため、
胃部デジタルＸ線検診車を整備する。

一般社団法人 日本ホビー協会 50,000部 4,000
手を使って何かを創りあげる行為が、人間にとっていかに普遍的で
重要なことであるかを、分かりやすくまとめた小冊子を作成し配布す
る。

公益財団法人 福岡労働衛生研究所 1台 70,300
受診率の向上を図り健康の維持管理及び疾病の早期発見・早期
治療に寄与するため、高齢者や聴覚障害者に対応した胃胸部デジ
タルＸ線検診車を整備する。

公益財団法人 骨粗鬆症財団 20,000部 1,600
骨粗鬆症と転倒の関連性・危険性を広く一般に周知し、骨折予防
を啓発する冊子を作成し配布する。

1,160,800

公益財団法人 日本博物館協会
100台
120台

6,000
利用者の受け入れ体制を整備するため、全国の博物館にベビー
カー及び車いすを配備する。

10,000部 4,500
アジア諸国の社会福祉環境・難民等の情報を掲載した冊子を作成
し関係団体を通じて広く一般国民に配布する。

10,000部 4,500
アジア諸国の福祉施設及び教育に対する援助、難民の支援等の
情報等について一般市民に幅広く啓発する冊子を作成し配布す
る。

9,000

「高齢者の健康寿命
　　　　　を伸ばす口腔保健（仮）」

ベビーカー
車いす

公益財団法人 アジア福祉教育財団

小冊子
「手づくりってこんなに体にいいんだ！！」

胃胸部デジタルＸ線検診車

小冊子
「転ばない生活、していますか？
　　　　－骨折予防には転倒予防を－」

小　　計

冊子「愛」

「愛」別冊

団体計

胸部デジタルＸ線検診車

胃部デジタルＸ線検診車

健康・
体力づくり

社

会

福

祉

社

会

教

育

社会教育



数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

1,500,000部 35,900
新有権者等を対象とした、投票参加の意義、選挙の重要性を周知
するための冊子を作成し配布する。

24,000部 5,000
有権者になる前から、政治・選挙への関心を持ってもらうために開
催されるポスターコンクールの入賞作品集を作成し、小中高校に配
布する。

810,000部 33,000
一般有権者を対象として、選挙に対する国民の理解を深めるため、
情報誌を作成し配布する。

700,000部 2,800
公職選挙法で禁止されている寄附行為をしないよう啓発するための
「三ない運動」をより広く周知するため、リーフレットを作成し配布す
る。

76,700

NPO法人 NBCR対策推進機構 10,000部 3,500
国民保護とＣＢＲＮＥ災害対策について、広く市民に周知するため
冊子を作成し配布する。

一般財団法人 日本文化興隆財団 14,000部 11,000
皇室と国民のつながりや、日本文化の啓発活動のため、冊子を作
成し配布する。

一般社団法人 全国高等学校PTA連合会 1,100,000部 14,000
薬物乱用防止に関するパンフレットを作成し、学校・ＰＴＡ等を通じ
て高等学校新入生の保護者に配布する。

全国土地改良事業団体連合会 22,350部 8,500
子どもたちが制作した素晴らしい絵画を通じて、農村地域の国土保
全、自然・文化資源としての役割について周知するため、作品集を
作成し、配布する。

公益財団法人 日本YMCA同盟

3張
24張
21張
32張

8,000
地域奉仕活動や各種イベントの開催を通じた青少年プログラムの
円滑な実施を図るため、YMCA支部にテントを整備する。

明るい選挙推進情報誌「Voters」

三ない運動啓発リーフレット

団体計

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）

公益財団法人 明るい選挙推進協会

季刊誌「皇室OurImperialFamily」

薬物乱用防止パンフレット
「薬物乱用防止！
　　　　　　　絶対大丈夫といえますか」

新有権者等に対する選挙啓発冊子

冊子
　「国民保護とＣＢＲＮＥ災害対策　Ⅸ」

ポスターコンクール全国優秀作品集

社会教育

社

会

教

育
ふるさとの田んぼと水
　子ども絵画展作品集
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数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

公益社団法人
日本消費生活アドバイザー
　・コンサルタント・相談員協会

20,000部 2,000
若年者を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、消費者として主体的に
判断し、責任を持って行動できる消費者市民の意識を育むことを目
的とした冊子を作成し配布する。

