
法人名：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

継続支出の
有無

公益社団法人日本馬術連盟 スポーツ振興基金助成金 12,400,000           2012/4/13 公社 国所管

スポーツの振興のため、スポーツ団体
が行う事業や優秀なスポーツの選手、
指導者の活動等に対して必要な支援を
行うための助成であり、法令、交付要綱
等に基づき適切に助成を行っているとこ
ろである。

有

公益社団法人日本ボート協会 スポーツ振興くじ助成金 11,602,000           2012/4/13 公社 国所管 同上 有

公益社団法人日本ボート協会 スポーツ振興基金助成金 10,916,000           2012/4/13 公社 国所管 同上 有

公益社団法人日本プロサッカーリーグ スポーツ振興くじ助成金 53,293,000           2012/4/13 公社 国所管 同上 有

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 460,000,000         2012/5/15、9/28 公社 国所管

日本プロサッカーリーグは、スポーツ振
興投票の実施等に関する法律第23条に
基づき、「スポーツ振興投票対象試合開
催機構」に指定されており、投票の対象
となる試合を公正かつ円滑に行うため
に今後も必要な経費である。

有

公益社団法人日本トライアスロン連合 スポーツ振興くじ助成金 39,656,000           2012/4/13 公社 国所管

スポーツの振興のため、スポーツ団体
が行う事業や優秀なスポーツの選手、
指導者の活動等に対して必要な支援を
行うための助成であり、法令、交付要綱
等に基づき適切に助成を行っているとこ
ろである。

有

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 16,000,000           2012/4/13 公社 国所管 同上 有

公益社団法人日本カヌー連盟 スポーツ振興基金助成金 14,050,000           2012/4/13 公社 国所管 同上 有

公益社団法人日本カヌー連盟 競技強化支援事業助成金 14,142,000           2012/4/13 公社 国所管 同上 有

公益社団法人全日本アーチェリー連盟 スポーツ振興くじ助成金 15,643,000           2012/4/13 公社 国所管 同上 有

公益財団法人日本陸上競技連盟 スポーツ振興くじ助成金 75,932,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本陸上競技連盟 競技強化支援事業助成金 10,545,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本卓球協会 スポーツ振興くじ助成金 22,340,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本卓球協会 スポーツ振興基金助成金 10,860,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本卓球協会 競技強化支援事業助成金 15,123,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本体操協会 スポーツ振興くじ助成金 13,546,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本体操協会 スポーツ振興基金助成金 17,905,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有
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公益財団法人日本体操協会 競技強化支援事業助成金 12,339,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本体育協会 スポーツ振興くじ助成金 2,716,950,000       2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本体育協会 スポーツ振興基金助成金 33,363,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本水泳連盟 スポーツ振興くじ助成金 22,686,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本水泳連盟 スポーツ振興基金助成金 24,422,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本水泳連盟 競技強化支援事業助成金 30,029,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本障害者スポーツ協会 スポーツ振興くじ助成金 31,706,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本障害者スポーツ協会 スポーツ振興基金助成金 42,380,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本自転車競技連盟 スポーツ振興くじ助成金 40,210,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本レスリング協会 スポーツ振興くじ助成金 36,898,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本レスリング協会 競技強化支援事業助成金 18,294,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本レクリエーション協会 スポーツ振興くじ助成金 44,105,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 スポーツ振興くじ助成金 71,043,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 スポーツ振興基金助成金 11,283,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 競技強化支援事業助成金 16,906,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ハンドボール協会 スポーツ振興くじ助成金 46,844,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ハンドボール協会 スポーツ振興基金助成金 18,350,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本バレーボール協会 スポーツ振興くじ助成金 26,114,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

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 13,350,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本バドミントン協会 スポーツ振興基金助成金 12,000,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本バスケットボール協会 スポーツ振興くじ助成金 79,734,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本バスケットボール協会 スポーツ振興基金助成金 22,350,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本テニス協会 スポーツ振興くじ助成金 26,001,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本テニス協会 スポーツ振興基金助成金 10,805,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ソフトボール協会 スポーツ振興基金助成金 12,548,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ソフトテニス連盟 スポーツ振興くじ助成金 56,514,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本ソフトテニス連盟 スポーツ振興基金助成金 12,063,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本セーリング連盟 スポーツ振興くじ助成金 27,154,000           2012/5/10 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本セーリング連盟 スポーツ振興基金助成金 14,315,000           2012/5/10 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本スケート連盟 スポーツ振興くじ助成金 79,456,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有



公益財団法人日本スケート連盟 スポーツ振興基金助成金 23,218,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本スケート連盟 競技強化支援事業助成金 35,706,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本サッカー協会 スポーツ振興くじ助成金 413,444,000         2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本サッカー協会 スポーツ振興基金助成金 23,148,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本サッカー協会 競技強化支援事業助成金 13,566,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

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 11,485,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

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 495,057,000         2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 スポーツ振興くじ助成金 74,988,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本アイスホッケー連盟 スポーツ振興くじ助成金 94,215,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本アイスホッケー連盟 スポーツ振興基金助成金 13,118,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人日本アイスホッケー連盟 競技強化支援事業助成金 15,899,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人全日本柔道連盟 スポーツ振興くじ助成金 70,551,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人全日本柔道連盟 スポーツ振興基金助成金 23,701,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人全日本柔道連盟 競技強化支援事業助成金 45,793,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

公益財団法人健康・体力づくり事業財団 スポーツ振興くじ助成金 10,368,000           2012/4/13 公財 国所管 同上 有

特例社団法人日本フェンシング協会 スポーツ振興くじ助成金 31,382,000           2012/4/13 特社 国所管 同上 有

特例社団法人日本フェンシング協会 スポーツ振興基金助成金 11,467,000           2012/4/13 特社 国所管 同上 有

特例財団法人全日本スキー連盟 競技強化支援事業助成金 41,611,000           2012/4/13 特財 国所管 同上 有

【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。


