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　ただ今ご紹介いただきました、総務省の地方
債課長の長谷川でございます。
　本日は「宝くじの現状と課題について」と題
しまして、宝くじの置かれた現状と課題に対し
て、現在どのような取組みをしているのかご説
明したいと思います。
　まず、資料 1をご覧下さい。宝くじは47都道
府県及び20政令市が発売団体となっており、そ
れぞれ議会の議決を受けまして、総務大臣に発
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「宝くじの現状と課題について」

売許可の申請をします。その際に、総務省では、
各団体が議会の議決を受けた金額の範囲内で宝
くじの発売を許可するという形になります。
　発売団体は、販売事務などを銀行に委託して
います。受託銀行は、発売団体が定めた発売計
画に従い、宝くじ券の作成や広報宣伝、売りさ
ばき、抽せん・当せん番号の発表等、当せん金
の支払いなどを実施します。
　総務省の広報誌2018年 6 月号に、宝くじの特
集を取り上げております。日本の宝くじの起源
ですが、江戸時代の富くじまで遡り、摂津国箕
面山の瀧安寺で始まった富くじが発祥と言われ
ています。
　その後、しばらく富くじの販売は一部の例外
を除き禁止されていましたが、終戦直前に国が
宝くじを発売するとともに、昭和23年に地方財
政法と当せん金付証票法が定められ、都道府県
が地方財政資金の調達を目的として、戦災復興
の財源調達のために、宝くじを独自に発売でき
ることとなりました。それ以降、宝くじの収益金
は、地方にとって貴重な自主財源になっています。
　資料 2は、発売額や発売のエリアにより、全
国自治宝くじと、ブロックくじに分かれていま

す。全国自治宝くじは、日本全国で賞金などの
条件が同一で発売される宝くじです。ジャンボ
宝くじのほかに、普通くじやスクラッチくじか
ら、最近では、数字選択式くじがあります。
　ブロックくじは、ブロック単位で発売される
宝くじで、普通くじとスクラッチくじがありま
す。このほか、昭和49年から始まったへき地医
療振興、自治医科大学の運営のための地域医療
等振興自治宝くじがあります。
　平成29年度の発売実績額は、ジャンボ宝くじ
と数字選択式くじがほぼ同額を占めていまして、
宝くじの 2大商品となっています。平成29年度
は数字選択式くじがジャンボ宝くじの発売額を
上回りました。
　資料 3は、宝くじの売上げが、地方団体、発
売団体の収益金としてどのように配分されてい
るかを示した円グラフです。平成29年度の宝く
じ売上額7,866億円の内、当せん金として当せん
者に支払われたのは、3,690億円、46.9％です。
次に、印刷経費や売りさばき経費が1,079億円、
13.7％、社会貢献広報費が102億円、1.3％となっ
ています。これらを除いた部分の2,995億円、
38.1％が収益金として発売団体に納付され、そ
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れぞれの団体の自主財源として、公共事業等の
財源に活用されています。
　資料 4は、宝くじの使途についてです。宝く
じの収益金の使途については、昭和23年の地方
財政法附則第32条の制定時には、公共事業の財
源に充てることのみ定められていました。収益

金が、公共事業の財源として活用されることに
より、戦後の復興期や高度経済成長期において、
住民生活に身近な社会資本整備が推進されてき
ました。一方で、経済社会の成熟化や住民ニー
ズの多様化に伴い、地方団体の取り組むべき課
題も拡大し、時代の要請に応じて、公益性のあ
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「宝くじの現状と課題について」

る事業に幅広く収益金を充てられるようにすべ
きという声が高まってきたことを受け、昭和60
年に地方財政法附則第32条の改正が行われ、公
共事業に加えて、その他公益の増進を目的とす
る事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要
があるものとして総務省令（当時は自治省令）
で定める事業にも充てることができるようになり
ました。そして昭和60年に「地方財政法第32条
に規定する事業を定める省令」、いわゆる宝くじ
省令が定められまして、資料 4の下が現在の省
令となっています。
　宝くじの使途については、公共事業のほか、
①国際交流、②博覧会等の運営、③高齢化・少
子化、④地域情報化、⑤芸術・文化振興、⑥災
害対策、⑦地域経済活性化、⑧社会貢献活動、
⑨環境保全活動、⑩調査研究や人材育成、⑪ラ
グビーワールドカップ、⑫東京オリンピック・
パラリンピック、といった12の事業が定められ
ています。
　資料 5は、各発売団体において、当せん金付
証票法あるいは、地方財政法附則第32条に基づ
いて、収益金を充てている主な事業を掲載して
います。

