
公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
法人番号4010405009937

スポーツ振興くじ助成金 6,000,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団
法人番号9080405005727

スポーツ振興くじ助成金 3,479,000 2016/5/26 公財 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
法人番号9010405010725

スポーツ振興くじ助成金 218,000,000
2016/5/26,6/28,
7/28,8/30,9/29

公財 国所管

公益財団法人健康・体力づくり事業財団
法人番号5010405010431

スポーツ振興くじ助成金 10,347,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人合気道養神会
法人番号1011105004776

スポーツ振興くじ助成金 780,000 2016/4/16 公財 国所管

公益財団法人笹川スポーツ財団
法人番号2010405009435

スポーツ振興くじ助成金 5,937,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人全日本スキー連盟
法人番号9011005000232

スポーツ振興くじ助成金 89,352,000 2016/5/26,8/30 公財 国所管

公益財団法人全日本ボウリング協会
法人番号4010405010614

スポーツ振興くじ助成金 16,901,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人全日本空手道連盟
法人番号3010605002528

スポーツ振興くじ助成金 2,563,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人全日本柔道連盟
法人番号3010005018471

スポーツ振興くじ助成金 113,504,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人全日本軟式野球連盟
法人番号6011005003650

スポーツ振興くじ助成金 3,005,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会
法人番号7011105006239

スポーツ振興くじ助成金 570,386,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
法人番号8011505001508

スポーツ振興くじ助成金 71,493,000 2016/5/26,8/30 公財 国所管

公益財団法人日本オリンピック委員会
法人番号6011005003378

スポーツ振興くじ助成金 347,955,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本ゲートボール連合
法人番号8010405010494

スポーツ振興くじ助成金 10,985,000 2016/4/26 公財 国所管

公益財団法人日本ゴルフ協会
法人番号2010005018596

スポーツ振興くじ助成金 18,687,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本サッカー協会
法人番号8010005018665

スポーツ振興くじ助成金 228,605,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本スケート連盟
法人番号5011005000302

スポーツ振興くじ助成金 133,715,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本スポーツクラブ協会
法人番号4011105004699

スポーツ振興くじ助成金 672,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
法人番号4011005002761

スポーツ振興くじ助成金 10,753,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人日本セーリング連盟
法人番号4011005003776

スポーツ振興くじ助成金 36,136,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人日本ソフトテニス連盟
法人番号3011005003777

スポーツ振興くじ助成金 53,372,000 2016/5/26,8/30 公財 国所管

公益財団法人日本ソフトボール協会
法人番号2011005003761

スポーツ振興くじ助成金 10,416,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本テニス協会
法人番号5011005003791

スポーツ振興くじ助成金 25,059,000 2016/5/26,7/28 公財 国所管

公益財団法人日本バスケットボール協会
法人番号3011005003785

スポーツ振興くじ助成金 57,420,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本バドミントン協会
法人番号8011005003368

スポーツ振興くじ助成金 8,570,000 2016/5/26 公財 国所管

公益法人の場合

交付又は支出先法人名称及び法人番号

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



公益財団法人日本バレーボール協会
法人番号8011005003310

スポーツ振興くじ助成金 47,442,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本ハンドボール協会
法人番号2011005000321

スポーツ振興くじ助成金 40,178,000 2016/5/26,7/28 公財 国所管

公益財団法人日本ボールルームダンス連盟
法人番号6010005004205

スポーツ振興くじ助成金 3,607,000 2016/5/26 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
法人番号2010405003181

スポーツ振興くじ助成金 79,057,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人日本レクリエーション協会
法人番号1010005016683

スポーツ振興くじ助成金 29,133,000 2016/5/26,8/30 公財 国所管

公益財団法人日本レスリング協会
法人番号8011005000332

スポーツ振興くじ助成金 28,236,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本健康スポーツ連盟
法人番号7010005003627

スポーツ振興くじ助成金 3,968,000 2016/5/26,7/28 公財 国所管

公益財団法人日本自転車競技連盟
法人番号3011005000304

スポーツ振興くじ助成金 56,991,000 2016/5/26,9/29 公財 国所管

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
法人番号7010005017932

スポーツ振興くじ助成金 74,770,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人日本水泳連盟
法人番号8011005003731

スポーツ振興くじ助成金 116,426,000 2016/5/26,8/30 公財 国所管

公益財団法人日本相撲連盟
法人番号5011105002140

スポーツ振興くじ助成金 12,498,000 2016/4/26 公財 国所管

公益財団法人日本体育協会
法人番号6011005003361

スポーツ振興くじ助成金 619,687,000
2016/5/9,5/26,
6/9,6/28,9/29

公財 国所管

公益財団法人日本体操協会
法人番号7011005000309

スポーツ振興くじ助成金 40,316,000 2016/5/26,6/28 公財 国所管

公益財団法人日本卓球協会
法人番号8011005003756

スポーツ振興くじ助成金 41,191,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本野球連盟
法人番号3010005004216

