
［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 1,333,561,223

社会教育 9 175,257,200

⻘少年育成 19 255,009,022

安心安全 13 364,080,826

その他公益事業 26 545,021,642

合計 89 2,672,929,913

　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２年度は、のべ８９団体に、総額 2,672,929,913円 （消
費税込み）の助成を実施した。

令和２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 移動採血車（中型9台、大型2台、特大型1台） 12台 385,000,000

「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」

969,700部 19,140,000

「何が必要？どう選ぶ？
　　　　ママと赤ちゃんのための用品」

879,800部 14,190,000

「からだサポートブック
　　　　　　　女性のための健康ガイド」

859,900部 17,490,000

「受診前からかんたんチェック！
　　　　　　　　　　　小児科受診ノート」

659,900部 14,190,000

65,010,000

[3] 公益社団法人 母子保健推進会議
冊子
「妊娠中から知っておきたい赤ちゃんとママのこと」

600,000部 10,120,000

[4] 公益財団法人 骨粗鬆症財団

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～」

110,000部 2,090,000

[5] 一般財団法人 全日本労働福祉協会 胃胸部デジタル撮影装置搭載検診車 1台 91,100,000

[6] 公益財団法人 すこやか食生活協会
視覚障害者のための簡単料理レシピ集
「手軽なごはん料理のレシピ集」

3,800セット 15,974,200

[7] 社会福祉法人 桜雲会

家族の介護に携わる視覚障害者の現状や課題
を解説するバリアフリー図書
「わたしたちの介護
　　　　　　　 ～視覚障害者が介護に携わる時」

12,000部 9,342,723

[8] 社会福祉法人 日本点字図書館
点字図書
録音図書（音声デイジー図書）
録音図書(シネマ・デイジー図書)

11部
15枚
15枚

2,500,000

令和２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

[2] 公益財団法人 母子衛生研究会

社

会

福

祉

障害者対策

母子保健・
その他保健
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[9] 社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団 文字のない「宝くじドリームジャンボ絵本」 1,400セット 27,500,000

[10] 一般財団法人 全国福祉輸送サービス協会
冊子
「外出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せんか～」

350,000部 6,680,300

[11] 一般財団法人 杜の都産業保健会 聴覚障害者支援システム搭載胃胸部Ｘ線検診車 1台 100,100,000

がんに関する知識の普及啓発冊子
「肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん」

1,417,000部 16,896,000

がんに関する知識の普及啓発冊子
「がん検診」

1,636,000部 10,428,000

27,324,000

[13] 一般社団法人 日本健康倶楽部 健康増進車（メディカルチェック車） 1台 70,950,000

乳房デジタルX線検診車 1台 82,060,000

胸部デジタルX線検診車 1台 52,217,000

134,277,000

[15] 公益財団法人 結核予防会 胸部Ｘ線デジタル検診車(リフト付) 1台 58,080,000

[16] 一般財団法人 公園財団
公園緑地等ベンチ設置
　背付ベンチ
　背無ベンチ

55基
24基

15,950,000

[17] 一般財団法人 京都工場保健会 婦人科検診車 1台 41,360,000

[14] 公益財団法人 予防医学事業中央会

団体計

団体計

[12] 公益財団法人 がん研究振興財団

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 助　成　先 事業内容

[18] 公益財団法人 8020推進財団
小冊子
「口は万病の元 ～全身の健康に影響を及ぼす
　口の健康を考えよう！～」

150,000部 3,300,000

[19] 公益財団法人 福岡労働衛生研究所 乳がん検診車 1台 86,063,000

[20] 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター 特定健診設備搭載マイクロバス型検診車 1台 85,800,000