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 25,000部 1,500
消費者被害の未然防止を図るため、電話相談における相談事例を
分析した啓発用冊子を作成し、関係団体を通じて広く一般国民に
配布する。

科学技術振興 公益財団法人 日本科学技術振興財団 １箇所 32,000
最新の映像システムに更新することで、これまではできなかった映
像と音響を組み合わせた演出を使って、より効果的に伝えることの
できるドーム映像の上映環境を整備する。

172,200

公益社団法人 「小さな親切」運動本部 132,000部 8,300
心豊かな社会づくりを推進するため、広報誌を作成し、関係団体を
通じて広く一般国民に配布する。

公益社団法人 日本教育会 125,000部 12,000
日本の文化と伝統を重んじ、かつ次代の要請に応ずる教育の確立
を目指すため、冊子を作成し広く国民に配布する。

公益財団法人 人権擁護協力会 250,000部 10,000
身近で起きている人権問題に気づき、無意識のうちに周りの人の人
権を侵していないか、深く考えてもらうための冊子を作成し、小学校
中学年・高学年を通じて広く配布する。

公益財団法人 交通遺児育英会 120,000部 8,500
交通遺児への激励、及び交通遺児への奨学金制度を広く周知す
るための広報誌を作成し配布する。

公益財団法人 日本武道館 46,200部 12,600
青少年の健全育成を図るため、日本の伝統文化である武道の普及
を振興するための月刊誌を作成し、関係団体を通じて広く一般国
民に配布する。

公益社団法人 日本キャンプ協会

11張
29張
23張
25張
10張

7,000
健全なキャンプ活動の指導推進を図るため、本部及び全国の支部
にテントを整備する。

全天周映像音響システム整備事業

週末電話相談事例集vol.17

　多目的イベントテント
　６人用ドームテント
　５人用軽量ドームテント
　２～３人用ドームテント
　モノポールテント

広報誌「小さな親切」

月刊「武道」

月刊誌「日本教育」

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～」

広報誌「君とつばさ」

大人になるって大変？
　　思わず伝えたくなる消費者教育冊子社

会

教

育

消費生活

青少年等
健全育成

青

少

年

育

成

小　　　計



数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

公益社団法人 家庭問題情報センター 84,000部 2,000
健全な家庭の育成に資するための情報誌を発行し、関係団体を通
じて広く一般国民に配布する。

一般社団法人 日本公園施設業協会 50,000部 5,300
公園施設の安全な遊び方に関するパンフレットを作成し、教育機関
等に配布する。

公益社団法人 日本一輪車協会 2,000台 18,000
児童が自主的に取り組める教材として、全国の「体力つくり実践校」
等に一輪車を整備する。

公益財団法人 育てる会 42,500部 6,000
青少年教育に取り組むことの重要性と社会教育活動の充実・推進
に寄与するための月刊誌を作成し、関係団体を通じて広く一般国
民に配布する。

公益社団法人 全日本きものコンサルタント協会 100,000部 6,900
どの様な場面でどんな礼儀やマナーが必要かを児童生徒に簡潔、
的確に伝える冊子を作成し配布する。

公益財団法人
全日本私立幼稚園
              幼児教育研究機構

4,430,000部 41,000
幼児教育・子育てに関する知識、研究事例、その他関係諸団体の
活動状況等を紹介した新聞を作成し、関係団体を通じて園児の父
母を対象に配布する。

17,000部 6,600

優勝大会プログラム 7,000部 2,800

体重別選手権プログラム 5,000部 1,700

体重別団体優勝大会プログラム 5,000部 2,100

2台 9,400
青少年の野外活動等の充実を図るため、ユースホステル2か所に野
外活動車2台を整備する。

320,000部 33,000
広く一般国民に向けて野外活動や旅の素晴らしさを伝え、ユースホ
ステルを利用した野外活動や旅を促進するための季刊誌を作成し
配布する。