スポーツ振興くじ助成金 9,347,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本陸上競技連盟
法人番号5011005003503

スポーツ振興くじ助成金 120,983,000 2016/5/26 公財 国所管

公益社団法人マナーキッズプロジェクト
法人番号5011305002007

スポーツ振興くじ助成金 693,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人少年軟式野球国際交流協会
法人番号7010605000040

スポーツ振興くじ助成金 900,000 2016/6/28 公社 国所管

公益社団法人全国大学体育連合
法人番号4011105005210

スポーツ振興くじ助成金 2,805,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人全国野球振興会
法人番号8010605002515

スポーツ振興くじ助成金 4,185,000 2016/6/28 公社 国所管

公益社団法人全日本アーチェリー連盟
法人番号1011005003226

スポーツ振興くじ助成金 5,725,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人全日本フルコンタクト空手道連盟
法人番号7011105005827

スポーツ振興くじ助成金 1,413,000 2016/9/29 公社 国所管

公益社団法人東京都山岳連盟
法人番号2010005011114

スポーツ振興くじ助成金 1,729,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本アメリカンフットボール協会
法人番号9010705001424

スポーツ振興くじ助成金 3,266,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本ウエイトリフティング協会
法人番号3011005003760

スポーツ振興くじ助成金 15,786,000 2016/4/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本エアロビック連盟
法人番号5010705000875

スポーツ振興くじ助成金 2,970,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人日本オリエンテーリング協会
法人番号5011005001614

スポーツ振興くじ助成金 6,018,000 2016/5/26,8/30 公社 国所管

公益社団法人日本カーリング協会
法人番号8011005003616

スポーツ振興くじ助成金 457,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本カヌー連盟
法人番号9011005003037

スポーツ振興くじ助成金 12,874,000 2016/5/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会
法人番号3011005003224

スポーツ振興くじ助成金 16,000,000 2016/4/26 公社 国所管



公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会
法人番号9011105001642

スポーツ振興くじ助成金 3,487,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会
法人番号7020005009607

スポーツ振興くじ助成金 14,474,000 2016/5/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本ダーツ協会
法人番号7011805002099

スポーツ振興くじ助成金 2,189,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
法人番号3010605002379

スポーツ振興くじ助成金 10,862,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本ダンス議会
法人番号8010005010291

スポーツ振興くじ助成金 970,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本テニス事業協会
法人番号1011105005345

スポーツ振興くじ助成金 4,061,000 2016/4/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本トライアスロン連合
法人番号6011005003774

スポーツ振興くじ助成金 104,187,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
法人番号5010005015244

スポーツ振興くじ助成金 3,030,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本パワーリフティング協会
法人番号3010005006815

スポーツ振興くじ助成金 5,731,000 2016/5/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本ハング・パラグライディング連盟
法人番号4011505001577

スポーツ振興くじ助成金 3,512,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人日本ビリヤード協会
法人番号3011205000062

スポーツ振興くじ助成金 1,066,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本フェンシング協会
法人番号4011005000146

スポーツ振興くじ助成金 57,057,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益社団法人日本プロサッカーリーグ
法人番号8010005018599

スポーツ振興くじ助成金 58,598,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本ボート協会
法人番号2011005000148

スポーツ振興くじ助成金 68,040,000 2016/5/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本ホッケー協会
法人番号7011005000143

スポーツ振興くじ助成金 7,799,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟
法人番号4010505001199

スポーツ振興くじ助成金 22,263,000 2016/5/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連
盟
法人番号4100005010716

スポーツ振興くじ助成金 1,798,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本ライフル射撃協会
法人番号3011005000155

スポーツ振興くじ助成金 5,086,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本一輪車協会
法人番号2010605002322

スポーツ振興くじ助成金 4,940,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人日本学生陸上競技連合
法人番号1011005003738

スポーツ振興くじ助成金 2,403,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人日本近代五種協会
法人番号8011005003764

スポーツ振興くじ助成金 4,614,000 2016/4/26,8/30 公社 国所管

公益社団法人日本綱引連盟
法人番号9011005000133

スポーツ振興くじ助成金 1,442,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益社団法人日本山岳協会
法人番号5011005000120

スポーツ振興くじ助成金 2,283,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本馬術連盟
法人番号9010005018664

スポーツ振興くじ助成金 57,694,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益財団法人日本ソフトボール協会
法人番号2011005003761

競技強化支援事業助成金 10,000,000 2016/5/26 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
法人番号2010405003181

競技強化支援事業助成金 15,000,000 2016/5/26,6/28 公財 国所管

公益財団法人全日本ボウリング協会
法人番号4010405010614

スポーツ振興基金助成金 5,318,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人全日本弓道連盟
法人番号4011005003586

スポーツ振興基金助成金 4,892,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人全日本空手道連盟
法人番号3010605002528

