
［総括表］ （単位︓円・消費税込）

事業項⽬ 団体数 助成⾦額

社会福祉 27 1,295,462,778

社会教育 11 152,684,112

⻘少年育成 18 221,564,156

安心安全 13 397,642,675

その他公益事業 25 703,064,646

合計 94 2,770,418,367

　宝くじの社会貢献広報事業として、公益法⼈等が⾏う社会福祉、社会教育、⻘少年育成、安心安全、そ
の他公益の増進に寄与する事業に対し、平成30年度は、94団体に、総額 2,770,418,367円 （消費税
込み）の助成を実施した。

平成30年度　社会貢献広報事業実施状況



数　量
金　　額

(単位：円)

[1] 日本赤十字社 8台 324,000,000

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

[3] 公益社団法人 母子保健推進会議 600,000部 9,936,000

[4] 一般財団法人 全日本労働福祉協会 1台 89,000,000

[5] 一般財団法人 労働衛生協会 1台 74,520,000

[6]
 
公益社団法人 日本てんかん協会 10,000部 2,808,000

平成３０年度　社会貢献広報事業実施状況

項 目 助　成　先 事業内容

団体計

冊子
「妊娠中から知っておきたい　赤ちゃんとママのこと」

胃胸部デジタル検診車

胃胸部Ｘ線テレビ検診車

「おくすり手帳および収納カバー」

社

会

福

祉

母子保健・
その他保健

移動採血車（中型6台、大型1台、特大型1台）

[2] 公益財団法人 母子衛生研究会

「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」
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

母子保健・
その他保健

[7] 公益財団法人 骨粗鬆症財団 50,000部 1,620,000

[8] 公益財団法人 すこやか食生活協会 3,800セット 15,969,960

[9] 社会福祉法人 桜雲会 12,000部 9,396,000

[10] 社会福祉法人 日本点字図書館

20部
15枚
15枚
15枚

2,500,000

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

[12] 一般財団法人 全国福祉輸送サービス協会 350,000部 6,558,840

[13] 一般財団法人 杜の都産業保健会 1台 47,520,000

[14] 一般社団法人 全国腎臓病協議会 200,000部 7,344,000

1,400,000部 19,239,120

1,593,000部 12,394,458

31,633,578

社

会

福

祉

小冊子
「お母さんのやせは次世代の骨粗鬆症リスクを高めます
　　　～丈夫な骨づくりは胎児のうちから始まります～」

障害者対策

視覚障害者のための簡単で健康的な料理の実践手引書
「江上栄子さんの家庭の健康料理教えます」

パラリンピックを紹介するバリアフリー図書
「東京2020　パラリンピックを楽しもう！」

点字図書　４タイトル
録音図書　３タイトル（音声デイジー図書）
録音図書　３タイトル（マルチメディアデイジー図書）
録音図書　３タイトル（シネマ・デイジー図書)

文字のない「宝くじドリームジャンボ絵本」

冊子
　「外出支援ボランティアの輪を広げよう
　　　　　　何かお手伝いできることはありますか」

車いすリフター付超音波(エコー)検診車

小冊子「教えてっ、腎臓移植
　～たいせつな命を、つなぐために知っておきたいこと～」

健康・
体力づくり

[15] 公益財団法人 がん研究振興財団

がんに関する知識の普及啓発冊子
「やさしいがんの知識　2018
　肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん
　　　　　　正しい知識と行動ががんからあなたを守る」

がんに関する知識の普及啓発冊子「がん検診」

団体計



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[16] 一般社団法人 日本健康倶楽部 1台 69,660,000

1台 57,186,000

1台 50,652,000

107,838,000

1台 43,200,000

1台 47,390,400

90,590,400

[19] 一般財団法人 公園財団 42基
35基

14,904,000

[20] 一般財団法人 日本口腔保健協会 60,000部 3,240,000

[21] 一般財団法人 日本食生活協会 40,000部 5,616,000

[22] 一般財団法人 京都工場保健会 1台 41,040,000

[23] 一般財団法人 日本健康管理協会 1台 59,616,000

団体計

[18] 公益財団法人 結核予防会

胸部Ｘ線デジタル検診車（長野県支部）

胸部Ｘ線デジタル検診車（徳島県支部）

団体計

健康増進車
（メディカルチェック車）胃胸部検診車

[17] 公益財団法人 予防医学事業中央会

胸部デジタルX線検診車（島根県支部）

子宮がん検診車（千葉県支部）

公園緑地等ベンチ設置
　背付ベンチ
　背無ベンチ

冊子　歯周病予防と口の筋トレで健康長寿
　　　　　　「口からはじまる全身の健康」

冊子「おやこの食育教室（三角巾付）」

婦人科検診車

胃胸部併用デジタルX線検診車

社

会

福

祉

健康・
体力づくり
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[24] 一般社団法人 労働保健協会 1台 83,160,000