42,400

一輪車
（16インチ　800台、20インチ　1,200台）

団体計

月刊誌「育てる」

美しくこころをみがく礼儀やマナー

月刊誌
　「全日私幼連PTAしんぶん」

広報季刊誌「Hostelling Magazine」

一般財団法人 日本ユースホステル協会

内
訳

広報活動車

全日本学生柔道連盟が主催する、優勝大会、体重別選手権大会、
体重別団体優勝大会のプログラムを作成し来場者等に配布する。

平成29年度
　全日本学生柔道大会用プログラム

家庭問題情報誌「ふぁみりお」

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」青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

一般社団法人 全日本学生柔道連盟
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数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

一般社団法人 日本躾の会 25,000部 9,000
将来を担う子どもたちや現代の大人たちに倫理・ルール等を教える
ための躾啓発誌を発行し、関係団体を通じて広く一般国民に配布
する。

67,500部 2,000

67,500部 2,000

4,000

NPO法人 全国万引犯罪防止機構 30,000部 5,000
「万引は犯罪である」との喚起・啓蒙を強く認識させるため、壁新聞
を作成し配布する。

公益財団法人 日本フラッグフットボール協会 140,000部 9,000
生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育み、フラッグ
フットボールへの参加を促進させるため、小学生用の副読本を作成
し、全国で配布する。

社会福祉法人 こどもの国協会 1箇所 85,000
0 歳児からも安心して遊べ、かつ保護者同士の交流ができる大型
遊具を整備する。

公益社団法人 全国学校図書館協議会 100,000部 5,800
学校図書館等の機能を活用した学びを推進するとともに、家庭での
読書環境の充実にも役立ててもらうことを目的とした啓発冊子し配
布する。

304,400

26台 28,000
効果的な地域安全活動を推進するため、青色回転灯を装備した防
犯パトロール車を都道府県の防犯協会に整備する。

200,000部 1,900
女性を被害者とする犯罪の被害防止を推進するため、防犯思想を
啓発、啓蒙し、その対策や心構え等を教示する冊子を作成し配布
する。

29,900

冊子『わくわく学校図書館探検！』

女性の犯罪被害防止啓発冊子

団体計

公益財団法人 全国防犯協会連合会

子どもに係わる非行や犯罪、危険や被害等の実態とともにそれらを
防止するために知っておきたい事柄について説明する冊子（小学
生用及び中学生用）を作成し配布する。

なかよし広場「すくすくアイランド！」

青色回転灯付防犯パトロール車

小　　　計

健全育成ハンドブック（小学生用）

健全育成ハンドブック（中学生用）

安

全

安

心

警察・防犯

全国少年警察ボランティア協会

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）」

団体計

全国中学一年生向け
　万引防止対策啓蒙用「壁新聞」

躾啓発誌「ふれあい」

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

公益社団法人



数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

公益財団法人 警察協会 ９基 18,000
市民の利便に供するとともに地域警察官の警戒力を維持・向上さ
せるため、観光地、ターミナル駅等を管轄する交番に電光式地理
案内板を設置する。

公益財団法人 犯罪被害救援基金 24,800部 2,600
犯罪被害救援業務に対する関係機関・団体、個人等の理解を深め
るため、冊子を作成し配布する。

8台 22,000
高齢者及び幼児・学童に対する交通安全教育に資するため、歩行
者横断トレーナー、交通標識等の交通安全教育用機材を搭載した
車両を整備する。

30張
2,615本

12,000

運転者及び歩行者に交通安全を呼びかけるため、横断歩道での
交通事故を防止するための警報機付横断指導旗、交通安全のPR・
事故防止を推進するための各種イベントで使用する交通安全広報
用テントを整備・配布する。

34,000

190,000部 4,800
快適で安心・安全な利用を図り、併せて非常事態時の対応の心得
を学ぶことができるよう、ポケットガイドを作成し配布する。

30,000部 3,700
快適で安心・安全な環境づくりのため、社会的ルールとしてのマ
ナーの啓蒙活動を推進し、全国一斉に広報・マナーポスターを掲
示する。

8,500

公益財団法人 日本消防協会 10台 79,000
地域住民等に対し、積極的な防災指導を行うため、また災害時にも
活用できる車両として「防災学習・災害活動車」をモデル事業として
配備する。

