
法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター

公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

公益財団法人交通事故総合分析センター 学校災害防止調査研究に係る調査費用 269,850 2013/12/9 公財 国所管

公益財団法人大阪YMCA 説明会会場賃借料 216,300 2013/10/23 公財 国所管

公益財団法人大阪YMCA 研修会会場賃借料 205,800 2014/2/5 公財 国所管

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 ポテンシャルアスリート事業再委託 12,001,806 2014/3/31 公財 国所管

公益財団法人日本レスリング協会 ポテンシャルアスリート事業再委託 37,185,526 2013/12/12 公財 国所管

公益社団法人日本プロサッカーリーグ toto説明会共催経費（新人選手説明会） 2,143,665 2014/3/1 公社 国所管

公益社団法人日本プロサッカーリーグ toto説明会共催経費（審判員説明会） 1,423,890 2014/3/1 公社 国所管

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 対象試合安定開催に必要な経費 5,200,000 2014/3/1 公社 国所管

公益社団法人日本ライフル射撃協会 ポテンシャルアスリート事業再委託 39,707,908 2013/12/12 公社 国所管

公益社団法人日本山岳ガイド協会 安全登山啓発配布物の印刷費 1,000,000 2014/1/15 公社 国所管

公益社団法人日本山岳ガイド協会 安全登山啓発配布物の送料等 400,000 2014/1/15 公社 国所管

公益社団法人日本フェンシング協会 ポテンシャルアスリート事業再委託 10,513,175 2014/3/31 公社 国所管

公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会 スポーツ振興くじ助成金 32,000,000 2014/2/27 公財 国所管

公益財団法人合気道養神会 スポーツ振興くじ助成金 1,132,000 2014/1/30 公財 国所管

公益財団法人全日本スキー連盟 スキー板の滑走テストに係る費用 594,006 2014/2/3 公財 国所管

公益法人の場合

交付又は支出先法人名称

公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく
独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開

名目・趣旨等
交付又は支出額
（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も
しくは最低限の金額

（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

様式４ 



公益財団法人全日本スキー連盟 競技強化支援事業助成金 34,500,000 2013/12/25 公財 国所管

公益財団法人全日本ボウリング協会 スポーツ振興基金助成金 3,229,000 2014/2/27 公財 国所管

公益財団法人全日本空手道連盟 スポーツ振興くじ助成金 875,000 2014/3/27 公財 国所管

公益財団法人日本オリンピック委員会 スポーツ振興くじ助成金 220,000,000 2013/10/29 公財 国所管

公益財団法人日本ゲートボール連合 スポーツ振興くじ助成金 10,816,000 2014/3/27 公財 国所管

公益財団法人日本ゲートボール連合 スポーツ振興基金助成金 2,350,000 2014/2/27 公財 国所管

公益財団法人日本ゴルフ協会 スポーツ振興くじ助成金 3,865,000 2014/3/27 公財 国所管

公益財団法人日本スポーツクラブ協会 スポーツ振興くじ助成金 1,631,000 2014/1/30 公財 国所管

公益財団法人日本バレーボール協会 スポーツ振興基金助成金 6,918,000 2014/3/27 公財 国所管

公益財団法人日本バレーボール協会 競技強化支援事業助成金 8,500,000 2014/2/27 公財 国所管

公益財団法人日本フラッグフットボール協会 スポーツ振興基金助成金 1,066,000 2014/3/27 公財 国所管

公益財団法人日本ボールルームダンス連盟 スポーツ振興くじ助成金 3,838,000 2014/2/27 公財 国所管

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 スポーツ振興くじ助成金 3,597,000 2013/12/25 公財 国所管

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 スポーツ振興基金助成金 732,000 2013/12/25 公財 国所管

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 スポーツ振興基金助成金 1,122,000 2014/1/30 公財 国所管

公益財団法人日本相撲連盟 スポーツ振興くじ助成金 6,500,000 2013/10/29 公財 国所管

公益財団法人日本卓球協会 ポテンシャルアスリート事業再委託 39,455,423 2014/3/31 公財 国所管

公益財団法人日本卓球協会 スポーツ振興基金助成金 2,308,000 2013/11/28 公財 国所管

公益財団法人日本卓球協会 競技強化支援事業助成金 12,146,000 2013/10/29 公財 国所管

公益社団法人少年軟式野球国際交流協会 スポーツ振興くじ助成金 3,158,000 2013/12/25 公社 国所管



公益社団法人全国大学体育連合 スポーツ振興くじ助成金 1,685,000 2013/11/28 公社 国所管

公益社団法人全日本アーチェリー連盟 競技強化支援事業助成金 14,350,000 2014/2/27 公社 国所管

公益社団法人日本オリエンテーリング協会 スポーツ振興基金助成金 1,450,000 2013/11/28 公社 国所管

公益社団法人日本カヌー連盟 競技強化支援事業助成金 2,631,000 2013/12/25 公社 国所管

公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会 スポーツ振興くじ助成金 3,865,000 2014/3/27 公社 国所管

公益社団法人日本グラススキー協会 スポーツ振興基金助成金 4,000,000 2014/1/30 公社 国所管

公益社団法人日本スカッシュ協会 スポーツ振興基金助成金 1,175,000 2014/2/27 公社 国所管

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会 スポーツ振興くじ助成金 2,572,000 2013/11/28 公社 国所管

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会 スポーツ振興基金助成金 5,733,000 2014/2/27 公社 国所管

公益社団法人日本チアリーディング協会 スポーツ振興基金助成金 8,500,000 2014/3/27 公社 国所管

公益社団法人日本ボート協会 戸田艇庫艇保管料 1,370,880 2014/3/31 公社 国所管

公益社団法人日本ボート協会 スポーツ振興基金助成金 4,500,000 2014/3/27 公社 国所管

公益社団法人日本ポニーベースボール協会 スポーツ振興くじ助成金 4,436,000 2013/11/28 公社 国所管

公益社団法人日本学生陸上競技連合 スポーツ振興基金助成金 3,400,000 2014/1/30 公社 国所管

公益社団法人日本近代五種協会 スポーツ振興くじ助成金 2,864,000 2013/11/28 公社 国所管

公益社団法人日本近代五種協会 スポーツ振興基金助成金 1,032,000 2014/3/27 公社 国所管

公益社団法人日本山岳協会 スポーツ振興くじ助成金 2,000,000 2014/1/30 公社 国所管

公益社団法人日本山岳協会 スポーツ振興基金助成金 1,500,000 2014/1/30 公社 国所管

公益社団法人日本武術太極拳連盟 スポーツ振興くじ助成金 3,053,000 2013/11/28 公社 国所管

公益社団法人日本武術太極拳連盟 スポーツ振興基金助成金 2,273,000 2014/3/27 公社 国所管

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