スポーツ振興基金助成金 6,000,000 2016/4/26 公財 国所管

公益財団法人全日本柔道連盟
法人番号3010005018471

スポーツ振興基金助成金 15,884,000 2016/4/26,6/9 公財 国所管



公益財団法人日本ゴルフ協会
法人番号2010005018596

スポーツ振興基金助成金 8,754,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本サッカー協会
法人番号8010005018665

スポーツ振興基金助成金 7,972,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本セーリング連盟
法人番号4011005003776

スポーツ振興基金助成金 16,466,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人日本ソフトテニス連盟
法人番号3011005003777

スポーツ振興基金助成金 5,593,000 2016/5/26,8/30 公財 国所管

公益財団法人日本テニス協会
法人番号5011005003791

スポーツ振興基金助成金 11,362,000 2016/5/26,7/28 公財 国所管

公益財団法人日本バスケットボール協会
法人番号3011005003785

スポーツ振興基金助成金 3,022,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本ハンドボール協会
法人番号2011005000321

スポーツ振興基金助成金 10,000,000 2016/4/26 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
法人番号5011005003040

スポーツ振興基金助成金 1,077,000 2016/4/26 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
法人番号2010405003181

スポーツ振興基金助成金 1,500,000 2016/6/9 公財 国所管

公益財団法人日本自転車競技連盟
法人番号3011005000304

スポーツ振興基金助成金 1,578,000 2016/5/26 公財 国所管

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
法人番号7010005017932

スポーツ振興基金助成金 16,925,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人日本相撲連盟
法人番号5011105002140

スポーツ振興基金助成金 5,274,000 2016/4/26,8/30 公財 国所管

公益財団法人日本体育協会
法人番号6011005003361

スポーツ振興基金助成金 42,459,000 2016/5/26,6/9 公財 国所管

公益財団法人日本体操協会
法人番号7011005000309

スポーツ振興基金助成金 12,972,000 2016/4/26,6/28 公財 国所管

公益財団法人日本陸上競技連盟
法人番号5011005003503

スポーツ振興基金助成金 8,305,000 2016/5/26 公財 国所管

公益社団法人全日本アーチェリー連盟
法人番号1011005003226

スポーツ振興基金助成金 5,574,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人全日本銃剣道連盟
法人番号4010005018883

スポーツ振興基金助成金 6,656,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人日本アメリカンフットボール協会
法人番号9010705001424

スポーツ振興基金助成金 4,000,000 2016/4/26 公社 国所管

公益社団法人日本ウエイトリフティング協会
法人番号3011005003760

スポーツ振興基金助成金 4,000,000 2016/6/9 公社 国所管

公益社団法人日本オリエンテーリング協会
法人番号5011005001614

スポーツ振興基金助成金 7,172,000 2016/5/26,8/30 公社 国所管

公益社団法人日本カヌー連盟
法人番号9011005003037

スポーツ振興基金助成金 10,460,000 2016/6/9 公社 国所管

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会
法人番号7020005009607

スポーツ振興基金助成金 10,000,000 2016/6/9 公社 国所管

公益社団法人日本ダーツ協会
法人番号7011805002099

スポーツ振興基金助成金 3,282,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
法人番号3010605002379

スポーツ振興基金助成金 11,000,000 2016/8/30 公社 国所管

公益社団法人日本チアリーディング協会
法人番号4010405010374

スポーツ振興基金助成金 10,898,000 2016/4/26,6/9 公社 国所管

公益社団法人日本トライアスロン連合
法人番号6011005003774

スポーツ振興基金助成金 17,506,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益社団法人日本フェンシング協会
法人番号4011005000146

スポーツ振興基金助成金 10,772,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟
法人番号6010005015895

スポーツ振興基金助成金 1,000,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連
盟
法人番号4100005010716

スポーツ振興基金助成金 1,744,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本近代五種協会
法人番号8011005003764

スポーツ振興基金助成金 3,779,000 2016/5/26,8/30 公社 国所管



公益社団法人日本綱引連盟
法人番号9011005000133

スポーツ振興基金助成金 3,606,000 2016/5/26,6/28 公社 国所管

公益社団法人日本山岳協会
法人番号5011005000120

スポーツ振興基金助成金 1,553,000 2016/5/26 公社 国所管

公益社団法人日本馬術連盟
法人番号9010005018664

スポーツ振興基金助成金 5,058,000 2016/5/26 公社 国所管

公益財団法人日本オリンピック委員会
法人番号6011005003378

競技力向上事業助成金 2,277,712,000
2016/5/2,7/28,

8/18
公財 国所管

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
法人番号7010005017932

競技力向上事業助成金 806,485,000 2016/5/23,7/28 公財 国所管

公益社団法人日本プロサッカーリーグ
法人番号8010005018599

対象試合安定開催の為の支
援経費

520,000,000 2016/7/12,9/30 公社 国所管

公益社団法人日本山岳協会
法人番号5011005000120

平成28年度共催事業分担金 2,900,000 2016/7/29 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。