4台 47,900
地域住民への救急業務等の正しい理解と応急手当の普及啓発活
動を積極的に支援するため、救急普及啓発広報車を関係機関に
整備する。

147セット 22,000

地域住民への救急業務等の正しい理解と応急手当の普及啓発活
動を積極的に支援するため、応急手当普及啓発用資機材として、
心肺蘇生訓練人形等を消防機関に整備する。（１セット=心肺蘇生
訓練用人形　成人１体、乳児１体、AED１基）

団体計

「広報マナーポスター」

団体計

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）

一般社団法人 日本地下鉄協会

「安全＆安心ポケットガイド」

「ふれあい」発行

消防団防災学習・災害活動車両

電光式地理案内板

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）

救急普及啓発広報車

心肺蘇生訓練人形等

一般財団法人 救急振興財団

警察・防犯

交通安全

安

全

安

心

消防・救急

一般財団法人 全日本交通安全協会
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数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

240,000部 9,900
地域住民への救急業務等の正しい理解と応急手当の普及啓発活
動を積極的に支援するため、応急手当講習テキストを消防機関を
通じて受講者に配布する。

79,800

210,000部 6,500
地域の防災リーダーや地域住民が地域において日頃行うべき活動
や災害時に行うべき活動、自主防災組織を活性化するための工夫
など、具体的な事例を紹介したハンドブックを作成し配布する。

210,000部 5,500

外出時における防火防災対策の促進と充実を図り、もって住民の
生命及び身体の安全に資するため、外出時に最低限必要な携行
品や、なすべき安全確認、並びに災害発生時にとるべき行動などを
場面に応じてチェックできる小冊子を作成し配布する。

304,000枚 15,400
年２回実施される火災予防運動を広く一般国民に周知するため、
ポスターを作成し、関係機関へ配付・掲出する。

3,500枚 4,500
山火事防止のため、入山者の多い国定公園や林野のハイキング
コース等の人目の付き易い場所に山火事防止用標識を設置する。

31,900

240,000部 23,000

地域防災に関する国等の施策や研究の動向、地方公共団体、自
主防災組織、一般住民等による地域の活動状況等、地域防災に関
する総合情報をわかりやすい形でとりまとめた冊子を作成し配布す
る。

58,000部
17,000

防火管理者の育成強化のため、防火管理者講習会において使用
する教材を作成し、受講者に配布する。

10,000部
3,000

防災管理者の育成強化のため、防災管理者講習会において使用
する教材を作成し、受講者に配布する。

43,000

一般財団法人 全国危険物安全協会 138,000部 3,000
危険物安全思想の普及啓発を図るための冊子を作成し、関係団体
を通じて広く一般国民に配布する。

「防火ポスター」

防災管理講習用教材
　新規講習用テキスト

家庭向け防災対策パンフレット
「防災必携
～お出かけの際は必ずチェック～（仮題）」

危険物安全思想普及啓発小冊子
　「意外と知らない危険物
　　～身近に潜む危険を知ろう！～（仮」

団体計

「林野火災防止用標識」

団体計

危機管理ハンドブック

「地域防災」

団体計

防火管理講習用教材
　新規講習用テキスト

応急手当講習テキスト

一般財団法人 日本防火・防災協会

一般財団法人 救急振興財団

一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会
消防・救急

防災

安

全

安

心



数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

一般財団法人 消防防災科学センター 16,000部
2,850部

7,700
消防防災に関する調査研究等の情報をまとめた冊子を作成し、関
係団体等に配布する。

一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 50箇所 30,000
土砂災害から国民の命を守るため、土砂災害の危険域を明示した
現地表示看板を観光地の周辺付近に整備する。

367,400

12,000部 300
雅楽を解説した冊子を作成し、皇居参観の際などに参観者に配布
する。

178,000部
188,000部

3,900
皇居及び皇居東御苑等を解説したパンフレットを作成し、皇居の一
般参観者及び東御苑入園者に配布する。

62,000部
54,000部
67,000部

2,000
京都にある仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮を解説したパンフ
レットを作成し、参観者に配布する。