[21] 一般財団法人 三重県産業衛生協会 蓄電池式胃胸部併用Ｘ線デジタル検診車 1台 84,040,000

冊子
「生涯骨太クッキング
　～のばそう健康寿命～」（ランチョンマット付）

100,000部 11,000,000

16,720,000

1,333,561,223

冊子「愛」 10,000部 4,950,000

「愛」別冊 10,000部 4,950,000

9,900,000

若者向け選挙啓発冊子 1,500,000部 40,700,000

児童・生徒による選挙啓発ポスター作品集 24,000部 5,500,000

明るい選挙推進情報誌「Voters」 810,000部 36,300,000

三ない運動啓発リーフレット 700,000部 3,080,000

85,580,000

[23] 公益財団法人 アジア福祉教育財団

[24] 公益財団法人 明るい選挙推進協会

団体計

団体計

[22] 一般財団法人 日本食生活協会

小　　　計

[50]との団体計

社

会

福

祉

社

会

教

育

社会教育

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

[25] 一般社団法人 全国高等学校PTA連合会
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」

1,100,000部 15,400,000

[26] 全国土地改良事業団体連合会
ふるさとの田んぼと水
　子ども絵画展作品集

22,350部 9,350,000

[27] 公益社団法人 家庭問題情報センター 家庭問題情報誌「ふぁみりお」 84,000部 2,200,000

[28] NPO法人 ＮＢＣＲ対策推進機構 国民保護とCBRNE 災害対策Ⅻ 10,000部 3,850,000

[29] 公益財団法人 日本博物館協会
ベビーカー
車いす

91台
98台

6,297,200

週末電話相談事例集vol.20 35,000部 1,980,000

民法改正で生活が変わる！？　part ２ 35,000部 2,200,000

4,180,000

科学技術振興 [31] 公益財団法人 日本科学技術振興財団
地震から建物を守る免震とリアル地震の体験
装置

1台 38,500,000

175,257,200

[32] 公益社団法人 「小さな親切」運動本部 広報誌「小さな親切」 132,000部 7,432,736

[33] 公益社団法人 日本教育会 月刊誌「日本教育」 130,500部 13,200,000

[34] 公益財団法人 人権擁護協力会
中学校用人権啓発冊子
「種をまこう　～人権って何だろう
　　　　　　　　　　いっしょに読んで考えよう～」

280,000部 11,000,000

[30] 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

団体計

社

会

教

育

社会教育

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

小　　　計



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

[35] 公益財団法人 日本武道館 月刊「武道」 42,000部 13,860,000

[36] 公益社団法人 日本キャンプ協会

多目的イベント用テント
６人用モノポールテント
５人用ドームテント
３～４人用ドームテント
２～３人用ドームテント

6張
7張

33張
20張
12張

5,500,000

[37] 一般社団法人 日本公園施設業協会
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」

60,000部 5,830,000

[38] 公益社団法人 日本一輪車協会
一輪車
（16インチ　800台、20インチ　1,200台）

2,000台 19,800,000

[39] 公益財団法人 育てる会 月刊誌「育てる」 42,500部 6,241,999

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

月刊誌
　「全日私幼連PTAしんぶん」

4,430,000部 32,999,999

2020年度　全日本学生柔道大会用プログラム

優勝大会プログラム

体重別選手権大会プログラム

体重別団体優勝大会プログラム

野外活動車 2台 10,340,000

広報季刊誌「Hostelling Magazine」 300,000部 36,300,000

46,640,000

[43] 一般社団法人 日本躾の会 躾啓発誌「ふれあい」 25,000部 9,900,000

健全育成ハンドブック（小学生用） 60,000部 2,200,000

健全育成ハンドブック（中学生用） 60,000部 2,200,000

4,400,000

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成 [41] 一般社団法人 全日本学生柔道連盟

団体計

[42] 一般財団法人 日本ユースホステル協会

[44] 公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会

団体計

内
訳

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各大会
　 が中止となったことから、事業取り下げ。
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

全国中学一年生向け
　万引防止対策啓蒙用「壁新聞」

30,000部 5,500,000

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

1,082,000部 35,200,000

40,700,000

[46] 公益財団法人 日本フラッグフットボール協会
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）」

