
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 2015/1/21 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 2015/1/21 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(新人選手説明会) 2,470,260 2015/3/31 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) 1,675,213 2015/3/31 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 2,811,000 2014/11/25 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 2,468,000 2015/1/29 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 3,000,000 2015/1/29 公社 国所管

公益社団法人日本一輪車協会 スポーツ振興くじ助成金 4,464,000 2014/12/25 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 1,358,000 2015/3/26 公社 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



公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟 スポーツ振興くじ助成金 4,545,000 2015/2/26 公社 国所管

公益社団法人日本ホッケー協会 スポーツ振興くじ助成金 6,552,000 2015/2/26 公社 国所管

公益社団法人日本パワーリフティング協会 スポーツ振興基金助成金 600,000 2014/10/30 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 500,000 2014/12/25 公社 国所管

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 スポーツ振興くじ助成金 4,138,000 2015/3/26 公社 国所管

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会 スポーツ振興基金助成金 5,332,000 2015/1/29 公社 国所管

公益社団法人日本スカッシュ協会 スポーツ振興くじ助成金 34,000 2015/3/26 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 12,800,000 2015/3/26 公社 国所管

公益社団法人日本カーリング協会 競技強化支援事業助成金 184,000 2015/3/26 公社 国所管

公益社団法人日本オリエンテーリング協会 スポーツ振興くじ助成金 1,589,000 2015/1/29 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 スポーツ振興基金助成金 2,000,000 2014/11/25 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 1,330,000 2014/11/25 公社 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 544,000 2014/11/25 公社 国所管



公益社団法人マナーキッズプロジェクト スポーツ振興くじ助成金 1,867,000 2015/3/26 公社 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 9,069,000 2015/1/29 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 7,567,000 2015/2/26 公財 国所管

公益財団法人日本体育協会 スポーツ振興くじ助成金 280,373,000 2014/12/25 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 7,273,000 2014/10/30 公財 国所管

公益財団法人日本水泳連盟 スポーツ振興基金助成金 14,935,000 2015/1/29 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 9,900,000 2014/12/25 公財 国所管

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 37,693,000 2014/11/25 公財 国所管

公益財団法人日本自転車競技連盟 スポーツ振興基金助成金 3,556,000 2014/11/25 公財 国所管

公益財団法人日本自転車競技連盟 競技強化支援事業助成金 3,000,000 2014/11/25 公財 国所管

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 31,290,000 2014/11/25 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 3,623,000 2015/1/29 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 スポーツ振興くじ助成金 681,000 2015/2/26 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 スポーツ振興基金助成金 1,160,000 2015/2/26 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 8,000,000 2015/2/26 公財 国所管

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 6,250,000 2015/3/26 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 888,000 2015/1/29 公財 国所管

公益財団法人日本ゲートボール連合 スポーツ振興基金助成金 2,000,000 2015/1/29 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 53,388,000 2014/12/25 公財 国所管

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 234,708,000 2015/1/29 公財 国所管

公益財団法人全日本空手道連盟 スポーツ振興基金助成金 8,000,000 2015/3/26 公財 国所管

公益財団法人全日本なぎなた連盟 スポーツ振興基金助成金 1,153,000 2015/3/26 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 1,070,000 2015/3/26 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 スポーツ振興くじ助成金 136,000,000

2014/10/30,
11/25,12/25,

2015/1/29,2/26,
3/26

公財 国所管

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 スポーツ振興くじ助成金 12,000,000
2014/10/30,
2015/3/26

公財 国所管

公益財団法人あしたの日本を創る協会
新国立競技場の建設に伴う一般財団法
人日本青年館借家人の立ち退きに係る
損失補償金

3,398,000 2015/2/13 公財 国所管

※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。