6,200

公益財団法人 昭和聖徳記念財団 120,000部 6,000
昭和天皇のご聖徳を伝えるための広報誌を作成し、関係団体を通
じて広く一般国民に配布する。

1箇所 29,000
多くの人々の心を和ませるため、小松空港にステンドグラスを整備
する。

1箇所 48,000
多くの人々の心を和ませるため、宮崎空港にステンドグラスを整備
する。

1箇所 35,000
多くの人々の心を和ませるため、埼玉高速鉄道浦和美園駅にステ
ンドグラスを整備する。

112,000

昭和天皇のご事績を伝える
　新聞「昭和」

公益財団法人

パブリックアート

団体計

土砂災害警戒区域等現地表示板

雅楽解説冊子

皇居解説パンフレット
皇居東御苑解説パンフレット

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

パブリックアート

パブリックアート

団体計

小　　　計

消防防災啓発資料
　「消防防災の科学」
　「地域防災データ総覧」

菊葉文化協会

公益財団法人 日本交通文化協会

安

全

安

心

防災

そ

の

他

公

益

事

業

文化・観光
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数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

95個 10,000
観光地の美化を図るため、フラワーポットを製作し、花の観光地づく
り及び観光地の美化を推進する地域に整備する。

17,000部 8,000
観光に関する国の施策や動向等についての情報提供を行う冊子を
作成し、関係団体等に配布する。

18,000

300,000部 16,000
オート・キャンプ活動の現状を広く伝えるための情報誌を作成し、関
係団体を通じて広く一般国民に配布する。

100,000部 18,500
オートキャンプを始める際のテキストとして、併せてオートキャンプ場
選びのガイダンスとしての冊子を作成し、全国で配布する。

40張 10,000
オートキャンプ本来の使用目的の他、様々なイベントでも活用でき
る集会用テントを全国の公営キャンプ場に整備する。

44,500

一般財団法人 地域伝統芸能活用センター 25,900部 3,200
地域の観光振興及び商工業の活性化のため、日本の四季折々の
お祭りを紹介する冊子を作成し配布する。

公益社団法人 国際音楽交流協会 300,000部 4,500

普段あまりクラシック音楽に接する機会の少ない層に対して、クラ
シック音楽への興味を喚起し、新しいファンを発掘するため、クラ
シックの代表的な曲についてわかりやすく解説する冊子を作成し配
布する。

20,300枚 3,900
公営交通を利用することが、環境保護に貢献していることを周知す
るポスターを作成し、関係団体等に配布・掲出する。

19箇所 39,500

モデル上屋 14箇所 36,000
バス利用者の利便向上と乗客誘致を図るため、公営バスの停留所
にモデル上屋を整備する。

ソーラー照明付き標識等 9箇所 3,500
バス利用者の利便向上と乗客誘致を図るため、公営バスの停留所
にソーラー照明付き標識等を整備する。

43,400団体計

団体計

集会用テント

「日本の祭り　～伝統芸能～」

団体計

一般社団法人 公営交通事業協会

月刊広報誌「Auto Camp」

オートキャンプハンドブック
　　　　　　　　　　　　＆ロケーションガイド

「クラシックって楽しいな！
　　　（名曲にまつわるエトセトラ）」

観光地美化プランター

環境に優しい公営交通周知ポスター

モデル・バス停留所施設

情報誌「観光とまちづくり」

内
訳

公益社団法人 日本観光振興協会

一般社団法人 日本オートキャンプ協会

そ

の

他

公

益

事

業

地域振興等

文化・観光



数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

公益財団法人 あしたの日本を創る協会 203,000部 18,000
自治会・町内会等の活動内容を紹介した季刊「まち・むら」を作成
し、関係団体を通じて広く一般国民に配布する。

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

112,000部 7,200
都市生活者に向けて、「ふるさと暮らし」に関する情報を収録した季
刊誌を発行し、関係団体を通じて広く一般国民に配布する。

日本行政書士会連合会 576,000部 6,400
行政書士の役割を周知するための月刊誌を作成し、関係機関に配
布する。

一般財団法人 地域活性化センター 381,000部 39,000
地域の活性化に対する取組を支援するため、積極的にまちづくりに
取り組む団体の事例等を紹介する機関誌、事例集等を作成し、商
工会議所等に配布する。

