
［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 22 1,114,810,245

社会教育 14 200,386,556

⻘少年育成 21 342,933,305

安心安全 13 381,805,639

その他公益事業 24 567,888,724

合計 94 2,607,824,469

　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、令和元年度は、94団体に、総額 2,607,824,469円 （消費税
込み）の助成を実施した。

令和元年度　社会貢献広報事業実施状況

①



②（白）

 



数　量
金　　額
(単位：円)

[[11]] 日本赤十字社 12台 385,000,000

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

[[33]] 公益社団法人 母子保健推進会議 600,000部 10,120,000

[[44]] 公益財団法人 すこやか食生活協会 3,800セット 16,500,000

[[55]] 社会福祉法人 桜雲会 12,000部 9,570,000

[[66]] 社会福祉法人 日本点字図書館
20部
30枚
15枚

2,500,000

[[77]] 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

母子保健・
その他保健

障害者対策

令和元年度　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」

視覚障害者のための電子レンジを活用した調理手引書
「電子レンジで簡単料理」

視覚障害者への正しい「声かけ」を解説するバリアフリー
図書
「白い杖の人を見かけたら正しい「声かけ」をしよう」

文字のない「宝くじドリームジャンボ絵本」

移動採血車（中型９台、大型２台、特大型1台）

[[22]] 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」

「受診前からかんたんチェック！
　　　　　　　　　　　小児科受診ノート」

点字図書　４タイトル
録音図書　６タイトル（音声デイジー図書）
録音図書　３タイトル（シネマ・デイジー図書)

社

会

福

祉

－1－
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－2－

数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[[88]] 一般財団法人 全国福祉輸送サービス協会 350,000部 6,680,300

[[99]]
 
公益社団法人 日本てんかん協会 10,000部 3,300,000

[[1100]] 公益財団法人 日本博物館協会
90台

100台
6,267,000

1,393,000部 19,159,200

1,589,000部 11,253,600

30,412,800

[[1122]] 一般社団法人 日本健康倶楽部 1台 70,950,000

1台 52,970,500

1台 68,750,000

121,720,500

[[1144]] 公益財団法人 結核予防会 1台 49,445,000

[[1155]] 一般財団法人 公園財団 43基
35基

14,850,000

[[1166]] 公益財団法人 8020推進財団 110,000部 5,500,000

障害者対策

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？～」

「おくすり手帳（専用カバー、ヘルプマーク付き）」

胸部Ｘ線デジタル検診車（大阪府支部）

ベビーカー
車いす

[[1111]] 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　2019
　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

健康増進車
（メディカルチェック車）胃胸部検診車

[[1133]] 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（鳥取県支部）

胃部デジタルX線検診車（福井県支部）

団体計

小冊子
「知っておきたい　お口のケアのお役立ち情報」

公園緑地等ベンチ設置
　背付ベンチ
　背無ベンチ

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

[[1177]] 公益財団法人 中国労働衛生協会 1台 47,740,000

[[1188]] 一般社団法人 日本ウオーキング協会 54,000部 4,396,645

[[1199]] 一般財団法人 健康医学協会 1台 85,580,000

[[2200]] 公益財団法人 骨粗鬆症財団 10,000部 1,100,000

[[2211]] 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 1台 75,350,000

[[2222]] 一般財団法人 産業保健研究財団 1台 77,000,000

1,114,810,245

10,000部 4,950,000

10,000部 4,950,000

9,900,000

1,500,000部 40,452,000

24,000部 5,500,000

810,000部 35,940,000

骨粗鬆症検診受診率向上のためのポスター

乳房・腹部エコー、心電図搭載多目的検診車

団体計

胃胸部兼用デジタルＸ線検診車

小　 計

胸部Ｘ線デジタル検診車

胃胸部Ｘ線デジタル検診車

冊子「Outdoor Sports Walk vol.2」

社

会

教

育

若者向け選挙啓発冊子（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」

[[2233]] 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

[[2244]] 公益財団法人 明るい選挙推進協会

社会教育

－3－
― 3―



－4－

数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[[2244]] 公益財団法人 明るい選挙推進協会 700,000部 3,080,000

