
事業内容 数 量 交付決定額
(単位：千円)

摘 要

[[11]] 日本赤十字社 移動採血車 12台 350,000 赤十字血液センター12か所に移動採血車を配備する。

「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 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
応するための指導書を作成し、市町村を通じて配布する。

「何が必要？どう選ぶ？
　　　　ママと赤ちゃんのための用品」

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
方を啓発するため、教材を作成し、市町村を通じて配布す
る。

「からだサポートブック
　　　　　　　女性のための健康ガイド」

859,900部 15,900
女性向けの健康づくりに関する教材を作成し、保健所等を通
じて配布する。

「受診前からかんたんチェック！
　　　　　　　　　　　小児科受診ノート」

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

[[33]] 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 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
健康等について適切な情報を提供するための冊子を作成
し、妊婦さんに配布する。

[[44]] 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 1,900
日本における母子の栄養状態の現状と、それがもたらす骨粗
鬆症の危険性を広く一般に知らしめ、将来の骨粗鬆症予防を
目指すため、小冊子を作成し、配布する。

[[55]] 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 83,000
生活習慣病等の疾病予防と早期発見を可能とすべく、病院
等施設型エックス線デジタル機器と同等な設備を搭載した検
診車を東京都品川区に整備する。

母子保健・
その他保健

社

会

福

祉

令和２年度　社会貢献広報事業実施計画

項 目 助　成　先

[[22]] 公益財団法人 母子衛生研究会

団体計
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事業内容 数 量 交付決定額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先

[[66]] 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」（仮）

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。

[[77]] 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 8,700
家族の介護に携わっている視覚障害者の現状や課題につい
て周知するため、視覚障害者による「介護」をテーマとしたバ
リアフリー図書を作成し配布する。

[[88]] 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)

3部
15枚
15枚

2,500
視覚障害者の情報障害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。

[[99]] 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 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）

[[1100]] 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 6,200

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。

[[1111]] 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 91,000

聴覚障害者も安全で安心に検査できる「聴覚障害者支援シ
ステム」を搭載した胃胸部Ｘ線検診車を宮城県仙台市に整備
する。

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 18,000

予防や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・胃がん・大腸がん・乳がん・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。

がんに関する知識の普及啓発冊子
「がん検診」 1,636,000部 12,000

がん検診の専門家等に最近の知見を踏まえ、「検診」と「診療」の違
いをわかりやすく解説した冊子を作成し配布する。

30,000

[[1133]] 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 64,500
国民の健康増進を図るため、胸部デジタルX線撮影装置を搭
載した健康増進車を千葉支部に整備する。

障害者対策

健康・
体力づくり

社

会

福

祉

[[1122]] 公益財団法人 がん研究振興財団

団体計
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

乳房デジタルX線検診車 1台 87,000
乳がんの早期発見や予防啓発及び受診率向上を図るため、
乳房デジタルＸ線検診車を新潟県支部に整備する。

胸部デジタルX線検診車 1台 48,000
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、
胸部デジタルＸ線検診車を宮崎県支部に整備する。

135,000

[[1155]] 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 53,000
結核及び、肺がんなどの早期発見に努め、健康診断を推進
するため、リフト付胸部検診車を北海道支部に整備する。

[[1166]] 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

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。

[[1177]] 一般財団法人 京都工場保健会
※
婦人科検診車 1台 37,600

受診率の向上を図り、子宮頸がん早期発見・早期治療に寄
与するため、婦人科検診車を京都府宇治市に整備する。

[[1188]] 公益財団法人 8020推進財団
歯と口腔の健康を守るための小冊子
「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！～（仮）」

150,000部 3,000
日常生活で口腔健康管理を意識し続けることの大切さとそ
の方法を伝えるための小冊子を作成し配布する。

[[1199]] 公益財団法人 福岡労働衛生研究所 乳がん検診車 1台 81,000
乳がんの早期発見・早期治療につなげ、医療費削減、健康
寿命の延命など国の施策実現に貢献するため、乳がん検診
車を福岡県福岡市に整備する。