32,000部 9,000
地域で活躍する民間企業を紹介する情報誌を作成し、関係団体等
に配布する。

88,000部

冊子 8,000部

パンフレット 80,000部

12,000

96,900部 6,000
固定資産税および資産評価に関する各種情報を冊子にして、関係
団体を通じて広く一般国民に配布する。

592,200部 10,000
固定資産税に対する納税者の理解を深めるための冊子を作成し
て、関係団体を通じて広く一般国民に配布する。

17,220部 6,000
固定資産税の知識の習得および資質の向上を図るための冊子を
作成して、関係団体等に配布する。

22,000

情報誌　「まち・むら」

資産評価情報

一般財団法人

ふるさと融資の制度内容、利用実績、活用事例を紹介する冊子及
びパンフレットを作成し、関係団体等に配布する。

団体計

ふるさと融資事例集

内
訳

3,000

月刊日本行政

情報誌「地域づくり」

一般財団法人 地域総合整備財団

情報誌「FURUSATO Vitalization」

そ

の

他

公

益

事

業

資産評価システム研究センター

団体計

固定資産税のしおり（平成30年度版）

地域振興等

「固定資産税関係資料集」四種

情報誌「100万人のふるさと」
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数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

一般財団法人 自然公園財団 60基 16,000
利用者の利便性を高めるため、阿寒国立公園阿寒湖地区の湖畔
遊歩道に夜間でも安心して散策できるようフットライト及び地図など
を記した案内板を整備する。

公益社団法人 日本下水道協会 620,000部 7,000
下水道の重要性、必要性について解説した啓発冊子を作成し、関
係団体を通じて小学校高学年及び一般国民に配布する。

公益社団法人 日本鉄道広告協会 221,000枚 7,500
省エネ交通機関である鉄道を活用し、車両及び駅構内に地球温暖
化防止を呼びかけるためのポスターを作成、掲示する。

24,000枚 6,000
住民参加による緑豊かな潤いのある街づくりを推進し、広く一般国
民に周知するため、普及啓発ポスター等を作成し、関係団体等に
配布・掲出する。

104基 15,000
良好な都市環境の創造を推進するため、ユニバーサルデザインを
導入した椅子・テーブル・表示板・水飲み場等を整備する。

1,520セット 11,000
全国の被災地における仮設住宅等の生活環境改善等を支援する
ため、コンテナ花壇を整備する。

50,000部 5,000
都市緑化の必要性を広く国民にアピールし、国民の緑化意識の高
揚を図るため、パンフレットを作成し配布する。

37,000

一般財団法人 日本緑化センター 8,725本 7,500
松の名所、史跡の復元を図るとともに、景観づくりを進めるための松
樹を贈る。

公益財団法人 日本さくらの会 22,000本 65,000
日本を象徴する桜の保存・育成を図るため、公園・名勝地等へ桜の
若木を贈る。

その他 公益財団法人 千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会 43,500部 2,100
戦没者崇敬の思想昂揚のための広報誌を作成し、参拝者などに配
布する。

パンフレット
「都市緑化普及啓発パンフレット」

都市緑化機構

被災地向けプランター（３種）

下水道啓発に係るリーフレット

地球温暖化防止
全国鉄道広告キャンペーンポスター

団体計

公益財団法人

広報紙「千鳥ヶ淵」

そ

の

他

公

益

事

業

宝くじ松

広報ポスター（秋・春）

ユニバーサルデザイン

宝くじ桜

阿寒湖畔遊歩道フットライト整備事業

環境保全



数 量
金 額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先 事業内容

29,000部 5,000
退職後の生活を視野に入れた人生の長期プランの作成ポイントに
ついて分かりやすくまとめた冊子を作成し、関係団体を通じて広く
一般国民に配布する。

36,000部 14,000
ライフプランに関する最新の様々な情報を掲載した情報誌を作成
し、広く一般国民に配布する。

19,000

一般財団法人 産業保健協会 1台 51,500
肺がん、結核などの早期発見及び予防に寄与するため、胸部検診
車を整備する。

555,000

2,559,800

団体計

一般財団法人 地域社会ライフプラン協会

ライフプラン情報誌「ALPS」

注）上記金額は、消費税を含まない額である。

合　　　計

その他

そ

の

他

公

益

事

業
小　　　計

「今日からはじめるライフプラン
　　　　　　　　～より良い未来のために～」

胸部X線デジタル検診車
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