　資料 6は、サマージャンボ宝くじの収益金の
流れについて説明しています。ジャンボ宝くじ
の内、サマージャンボ宝くじは、その収益金を
一般市町村（政令市を除く）の振興に充てるた
めに、都道府県が発売主体となって、毎年夏、
7月から 8月にかけて発売をしています。
　サマージャンボ宝くじが創設された経緯を簡
単に申し上げますと、全国市長会、全国町村会
をはじめ、市町村関係団体から、かねてより政
令市以外の市町村にも宝くじの発売を認めるよ
う要望がありました。これを受け、昭和53年 6
月に地方自治振興特別宝くじを発売したのが始
まりです。そして、昭和54年に発売時期を夏に
移し、「市町村振興サマージャンボ宝くじ」と
して発売されるようになりました。現在では、
年末ジャンボ宝くじに次ぐ発売実績を誇る宝く
じの代表商品になっています。
　サマージャンボ宝くじの収益金は、各都道府
県に配分された後、全額が各都道府県の市町村
振興協会（地方協会）に交付されます。それぞ
れの地方協会においては、この収益金を財源と
して、市町村の振興に資する事業を実施いただ
いているところです。さらに地方協会から、そ
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の収益金の 1割が全国協会に納付され、全国的
な見地から市町村の振興のために実施される事
業に活用されるという仕組みになっています。
　資料 7は、ハロウィンジャンボ宝くじ（旧オー
タムジャンボ宝くじ）の収益金の流れについて
です。ハロウィンジャンボ宝くじは、新しい市

町村振興宝くじと呼ばれており、市町村のさら
なる振興のために、市町村に収益金を全額交付
することを目的として、都道府県が発売主体と
なって、毎年10月頃に発売されています。
　サマージャンボ宝くじに続き、宝くじの収益
金について市町村への還元分を増やすべきとい
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「宝くじの現状と課題について」

う要請があり、平成13年度からオータムジャン
ボ宝くじとして発売が開始され、平成29年度か
ら「ハロウィンジャンボ宝くじ」と名称が変更
されました。
　ハロウィンジャンボ宝くじの収益金については、
地方協会に全額交付をされ、客観的な指標に基
づき、各市町村に交付されます。その上で、交付
された市町村は、その収益金を地方財政法附則
第32条に規定する省令に定められたソフト事業を
中心に活用しています。
　サマージャンボ宝くじとハロウィンジャンボ
宝くじの収益金については、各市町村における
事業とともに、県レベルあるいは全国レベルの
市町村振興事業に活用されています。さらには、
大規模な災害時には、全国協会から災害対策支
援金などが交付されるなど、市町村や地方協会
の貴重な財源として活用されています。
　資料 8からは宝くじの厳しい状況について説
明いたします。まず、宝くじの売上額と収益金
額の推移については、宝くじは戦後の復興期に、
庶民の数少ない娯楽の 1つとして親しまれ、そ
の後、さまざまなジャンボ宝くじの創設や当せ
ん金額の引上げなどにより健全な発展を遂げ、