[[2200]]
※
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 80,000

特定健診の受診率の向上の実現を通し、国民の健康で豊か
な社会の実現のため、特定健診設備搭載マイクロバス型検診
車を大阪府大阪市に整備する。

[[2211]]
※
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 76,400

疾病の早期発見・早期治療や予防啓発に寄与するため、胃
胸部併用Ｘ線デジタル検診車を三重県桑名市に整備する。

健康・
体力づくり

社

会

福

祉

団体計

[[1144]] 公益財団法人 予防医学事業中央会
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事業内容 数 量 交付決定額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先

※
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 10,000

高齢者を対象に、健康寿命延伸のための正しい情報を提供
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。

15,200

1,240,100

冊子「愛」 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
を作成し関係団体等を通じて広く一般国民に配布する。

「愛」別冊 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

若者向け選挙啓発冊子 1,500,000部 37,000
若者を対象とした、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。

児童・生徒による選挙啓発ポスター作品集 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。

明るい選挙推進情報誌「Voters」 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。

三ない運動啓発リーフレット 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。

77,800

[[2255]] 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 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。

[[2266]] 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 8,500
子どもたちの絵画作品を通じて、農業・農村の持つ水の循環
や環境といった役割、重要性を周知するため、作品集を作成
し配布する。

[[2244]] 公益財団法人 明るい選挙推進協会

団体計

社

会

福

祉

社

会

教

育

社会教育

小　　　計

[[2233]] 公益財団法人 アジア福祉教育財団

団体計

[50]との団体計

健康・
体力づくり

[[2222]] 一般財団法人 日本食生活協会
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

[[2277]] 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 2,000
健全な家庭の実現に資するための情報誌を発行し、関係機
関等を通じて広く一般国民に配布する。

[[2288]] NPO法人 ＮＢＣＲ対策推進機構  国民保護とCBRNE 災害対策Ⅻ 10,000部 3,500
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。

[[2299]] 公益財団法人 日本博物館協会
ベビーカー
車いす

100台
100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。

週末電話相談事例集vol.20 35,000部 1,800
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。

民法改正で生活が変わる！？　part ２ 35,000部 2,000
民法改正をふまえて、消費者に身近で重要な改正項目につ
いて事例をもとに解説した冊子を作成し配布する。

3,800

科学技術振興 [[3311]] 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 35,000

「免震装置」の有効性と地震から身を守る技術に興味関心を
持ってもらうため、リアル地震を体験できる装置及び地震から
建物を守る免震技術を体験することのできる装置を製作し展
示する。

159,600

[[3322]] 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 7,000
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
団体等を通じて広く一般国民に配布する。

[[3333]] 公益社団法人 日本教育会 月刊誌「日本教育」 130,500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。

[[3344]] 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 10,000
身近にある人権問題を知り，人権尊重の重要性や必要性に
ついて理解を深めるとともに、豊かな人権感覚を身につけら
れるよう、中学校を通じて広く配布する。

青少年等
健全育成

[[3300]] 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

団体計

小　　　計

社会教育

社

会

教

育

青

少

年

育

成
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

[[3355]] 公益財団法人 日本武道館 月刊「武道」 46,200部 12,600
青少年の健全育成を資するため、日本の伝統文化である武
道の普及振興するための月刊誌を作成し、関係団体等を通
じて広く一般国民に配布する。

[[3366]] 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
２～３人用ドームテント

18張
16張
32張
12張

5,000
健全なキャンプ活動の指導推進を図るため、全国の支部にテ
ントを整備する。

[[3377]] 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 5,300
遊具の安全な利用方法の啓発冊子を作成し、関係機関等に
配布する。

[[3388]] 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 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。

[[3399]] 公益財団法人 育てる会 月刊誌「育てる」 42,500部 6,000
青少年の健全育成に寄与するため、自然・生活体験活動や
地域活動、家庭教育等の重要性について普及啓発する月刊
誌を作成し、関係団体等を通じて広く一般国民に配布する。

[[4400]] 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 30,000

幼児教育・子育てに関する知識、調査・研究の成果の紹介
や、情報を提供するため新聞を作成し、関係団体を通じて園
児の父母を対象に配布する。

[[4411]] 一般社団法人 全日本学生柔道連盟

2020年度　全日本学生柔道大会用プログラム
【内訳】
　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