[25] 公益財団法人 8020推進財団 110,000部 5,400,000

[26] 一般財団法人 愛知健康増進財団 1台 93,744,000

[27] 一般社団法人 日本ウオーキング協会 100,000部 7,020,000

1,295,462,778

[28] 公益財団法人 日本博物館協会
100台
100台

6,240,000

10,000部 4,860,000

10,000部 4,860,000

9,720,000

1,500,000部 39,960,000

24,000部 5,400,000

810,000部 35,640,000

社

会

教

育

社会教育

ベビーカー
車いす

[29] 公益財団法人 アジア福祉教育財団

冊子「愛」

「愛」別冊

社

会

福

祉

健康・
体力づくり

胃胸部デジタル集団検診車

小冊子
「美味しく食べよう　究極の健康法はお口から」

乳房X線検診車

団体計

[30] 公益財団法人 明るい選挙推進協会

新有権者等に対する選挙啓発冊子（２種）

ポスターコンクール全国優秀作品集

明るい選挙推進情報誌「Voters」

冊子「Outdoor Sports Walk vol.1」

小　　計



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[30] 公益財団法人 明るい選挙推進協会 700,000部 3,024,000

84,024,000

[31] 一般財団法人 日本文化興隆財団 14,000部 11,880,000

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

[33] 全国土地改良事業団体連合会 22,350部 9,180,000

[34] 公益社団法人 日本下水道協会 620,000部 7,560,000

[35] 公益社団法人 家庭問題情報センター 84,000部 2,160,000

[36] 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 3,020,112

[37] 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 30,000部 1,620,000

[38] 一般社団法人 リビングアメニティ協会 15,000部 2,160,000

152,684,112

社

会

教

育

社会教育

三ない運動啓発リーフレット

団体計

季刊誌「皇室　Our Imperial Family」

薬物乱用防止パンフレット
「本当に大丈夫ですか？危険！薬物乱用」

ふるさとの田んぼと水
　子ども絵画展作品集

下水道啓発に係るリーフレット
「下水道の冒険～勇者スイスイと水の旅～」

家庭問題情報誌「ふぁみりお」

消費生活

自立する消費者のススメ
　　～一歩ふみだす消費行動への手引き～

週末電話相談事例集vol.18　こんな相談ありました！！

冊子「自分で点検ハンドブック」

小　　　計
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[39] 公益社団法人 「小さな親切」運動本部 132,000部 8,964,000