発売額も順調に伸びてきました。
　しかし、平成17年度の約1.1兆円をピークに、
ここ10年間は売上げが減少傾向にあります。特
に、平成29年度には7,866億円と、8,000億円を
割り込み、平成 8年度・平成 9年度あたりの水
準まで落ち込む事態となっています。発売団体の
収益金も売上げの減少に伴い、平成17年度の
4,398億円をピークに、平成29年度は2,996億円と
3,000億円を割り込む事態になっています。
　種類別に見ますと、ナンバーズ等の数字選択
式くじについては、売上額が4,000億円前後で、
堅調に推移しています。一方、ジャンボ宝くじ
の売上額が急激に減少してきており、平成29年
度は、数字選択式くじの売上額がジャンボ宝く
じを上回るような事態となっております。
　協会の皆様方におかれても危機感を持ってい
ただいているのと同様に、総務省としても危機
感を持っております。
　資料 9ではもう少し詳しく分析をしています。
宝くじのその時々の新商品の開発やそれに応じ
た発売実績の推移をグラフにまとめています。
宝くじも娯楽の 1つですので、売上げを増加さ
せるためには、商品としての魅力を向上させる
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ことが重要です。例えば、新しいくじの開発や
魅力ある賞金体系が求められ、あるいは購入さ
れる方の利便性の向上、インターネット販売の
導入といった取組みが求められています。
ここ20年間の宝くじの施策を振り返ると、数
字選択式くじについては、平成 6年のナンバー
ズの導入を皮切りにして、ロト 6、ロト 7、あ
るいはビンゴ 5の導入など、新しい商品を切れ
目なく投入しています。こうした新しい商品の
投入努力が底堅い売上額を支えているのではな
いかと考えられます。
　ジャンボ宝くじについては、最高当せん金額
の引き上げを中心に取り組んでおり、現在、年
末ジャンボ宝くじの 1等・前後賞は10億円まで
引き上げられました。引き上げを行った年は、
売上げが増加するのですが、一方で、その次の
年以降は減少するという傾向があります。
　宝くじに関するアンケート調査によると、こ
こ数年は購入しても当たらないという声が非常
に強く、また、同じく宝くじに関する世論調査
において購入経験者について分析したところ、
平成28年度は20代や30代の若年層の割合が全体
の約25％となっており、10年前の平成16年度は

36％、全体の約 3分の 1の方が若年層という時
代でしたが、現在は 4分の 1となっています。
　一方で、50歳代以上の高齢者層の割合が平成
28年度は全体の57％となっており、約10年前の
平成16年度は47％、全体の約半分という状況で
ありましたが、現在では約 6割となっています。
要するに今は、宝くじを購入される方の 6割が
50歳代以上となっています。逆に言えば、若い
方を取り込むことに課題があると言えるでしょう。
　この背景ですが、発売団体や私どもの分析と
しては、当然のことながら、娯楽の多様化など
の外形的な要因もあると思いますが、数字選択
式くじの売上げが堅調であるということを考え
ると、ジャンボ宝くじの商品性に工夫の余地が
あるのではないかと考えています。
　今、若い方はインターネットで買い物をする
という傾向がある中、宝くじが若年層のよく利
用するインターネット販売への対応が後手に
回っているといったことが要因としてあるのでは
ないかと分析しています。
　資料10は、ジャンボ宝くじに絞ってその傾向
を説明いたします。棒グラフの一番下からドリー
ムジャンボ宝くじ、サマージャンボ宝くじ、ハ
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ロウィンジャンボ宝くじ、年末ジャンボ宝くじ、
バレンタインジャンボ宝くじとなっています。
　平成29年度の売上額は、春のドリームジャン
ボ宝くじは445億円、秋のハロウィンジャンボ
宝くじが289億円、年末ジャンボ宝くじが1,489
億円、冬のバレンタインジャンボ宝くじが305
億円ということで、前年に比べると 2割から 1
割の減少となっています。
　ハロウィンジャンボ宝くじについては、発売
期間中の週末に台風が直撃し売上げが伸びな
かったなど個別の要因もありますが、大きな傾
向としては、宝くじの売り場に足を運ぶ人が少
なくなっていると感じています。
　一方で、サマージャンボ宝くじについては、
平成29年度から夏祭りをテーマとして、各地方
協会の多大なご協力のもと、全国各地の夏祭り
や花火大会と協賛をし、各市町村に販売促進や
ＰＲに努めていただきました。このような地道
な活動により、平成28年度は750億円、平成29
年度は728億円と22億円の減少に留まっています。
　他のジャンボ宝くじでもこのような取組みを
積み重ねていくことが、地道ではありますが、
販売の回復には欠かせないということを改めて