140,000部 9,900,000

[47] 公益社団法人 全国学校図書館協議会 『小学校低学年　読書と学びかたノート』 50,000部 7,700,000

[48] 公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟

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)
スクートDX

3張
8張

14張
15張
18張

5,500,000

[49] 一般社団法人 くすりの適正使用協議会
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」

10,000部 429,660

冊子
おやこの食育教室（三角巾付）
　　　　　　　　　～「食育5 つの力」の普及～

40,000部 5,720,000

16,720,000

[51] 公益財団法人 東京子ども図書館
「保護者向けブックレット
　　　　　－乳幼児への読み聞かせガイド」

162,000部 8,254,628

255,009,022

青色回転灯付防犯パトロール車 25台 30,800,000

冊子
「詐欺・悪質商法対策マニュアル」

150,000部 3,080,000

33,880,000

[53] 公益財団法人 犯罪被害救援基金 「ふれあい」発行 24,800部 2,547,346

小　　　計

警察・防犯

[52] 公益財団法人 全国防犯協会連合会

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成

安

心

安

全

[45] NPO法人 全国万引犯罪防止機構

団体計

[50] 一般財団法人 日本食生活協会

[22]との団体計

団体計



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

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）

6台 24,198,900

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）

24張
2,530本

12,097,140

36,296,040

「広報マナーポスター」 38,000部 4,070,000

「広報マナーリーフレット(すごろく付)」 180,000部 4,620,000

8,690,000

[56] 公益社団法人 燈光会
冊子
「航路標識のはなし」

60,000部 3,190,000

[57] 公益財団法人 日本消防協会 消防団防災学習・災害活動車両 10台 89,045,000

救急普及啓発広報車 4台 47,520,000

心肺蘇生訓練人形等 146セット 15,979,700

応急手当講習テキスト 240,000部 8,474,400

71,974,100

「防火ポスター」 306,000枚 16,940,000

「林野火災防止用標識」 3,500枚 4,950,000

[55] 一般社団法人 日本地下鉄協会

[54] 一般財団法人 全日本交通安全協会

交通安全

安

心

安

全

消防・救急

団体計

[58] 一般財団法人 救急振興財団

団体計

団体計

[59] 一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

（危機管理ハンドブック）
「災害とサバイバル」

210,000部 7,150,000

（携帯用防災小冊子）
「災害を生きのびる食事」

210,000部 6,050,000

35,090,000

[60] 一般財団法人 日本ＡＥＤ財団
心肺蘇生・AED 教本
「命を守るAED・心肺蘇生」

500,000部 19,602,000

「地域防災」 240,000部 27,500,000

防火管理講習用教材 76,300部 18,700,000

防災管理講習用教材 14,700部 3,300,000

49,500,000

[62] 一般財団法人 全国危険物安全協会
小冊子
「知って納得！！危険物」

142,000部 3,300,000

[63] 一般財団法人 消防防災科学センター
消防防災啓発資料
　「消防防災の科学」
　「地域防災データ総覧」

16,000部
2,850部

8,470,000

[64] 公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト 森の防潮堤造成事業（宮城県岩沼市植樹祭） 3,000本 2,496,340