17,000部 6,600
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。

野外活動車 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。

広報季刊誌「Hostelling Magazine」 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

一般財団法人 日本ユースホステル協会

団体計

[[4422]]

青

少

年

育

成

青少年等
健全育成
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

[[4433]] 一般社団法人 日本躾の会 躾啓発誌「ふれあい」 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。

健全育成ハンドブック（小学生用） 60,000部 2,000

健全育成ハンドブック（中学生用） 60,000部 2,000

4,000

全国中学一年生向け
　万引防止対策啓蒙用「壁新聞」

30,000部 5,000
「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。

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 32,000
万引犯罪防止には、低年齢から直接的なアプローチが有効で、万
引を許さない住民参加型の環境作りが重要であることから、保護者
向けの万引犯罪防止冊子を作成し配布する。

37,000

[[4466]] 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 9,000
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の体験を促進させるため、小学生用の副読
本を作成し、全国で配布する。

[[4477]] 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 7,000
学校図書館の機能を活用し、主体的・対話的で深い学びに
つなげるための冊子を作成し配布する。

[[4488]] 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)
かんたんテント３（3.0m×3.0m)
かんたんテント３（3.0m×6.0m)
スクートDX

3張
8張

14張
15張
18張

5,000
地域奉仕活動や各種イベントの開催を通じた青少年育成プ
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。

[[4499]] 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 450
薬の本質の理解と正しい使用法を周知するため、中高生向
けの啓発冊子を作成し配布する。

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 5,200
健康で豊かな人間性を育んでいくための望ましい食生活を普
及するため、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。

15,200

青少年等
健全育成

[[4455]] NPO法人 全国万引犯罪防止機構

[[4444]] 公益社団法人

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。

団体計

団体計

青

少

年

育

成

[[5500]] 一般財団法人 日本食生活協会

全国少年警察ボランティア協会

[22]との団体計

－7－
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事業内容 数 量 交付決定額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先

青少年等
健全育成

[[5511]] 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」

250,000部 8,000
読書の習慣は、幼い頃から良質な読書体験を積み重ねること
が大切であり、読書習慣を促すブックレットを作成し、乳幼児
の保護者・関係者へ広く配布する。

239,550

青色回転灯付防犯パトロール車 25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。

※
「詐欺・悪質商法対策マニュアル」 150,000部 2,800

オレオレ詐欺や悪質商法による被害、架空請求詐欺等の特殊詐
欺に関する新たな手口と防止策の紹介や、詐欺電話や迷惑電話
を防止する具体的な方法を教示するため冊子を作成し、広く国民
に配布する。

30,800

[[5533]] 公益財団法人 犯罪被害救援基金 「ふれあい」発行 24,800部 2,600
奨学生家庭をはじめ、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。

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）

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。

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）

30張
2,600本

11,000

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。

33,000

「広報マナーポスター」 38,000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。

「広報マナーリーフレット(すごろく付)」 190,000部 4,200
地下鉄等を利用する際のマナーを認識してもらい、「快適で
安全・安心な地下鉄等」の広報・啓発に資するすごろく付冊
子を作成し配布する。

7,900

一般財団法人 全日本交通安全協会

全国防犯協会連合会

団体計

[[5555]] 一般社団法人 日本地下鉄協会

青

少

年

育

成

安

心

安

全

警察・防犯

交通安全

小　　　計

[[5544]]

団体計

団体計

[[5522]] 公益財団法人
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事業内容 数 量 交付決定額
(単位：千円)

摘 要項 目 助　成　先

交通安全 [[5566]] 公益社団法人 燈光会

※
船舶交通の安全確保のための広報冊子
「航路標識のはなし」

60,000部 2,900
若年層向けに航路標識に関する知識の普及を図るとともに、船舶
交通の安全を守る重要さや海の大切さに理解を深めてもらうため、
冊子を作成し配布する。

[[5577]] 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 81,000
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。

救急普及啓発広報車 4台 45,000
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、救急普及啓発広報車を関係機関に
整備する。

心肺蘇生訓練人形等 146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）

応急手当講習テキスト 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。

76,900

「防火ポスター」 306,000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。

「林野火災防止用標識」 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。

（危機管理ハンドブック）
「災害とサバイバル（仮称）」

210,000部 6,500

自主的に避難するきっかけとなる防災情報や気象条件、避難
時・被災後に有用となる情報最新技術、防災・非常用グッズ、
停電や断水時等の実用的な知識などを解説した冊子を作成
し配布する。