84,972,000

[[2255]] 公益財団法人 日本文化興隆財団 14,000部 11,991,180

[[2266]] 一般社団法人 全国高等学校PTA連合会 1,100,000部 15,400,000

[[2277]] 全国土地改良事業団体連合会 22,350部 9,350,000

[[2288]] 公益社団法人 日本下水道協会 620,000部 7,700,000

[[2299]] 公益社団法人 家庭問題情報センター 84,000部 2,182,376

[[3300]] 公益財団法人 日本モンキーセンター 6張 997,000

[[3311]] 一般社団法人 全国腎臓病協議会 25,000部 1,540,000

[[3322]] NPO法人 NBCR対策推進機構 10,000部 3,850,000

消費生活 [[3333]] 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 2,200,000

社会教育

野外活動テント

小冊子「CKD になっちゃった！どうする？こうする！」

冊子「国民保護とＣＢＲＮＥ災害対策　Ⅺ」

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
「ただ一度の過ちが子どもの未来を奪います」

ふるさとの田んぼと水
　子ども絵画展作品集

下水道啓発に係るパンフレット
「下水道のなぞを解明　下水道探偵スイスイ」

家庭問題情報誌「ふぁみりお」

これだけは知っておきたい民法改正
　(改正債権法対応)
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

35,000部 1,944,000

35,000部 2,160,000

4,104,000

[[3355]] 一般社団法人 リビングアメニティ協会 20,000部 2,200,000

科学技術振興 [[3366]] 公益財団法人 日本科学技術振興財団 3台 44,000,000

200,386,556

[[3377]] 公益社団法人 「小さな親切」運動本部 132,000部 7,520,168

[[3388]] 公益社団法人 日本教育会 130,000部 13,071,448

[[3399]] 公益財団法人 人権擁護協力会 250,000部 10,800,000

[[4400]] 公益財団法人 日本武道館 46,200部 13,665,270

[[4411]] 公益社団法人 日本キャンプ協会
5張

54張
19張

5,400,000

[[4422]] 一般社団法人 日本公園施設業協会 60,000部 5,830,000

公益社団法人 全国消費生活相談員協会

民法改正で 生活が変わる！？
　2020 施行 生活に役立つ民法

団体計

小　 計

最新リアルCGによる近未来移動体操縦体験装置整備

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～」

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　78張

遊具の安全な利用方法の啓発パンフレット
「なかよくあそぼうあんぜんに」

消費生活

社

会

教

育

週末電話相談事例集vol.19　こんな相談ありました！！

冊子「自分で点検！ハンドブック」

[[3344]]

青少年等
健全育成

青

少

年

育

成

－5－
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[[4433]] 公益社団法人 日本一輪車協会 2,000台 19,440,000

[[4444]] 公益財団法人 育てる会 42,500部 6,533,984

[[4455]] 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 32,462,962

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 35,970,000

46,122,000

[[4488]] 一般社団法人 日本躾の会 25,000部 9,765,000

55,000部 2,160,000

55,000部 2,160,000

4,320,000

[[5500]] NPO法人 全国万引犯罪防止機構 30,000部 5,400,000

7,170,000
内
訳

[[4477]] 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　小豆島オリーブユースホステル（香川県）
  ワゴン車　　　立科白樺高原ユー スホステル（長野県）

広報季刊誌「Hostelling Magazine」

団体計

[[4466]] 一般社団法人 全日本学生柔道連盟

2019年度
　全日本学生柔道大会用プログラム

団体計

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）
　あなたの明日のために　～もう一度考えよう！～

躾啓発誌「ふれあい」

[[4499]] 公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会

全国中学一年生向け
　万引防止対策啓蒙用「壁新聞」

一輪車
（16インチ　806台　20インチ　1,194台）

月刊誌「育てる」

月刊誌
　「全日私幼連PTAしんぶん」

青少年等
健全育成

青

少

年

育

成
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[[5500]] NPO法人 全国万引犯罪防止機構 500,000部 22,680,000