[40] 公益社団法人 日本教育会 127,500部 12,960,000

[41] 公益財団法人 人権擁護協力会 250,000部 10,800,000

[42] 公益財団法人 交通遺児育英会 132,400部 8,640,000

[43] 公益財団法人 日本武道館 46,200部 13,608,000

[44] 公益社団法人 日本キャンプ協会
9張

63張
16張

6,480,000

[45] 一般社団法人 日本公園施設業協会 60,000部 5,724,000

[46] 公益社団法人 日本一輪車協会 2,000台 19,440,000

[47] 公益財団法人 育てる会 42,500部 6,480,000

[48] 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 32,399,996

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

広報誌「小さな親切」

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」

月刊「武道」

多目的イベント用テント
５人用軽量ドームテント
２～３人用ドームテント　　　　　　　　合計　88張

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」

一輪車
（16インチ　796台　20インチ　1,204台）

月刊誌「育てる」

月刊誌
　「全日私幼連PTAしんぶん」



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

17,000部

優勝大会プログラム 7,000部

体重別選手権大会プログラム 5,000部

体重別団体優勝大会プログラム 5,000部

2台 10,152,000

300,000部 35,640,000

45,792,000

[51] 一般社団法人 日本躾の会 25,000部 9,720,000

55,000部 2,160,000

55,000部 2,160,000

4,320,000

[53] NPO法人 全国万引犯罪防止機構 30,000部 5,400,000

[54] 公益財団法人 日本フラッグフットボール協会 140,000部 9,668,160

[55] 公益社団法人 全国学校図書館協議会 50,000部 7,560,000

健全育成ハンドブック（小学生用）
　安全と遊びのルール
　　「気をつけたいこと」 「してはいけないこと」

健全育成ハンドブック（中学生用）
　明日のあなたのために　～もう一度考えよう！～

全国中学一年生向け
　万引防止対策啓蒙用「壁新聞」

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）」

7,128,000
内
訳

[50] 一般財団法人 日本ユースホステル協会

野外活動車
 マイクロバス　奈良ユースホステル（奈良県）
  ワゴン車　　　国東半島国見ユースホステル（大分県）

広報季刊誌「Hostelling Magazine」

団体計

[49] 一般社団法人 全日本学生柔道連盟

平成30年度
　全日本学生柔道大会用プログラム

躾啓発誌「ふれあい」

[52] 公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会

『学校図書館　学びかたノート（小学校中学年）』

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

団体計
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

[56] 公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟

5張
8張
8張

15張

14張
28張

6,480,000

221,564,156

23台 30,240,000

200,000部 2,484,000

32,724,000

[58] 公益財団法人 警察協会 11基 19,440,000

[59] 公益財団法人 犯罪被害救援基金 24,800部 2,791,759

8台 23,656,320

30張
2,615本

12,959,676

36,615,996

[61] 一般社団法人 日本地下鉄協会 38,000部 4,212,000

集会テント
　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)
　クイックテント(3.0m×3.0m)
　クイックテント(3.0m×6.0m)
宿泊用テント
　ピスタ5
　ピルツ19　　　　　　　　　合計　78張

小　　　計

安

心

安

全

警察・防犯

[57] 公益財団法人 全国防犯協会連合会

青色回転灯付防犯パトロール車

薬物乱用防止ハンドブック
　「自分を守るための、私の選択」

団体計

交番周辺地理案内板

「ふれあい」発行

交通安全

[60] 一般財団法人 全日本交通安全協会

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）

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

「広報マナーポスター」



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[61] 一般社団法人 日本地下鉄協会 190,000部 5,184,000