※
（携帯用防災小冊子）
「災害を生きのびる食事」

210,000部 5,500

日頃からの食糧確保や、電気やガスの供給が途絶えた際の
調理についての留意点や調理可能な各種防災食レシピな
ど、必要な知識を正しく身に付けられるよう、小冊子を作成し
配布する。

31,900

安

心

安

全

消防・救急

一般財団法人 救急振興財団

[[5599]] 一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会

団体計

団体計

[[5588]]
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

[[6600]]
※
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 18,000
心肺蘇生・AED の実施率向上、心停止患者の救命率改善に
寄与することを目的として、心肺蘇生およびAED の実施方法
を学習する際に活用できる教本を作成し配布する。

「地域防災」 240,000部 25,000

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。

防火管理講習用教材 75,000部 17,000

防火管理者（消防法に定める国家資格で、その資格を有する者の
うち、防火対象物において防火上必要な業務を遂行でき、防火上
の管理・予防・消防活動を行う者。）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。

防災管理講習用教材 10,000部 3,000

防災管理者（消防法に基づき建築物等の所有者又は管理者の選
任を受けて、避難訓練の実施その他火災以外の災害による被害軽
減のための活動等の責務を負う者。）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。

45,000

[[6622]] 一般財団法人 全国危険物安全協会
危険物安全思想普及啓発小冊子
「知って納得！！危険物（仮題）」

142,000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。

[[6633]] 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

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。

[[6644]] 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） 10,000本 7,000
防災や防潮のためなどに築いた盛土に、植物の生態系を犯
すことのない、その土地に本来生育する多種類の苗木を、宮
城県岩沼市「千年希望の丘」に植樹する。

[[6655]] 一般社団法人 リビングアメニティ協会
　「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～

20,000部 2,000
定期的な点検から異常等の早期発見、修理・交換を当たり前
とする「点検文化」が認知され、快適で安心・安全な質の高い
住生活空間の形成に寄与する小冊子を作成し、配布する。

349,700

そ

の

他

文化・観光 [[6666]] 公益財団法人 菊葉文化協会 雅楽解説冊子 12,000部 310
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。

安

心

安

全

消防・救急

防災

小　　　計

[[6611]] 一般財団法人 日本防火・防災協会

団体計
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

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

3,000
皇居及び皇居東御苑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。

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

1,800
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。

5,110

[[6677]] 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 6,000
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。

[[6688]] 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 37,000
利用者、訪問者等に一層の心地よさや賑わいを提供するた
め、青森空港 1 階到着ロビー窓面にステンドグラスを整備す
る。

情報誌「観光とまちづくり」 17,000部 8,000
観光を取り巻くあらゆる分野における最新データや地域の活
動状況、観光地の魅力創出の事例などの情報提供を行う冊
子を作成し、関係団体等に配布する。

観光地美化プランター 81個 10,000
観光地の美化を図るため、フラワープランターを花の観光地
づくり及び観光地の美化を推進する地域に整備する。

18,000

[[7700]] 一般社団法人 日本オートキャンプ協会 集会用テント 40張 8,000
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設キャンプ場に整備する。

[[7711]] 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 4,000
地域の観光及び商工業の振興を図るため、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。

[[7722]] 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 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。

地域振興等 [[7733]] 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 4,500

クラシック音楽を身近に感じてもらえるよう、興味を喚起し、新
しいファンの発掘等により、地域文化の振興や国際交流を通
じての地方創生に寄与するため、珍楽器についてわかりやす
く解説する冊子を作成し配布する。

[[6699]] 公益社団法人 日本観光振興協会

団体計

文化・観光

[[6666]] 公益財団法人 菊葉文化協会

そ

の

他

団体計
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

環境に優しい公営交通ＰＲポスター 17,800枚 3,800
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。

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

34,600
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
留所にモデル上屋及びソーラー照明付き標識等を整備す
る。

38,400

[[7755]] 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 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。