28,080,000

[[5511]] 公益財団法人 日本フラッグフットボール協会 140,000部 9,716,363

[[5522]] 公益社団法人 全国学校図書館協議会 50,000部 7,700,000

[[5533]] 公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟

1張
9張
9張

18張

23張

5,940,000

[[5544]] 一般社団法人 くすりの適正使用協議会 10,000部 460,110

[[5555]] 一般財団法人 日本食生活協会 40,000部 5,616,000

[[5566]] 社会福祉法人 こどもの国協会 1棟 99,000,000

[[5577]] 公益財団法人 東京子ども図書館 60,000部 4,320,000

342,933,305

25台 30,800,000

150,000部 2,860,000

33,660,000

保護者向けブックレット　－乳幼児への読み聞かせガイド
　「本よんで　よんでもらって　うれしいさん
　　～本があれば、子育てはもっとおもしろい！～」

団体計

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）」

中学1年生の保護者向け
　万引犯罪予防対策マニュアル冊子

住居侵入犯罪被害防止冊子
　「住居侵入犯罪　最強防犯読本」

団体計

冊子「おやこの食育教室（三角巾付）」

こどもの国「ふれあい学び館」

『学校図書館　学びかたノート（小学校高学年）』

集会テント
　切妻型テント(1.5間×2.0間)
　切妻型テント(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)
宿泊用テント
　スクートDX　　　　　　　　　合計　60張

小　 計

警察・防犯 [[5588]] 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

中高生向け薬の小冊子
　「くすりは正しく使ってこそくすり！」

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

安

心

安

全
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数　量
金　　額
(単位：円)

項 目 助　成　先 事業内容

警察・防犯 [[5599]] 公益財団法人 犯罪被害救援基金 24,800部 2,823,136

7台 21,595,140

24張
2,530本

11,877,192

33,472,332

38,000部 3,968,173

190,000部 4,461,986

8,430,159

[[6622]] 公益財団法人 日本消防協会 10台 89,021,900

4台 49,500,000

133セット 23,760,000

240,000部 7,020,000

80,280,000

[[6644]] 一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会 210,000部 7,150,000

「広報マナーポスター」

「ふれあい」発行

[[6600]] 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

「マナーリーフレット」

団体計

消防団防災学習・災害活動車両

[[6633]] 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

（危機管理ハンドブック）
「みんなで取り組む避難所の運営」

日本地下鉄協会

消防・救急

安

心

安

全

交通安全

[[6611]] 一般社団法人
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数　量
金　　額
(単位：円)

項 目 助　成　先 事業内容

210,000部 6,050,000

306,000枚 16,940,000

3,500枚 4,950,000

35,090,000

240,000部 27,250,000

58,000部 18,360,000

10,000部 3,240,000

48,850,000

[[6666]] 一般財団法人 全国危険物安全協会 142,000部 3,240,000

[[6677]] 一般財団法人 消防防災科学センター 16,000部
2,850部

8,412,000

[[6688]] 一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 50箇所 33,000,000

4,000本 2,700,000

2,000本 1,645,664

4,345,664

[[6699]] 公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト

（携帯用防火防災小冊子）
「わが家の防火防災ミニガイド」

「防火ポスター（秋季・春季）」

「林野火災防止用標識」
（37道府県70箇所へ）

団体計

[[6644]] 一般財団法人

森の防潮堤造成事業（岩手県山田町植樹祭）

森の防潮堤造成事業（三重県明和町植樹祭）

団体計

防災

[[6655]] 一般財団法人 日本防火・防災協会

「地域防災」

防火管理講習テキスト

防災管理講習テキスト

団体計

危険物安全思想普及啓発小冊子
　「ここがポイント危険物
　　　　　〜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