9,396,000

[62] 公益財団法人 日本消防協会 10台 85,320,000

4台 49,680,000

125セット 23,760,000

240,000部 7,126,920

80,566,920

210,000部 7,020,000

210,000部 5,940,000

304,000枚 16,632,000

3,500枚 4,860,000

34,452,000

安

心

安

全

交通安全
「マナーリーフレット」

団体計

消防・救急

消防団防災学習・災害活動車両

[63] 一般財団法人 救急振興財団

救急普及啓発広報車

心肺蘇生訓練人形等

応急手当講習テキスト

団体計

[64] 一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会

（危機管理ハンドブック）
「武力攻撃災害への備えと対策-国民保護への対応-」

（携帯用防災小冊子）
「まさかのときの　応急対応・応急処置」

「防火ポスター（秋季・春季）」

「林野火災防止用標識」
（41道府県76箇所へ）

団体計
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

消防・救急 240,000部 27,000,000

58,000部 18,360,000

10,000部 3,240,000

48,600,000

[66] 一般財団法人 全国危険物安全協会 142,000部 3,240,000

[67] 一般財団法人 消防防災科学センター 16,000部
2,850部

8,316,000

[68] 一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 50箇所 32,400,000

[69] NPO法人 NBCR対策推進機構 10,000部 3,780,000

397,642,675

12,000部 324,000

107,000部
195,000部

3,240,000

安

心

安

全

[65] 一般財団法人 日本防火・防災協会

「地域防災」

防災

防火管理講習テキスト

防災管理講習テキスト

そ

の

他

文化・観光 [70] 公益財団法人 菊葉文化協会

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

団体計

危険物安全思想普及啓発小冊子
　「ここが危ない危険物
　　　　　〜身近な危険物を安全に使うために〜」

消防防災啓発資料
　「消防防災の科学」
　「地域防災データ総覧」

土砂災害警戒区域等現地表示板

冊子「国民保護とＣＢＲＮＥ災害対策　Ⅹ」

小　　　計



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[70] 公益財団法人 菊葉文化協会
47,000部

108,000部
44,000部

2,160,000

5,724,000

[71] 公益財団法人 昭和聖徳記念財団 120,000部 6,480,000

1箇所 44,280,000

1箇所 43,200,000

87,480,000

２４基
１８基

２基
５８基

10,800,000

17,000部 8,640,000

19,440,000

300,000部 17,279,997

100,000部 19,980,000

40張 10,800,000

48,059,997

そ

の

他

文化・観光

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

団体計

昭和天皇のご事績を伝える新聞「昭和」

[72] 公益財団法人 日本交通文化協会

パブリックアート（ゆりかもめ　新橋駅）

パブリックアート（りんかい線　国際展示場駅）

[74] 一般社団法人 日本オートキャンプ協会

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

集会用テント

団体計

団体計

[73] 公益社団法人 日本観光振興協会

観光地美化プランター
　長形木製プランター
　箱形木製プランター
　六角木製プランター
　ログ型木製プランター　　　　　　合計　102基

情報誌「観光とまちづくり」

団体計

－11－



－12－

数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

文化・観光 [75] 一般財団法人 地域伝統芸能活用センター 32,880部 3,456,000

[76] 公益社団法人 国際音楽交流協会 300,000部 4,860,000

17,400枚 4,104,000

23箇所 42,633,949

モデル上屋 12箇所 38,425,341

ソーラー照明付き標識等 9箇所 4,208,608

46,737,949

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

[79] 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 7,776,000

[80] 日本行政書士会連合会 588,864部 6,912,000

[81] 一般財団法人 地域活性化センター 378,660部 32,327,521

[82] 一般財団法人 地域総合整備財団 32,000部 9,720,000

団体計

情報誌「まち・むら」

情報誌「100万人のふるさと」

月刊日本行政

情報誌「地域づくり」

情報誌「FURUSATO Vitalization」

そ

の

他

「日本の祭り　～伝統芸能～」

地域振興等

「クラシックって楽しいな！
　　　（オーケストラにまつわるエトセトラ）」

[77] 一般社団法人 公営交通事業協会

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

内
訳



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

96,900部 6,480,000

592,200部 10,800,000

17,220部 5,723,882

100,200部 4,296,564

27,300,446

[84] 一般財団法人 京浜保健衛生協会 1台 69,660,000

[85] 公益社団法人 日本鉄道広告協会 221,000枚 8,100,000

319セット
11,867,872

58基 16,200,000

24,000枚 6,350,824

34,418,696

[87] 一般財団法人 日本緑化センター  5,170本 5,186,160

そ

の

他

地域振興等

[83] 一般財団法人 資産評価システム研究センター

資産評価情報

固定資産税のしおり（平成31年度版）

「固定資産税関係資料集」四種

「固定資産税評価のあらまし－土地・家屋を中心に－」

団体計

胃胸部デジタル検診車

環境保全

地球温暖化防止
全国鉄道広告キャンペーンポスター

[86] 公益財団法人 都市緑化機構

花・みどり提供事業
　被災地向けプランター（８種）

ユニバーサルデザイン（8種）

広報ポスター（秋・春）

団体計

宝くじ松（7か所）

－13－



－14－

数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

環境保全 [88] 公益財団法人 日本さくらの会 21,000本 70,200,000

[89] 公益財団法人 オイスカ 1台 6,480,000

[90] 公益財団法人 千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会 43,500部 2,268,000

20,000部 3,971,877

36,000部 15,120,000

19,091,877

[92] 一般財団法人 九州健康総合センター 1台 53,676,000

[93] 一般財団法人 日本予防医学協会 1台 69,444,000

1,250,000 24,840,000

750,000 13,986,000

38,826,000

703,064,646

2,770,418,367

小　　　計

合       計

ライフプラン情報誌「ALPS」

団体計

マンモグラフィー検診車

胃部・胸部Ｘ線デジタル車
（配備先：九州事業部）

[94] 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

冊子「成人手帳」（2018年版）

リーフレット
　「健康寿命の延伸に向けて」
　　～高血圧、動脈硬化を防ぎ健康増進～

団体計

そ

の

他

宝くじ桜（159か所）

その他

人材育成・研修実施等のためのマイクロバス
(西日本研修センター)

広報紙「千鳥ヶ淵」

[91] 一般財団法人 地域社会ライフプラン協会

「今日からはじめるライフプラン
　　　　　　　　～より良い未来のために～」