[[7766]] 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 7,200
都市圏生活者に向けて、「地方暮らし」に関する情報を収録し
た季刊誌を発行し、イベントや関係団体等を通じて広く一般
国民に配布する。

[[7777]] 日本行政書士会連合会 行政書士制度PR ポスター 86,400枚 3,000
行政書士の役割を周知するためのポスターを作成し、関係機
関に配布、掲出する。

[[7788]] 一般財団法人 地域活性化センター 情報誌「地域づくり」 391,648部 39,000
全国各地の地域づくりへの取り組み、国や自治体の施策、専
門家の分析や解説等を紹介した情報誌を作成し配布する。

[[7799]] 一般財団法人 地域総合整備財団 情報誌「ふるさと Vitalization」 40,000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。

資産評価情報 95,400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、関係団体を通じて配布する。

固定資産税のしおり（令和３年度版） 591,000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、関係団体を通じて配布する。

「固定資産税関係資料集」四種 17,220部 5,700
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、関係団体を通じて配布する。

21,700

一般社団法人 公営交通事業協会

団体計

[[7744]]

地域振興等

[[8800]] 一般財団法人 資産評価システム研究センター

団体計

そ

の

他
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

地域振興等 [[8811]] 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 20,000

阿寒摩周国立公園の美しい空を普及啓発し、持続可能な環
境の保全、観光の利用の意識を醸成するため、「国立公園摩
周」星空観察映像展示施設を整備する。

[[8822]] 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 9,000
地球温暖化問題に社会的警鐘を鳴らしCO2 排出量の少な
い社会の実現に寄与するため、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。

ユニバーサルデザイン施設 51基 15,000
良好な都市づくりに寄与するため、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。

花・みどり提供事業
被災地向けプランター

320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。

都市緑化普及啓発に係る
広報ポスター（秋・春）

24,000枚 6,000
地域住民や関係諸団体の積極的な参加による都市緑化の推
進を広く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。

32,000

[[8844]] 一般財団法人 日本緑化センター 宝くじ松 1,700本 2,400
松林の復元を図り、生活環境や美しい景観を取り戻すため、
松苗を贈る。

[[8855]] 公益財団法人 日本さくらの会 宝くじ桜 19,000本 65,000
さくらの新名所づくりとさくらの育成事業を通じ環境保全と地
域おこしを図るため、さくらの若木を贈る。

[[8866]] 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 7,000
下水道の役割や重要性を解説した啓発冊子を作成し、関係
団体やイベントを通じて小学生及び一般国民に配布する。

[[8877]] 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 3,000
国際協力イベントや環境保全体験活動に活用する車両を中
部日本研修センターに配備する。

[[8888]] 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 2,300
戦没者に対する感謝と崇敬の念の昂揚のための広報誌を作
成し、参拝者などに配布する。

環境保全

その他

[[8833]] 公益財団法人 都市緑化機構

団体計

そ

の

他
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事業内容 数 量 交付決 定額
( 単 位 ： 千 円 )

摘 要項 目 助　成　先

「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 5,000
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。

ライフプラン情報誌「ALPS」 36,000部 15,000
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。

20,000

冊子「成人手帳」（2020年版） 1,230,000部 23,000
健康・体力づくりについての知識を普及させ、成人各層の健
康に関する意識の啓発を行うことを目的として、冊子を作成し
配布する。

リーフレット「健康寿命の延伸に向けて」 750,000部 13,000
健康寿命の延伸に向け、生活習慣病を防ぐことによる健康の
維持増進に関するリーフレットを作成し配布する。

36,000

[[9911]] 一般財団法人 日本健診財団 胃・胸部Ⅹ線検診車 1台 75,000
各種健康診断及び作業環境測定等を実施し、医療及び公衆
衛生の向上に寄与するため、胃・胸部Ⅹ線検診車を長野県
辰野町に整備する。

501,610

2,490,560

[[8899]] 一般財団法人 地域社会ライフプラン協会

団体計

[[9900]] 公益財団法人

(備考）  １　助成先及び事業内容の「※」は、新規団体及び新規事業である。
　　　　　 ２　交付決定額は、消費税を含まない額である。

合　　　計

そ

の

他

その他

小　　　計

健康・体力づくり事業財団

団体計
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