日本防火・危機管理促進協会

消防・救急
安

心

安

全

－9－
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

防災 [[7700]] 一般財団法人 防災教育推進協会
10,000部

2セット
1,180,448

381,805,639

10,000部 302,400

72,000部
104,000部

2,160,000

36,000部
106,000部
40,000部

2,052,000

4,514,400

[[7722]] 公益財団法人 昭和聖徳記念財団 120,000部 6,538,607

1箇所 44,000,000

1箇所 41,800,000

85,800,000

23基
10基
11基
59基

10,800,000

17,000部 8,720,000

19,520,000

[[7755]] 一般社団法人 日本オートキャンプ協会 300,000部 17,440,000

　子供向け防災ガイドブック
　ＡＥＤ訓練キット（二種）

小　 計

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」

[[7733]] 公益財団法人 日本交通文化協会

パブリックアート（新潟港万代島ターミナル）

パブリックアート（アストラムライン本通駅）

月刊広報紙「Auto Camp」

団体計

[[7744]] 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　103基

情報誌「観光とまちづくり」

団体計

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

安

心

安

全

文化・観光

そ

の

他

[[7711]] 公益財団法人
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[[7755]] 一般社団法人 日本オートキャンプ協会 40張 10,800,000

28,240,000

[[7766]] 一般財団法人 地域伝統芸能活用センター 30,000部 4,360,000

[[7777]] 公益社団法人 国際音楽交流協会 300,000部 4,860,000

16,760枚 4,104,000

19箇所 39,244,458

モデル上屋 11箇所 35,285,668

ソーラー照明付き標識等 8箇所 3,958,790

43,348,458

[[7799]] 公益財団法人 あしたの日本を創る協会 203,000部 19,654,540

[[8800]] 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 7,851,298

[[8811]] 日本行政書士会連合会 86,270枚 2,824,723

[[8822]] 一般財団法人 地域活性化センター 378,660部 33,758,803

[[8833]] 一般財団法人 地域総合整備財団 32,000部 9,809,787

文化・観光

そ

の

他

団体計

情報誌「まち・むら」

情報誌「100万人のふるさと」

行政書士制度PRポスター

情報誌「地域づくり」

情報誌「ふるさと Vitalization」

日本の祭り紹介冊子
　「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！
　　　（オペラにまつわるエトセトラ）」

[[7788]] 一般社団法人 公営交通事業協会

環境に優しい公営交通PRポスター

モデル・バス停留所施設

内
訳

集会用テント

団体計

－11－
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

95,400部 6,551,619

591,000部 11,000,000

17,220部 6,144,554

23,696,173

[[8855]] 一般財団法人 自然公園財団 1箇所 18,700,000

[[8866]] 公益社団法人 日本鉄道広告協会 221,000枚 9,720,000

512セット
12,100,000

62基 16,500,000

24,000枚 6,424,078

35,024,078

[[8888]] 一般財団法人 日本緑化センター  2,850本 3,792,983

[[8899]] 公益財団法人 日本さくらの会 20,000本 71,500,000

その他 [[9900]] 公益財団法人 オイスカ 1台 3,240,000

宝くじ松（6か所）

宝くじ桜（181か所）

人材育成・研修実施等のための車両
(関西研修センター)

[[8844]] 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

ユニバーサルデザイン（8種）

都市緑化普及啓発広報ポスター（秋・春）

地域振興等

固定資産税のしおり（令和2年度版）

固定資産税関係資料集（四種）

団体計

支笏湖産業遺産映像・展示設備整備

地球温暖化防止
全国鉄道広告キャンペーンポスター

[[8877]] 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）

団体計

そ

の

他

環境保全
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[[9911]] 公益財団法人 千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会 50,500部 2,723,138

20,000部 5,397,950

36,000部 16,265,586

21,663,536

1,250,000 24,840,000

750,000 14,258,200

39,098,200

[[9944]] 一般財団法人 杜の都産業保健会 1台 67,650,000

567,888,724

2,607,824,469

ライフプラン情報誌「ALPS」

団体計

[[9933]] 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

冊子「成人手帳」（2019年版）

リーフレット
「サルコペニア・フレイルを予防して健康寿命をのばそう
　　～家族が笑顔で過ごせる時間を続けるために～」

団体計

広報紙「千鳥ヶ淵」

[[9922]] 一般財団法人 地域社会ライフプラン協会

ライフプランガイドブック
　「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

婦人マンモ検診車

そ

の

他

その他

小　 計

－13－
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