[65] 一般社団法人 リビングアメニティ協会

冊子
「自分で点検!ハンドブック」
　～快適で安心・安全で質の高い住生活空間
　　 のために～

364,080,826

そ

の

他

文化・観光 [66] 公益財団法人 菊葉文化協会 雅楽解説冊子 12,000部 341,000

防災

小　　　計

安

心

安

全

消防・救急

[59] 日本防火・危機管理促進協会一般財団法人

団体計

団体計

※新型コロナウイルス感染症の影響により、冊子を
　 配布予定であったイベントの多くが中止等となっ
　 たことから、事業取り下げ。

[61] 一般財団法人 日本防火・防災協会



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

皇居解説パンフレット
皇居東御苑解説パンフレット

82,000部
212,000部

3,300,000

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

39,000部
69,000部
38,000部

1,980,000

5,621,000

[67] 公益財団法人 昭和聖徳記念財団
昭和天皇のご事績を伝える
　新聞「昭和」

120,000部 6,432,548

[68] 公益財団法人 日本交通文化協会 パブリックアート（青森空港） 1箇所 40,700,000

情報誌「観光とまちづくり」 17,000部 8,800,000

観光地美化プランター（４種） 81個 11,000,000

19,800,000

[70] 一般社団法人 日本オートキャンプ協会 集会用テント 32張 8,800,000

[71] 一般財団法人 地域伝統芸能活用センター 「日本の祭り　～伝統芸能～」 30,000部 4,400,000

[72] 公益財団法人 日本文化興隆財団 季刊誌「皇室 THE IMPERIAL FAMILY」 14,000部 12,100,000

[73] 公益社団法人 国際音楽交流協会
「クラシックって楽しいな！
　　　（珍楽器にまつわるエトセトラ）」

300,000部 4,950,000

[74] 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 17,850枚 4,180,000

文化・観光

[66]

団体計

地域振興等

[69] 公益社団法人 日本観光振興協会

公益財団法人

団体計

そ

の

他

菊葉文化協会
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数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

モデル・バス停留所施設
　・モデル上屋
　・ソーラー照明付き標識等

10箇所
8箇所

38,059,450

42,239,450

[75] 公益財団法人 あしたの日本を創る協会 情報誌　「まち・むら」 203,000部 19,800,000

[76] 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

情報誌「100万人のふるさと」 112,000部 7,920,000

[77] 日本行政書士会連合会 行政書士制度PR ポスター 86,533枚 3,300,000

[78] 一般財団法人 地域活性化センター 情報誌「地域づくり」 388,880部 42,840,097

[79] 一般財団法人 地域総合整備財団 情報誌「ふるさと Vitalization」 30,000部 7,687,900

資産評価情報 95,400部 5,021,313

固定資産税のしおり（令和３年度版） 591,000部 11,000,000

「固定資産税関係資料集」四種 17,220部 6,187,715

22,209,028

[81] 一般財団法人 自然公園財団 「国立公園摩周」星空観察映像展示施設 1箇所 22,000,000

環境保全 [82] 公益社団法人 日本鉄道広告協会
地球温暖化防止
全国鉄道広告キャンペーンポスター

221,000枚 8,785,700

[74] 一般社団法人 公営交通事業協会

団体計

団体計

[80] 一般財団法人 資産評価システム研究センター

地域振興等

そ

の

他



数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

ユニバーサルデザイン施設（９種） 51基 15,351,600

花・みどり提供事業
被災地向けプランター（１１種）

320セット 11,800,740

都市緑化普及啓発に係る
広報ポスター（秋・春）

24,000枚 6,541,871

33,694,211

[84] 一般財団法人 日本緑化センター 宝くじ松（５箇所） 1,730本 2,635,138

[85] 公益財団法人 日本さくらの会 宝くじ桜（169箇所） 19,000本 71,500,000

[86] 公益社団法人 日本下水道協会 下水道啓発に係わるパンフレット 620,000部 7,700,000

[87] 公益財団法人 オイスカ 人材育成・研修実施等のための車輌 1台 3,300,000

[88] 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」 43,500部 2,530,000

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～」

20,000部 5,500,000

ライフプラン情報誌「ALPS」 36,000部 16,500,000

22,000,000

[90] 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 冊子「成人手帳」（2020年版） 1,230,000部 25,287,570

そ

の

他

[83] 公益財団法人 都市緑化機構

[89] 一般財団法人 地域社会ライフプラン協会

環境保全

その他

団体計

団体計

－11－



－12－

数　量
金　　額

(単位：円)
項 目 助　成　先 事業内容

リーフレット「健康寿命の延伸に向けて」 750,000部 14,289,000

[91] 一般財団法人 日本健診財団 胃・胸部Ⅹ線検診車 1台 82,500,000

545,021,642

2,672,929,913

そ

の

他

その他

[90] 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

団体計

小　　　計

合　　　計