認識をしているところです。
　資料11では、このような宝くじの危機的な状
況を打開して、売上げの回復につなげるべく、
全国自治宝くじ事務協議会において議決された
抜本的な対策について説明をいたします。大き
な 2つの柱があり、まずは「販売チャネルの強
化」です。多様なルートで販売していこうとい
うことで、まずインターネット販売を今年の10
月から開始することとしています。
　さらに、販売チャネルの 1つの有力なものと
して、コンビニ販売の導入があります。コンビ
ニは全国で約 5万店舗あり、全国津々浦々、販
売網があるので、コンビニをうまく活用したい
と考えています。さらに、対面販売と共存共栄
し、全体として底上げを図るためには、対面販
売も同様に強化をしなければなりません。
　それから、もう 1つの柱が「商品の魅力向上」
です。先ほども説明いたしましたが、サマージャ
ンボ宝くじの夏祭り協賛や宝くじの名称変更な
ど、季節に合わせた広報宣伝を強化していると
ころです。数字選択式くじにつきましても、ロ
ト 6・ロト 7の最高金額の見直しをしています。
現在、数字選択式くじにおいて、クイックピッ
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クという販売方式を導入していますが、平成30
年度より、クイックピックでロト 6とロト 7等
の数字選択式くじをパッケージで販売するとい
うような、売り方の工夫もしています。
　また、新商品の導入については、平成29年度
にビンゴ 5を導入し、現在、インターネット専用
くじの発売に向けて取り組んでいるところです。
　さらには、今年の 1月に開催された全国自治
宝くじ事務協議会において、平成29年度の売上
げが大幅に落ち込むという危機的な事態を受け
まして、売上向上に向けた緊急的な追加施策が
議決されました。各発売団体において、受託銀
行との連携による地元有力企業への職域販売の
拡大、知事及び市長のトップセールスによる販
売、大規模イベントでの臨時販売の拡大などの
取組みを行うこととしています。なお、臨時販
売については、再委託承認基準を変更し、より
臨時販売が実施しやすいように、基準の見直し
をしたところです。
　総務省においても、売上げの一助になればと
いうことで、年末ジャンボ宝くじ以降、省内販
売を実施しています。野田聖子総務大臣も宝く
じファンで、毎回購入をしていただいています。

　資料12は、「インターネット販売の取組状況」
です。宝くじのインターネット販売については、
法的には既に手当をしておりまして、平成24年
の通常国会における当せん金付証票法の改正に
より、紙ベースの発行に加え、電磁的記録化に
よる宝くじの証票の発行が可能となっています。
その後、順次、数字選択式くじからインターネッ
ト販売の導入をしていますが、現在は決済手段
がインターネットバンキングによる口座引落の
みであり、メガバンクを中心に銀行口座を持っ
ていて、インターネットバンキングを利用して
いる方だけが活用できるという状況です。平成
28年度の売上額に占めるインターネット販売の
割合が3.6％と低いことから、宝くじの購入の利
便性の向上を図るとともに、若年層を中心とし
た新規購入者の獲得を目指して、今年の10月か
ら「宝くじ公式サイト」において、インターネッ
ト販売を開始することとしています。
　インターネット販売の対象については、スク
ラッチくじ以外のすべての宝くじを対象として
います。決済手段は、クレジットカード決済と
し、購入しやすいような取組みをしてまいりた
いと考えています。
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　また、宝くじ公式サイトにおいて、会員制度
を導入し、会員の方に商品情報の提供を行うな
ど、宝くじの購入者層の裾野を広げてまいりた
いと考えているところです。宝くじ売り場は都
市部に集中していますので、インターネット販
売であれば売り場の少ない地域の方々も購入す
ることができるため、各地における売上げの向
上も期待できると考えております。このような
取組みにより、宝くじの購入者層の拡大を図り
たいと考えているところです。
　宝くじの販売は、売り場による対面販売を中
心に行っておりその強みがあるわけですが、一
方で、対面販売だけではカバーできない購入者
層もいます。販売時間の問題やそもそも地域に
売り場がないという問題があります。このよう
な課題を克服するために、対面販売とインター
ネット販売のいわば両輪によって、売上向上を
目指してまいりたいと考えております。
　ジャンボ宝くじについては、 5つのジャンボ
宝くじの内、「オータムジャンボ」については「ハ
ロウィンジャンボ宝くじ」、「グリーンジャンボ
宝くじ」については「バレンタインジャンボ宝
くじ」というふうに、季節の代表的な行事、イ

ベントに合う名称に見直すとともに、それぞれ
の季節に合ったイベントと協賛するような工夫
をしています。
　賞金体系につきましては、これまでは最高当
せん金額を引き上げるという方向性でしたが、
最高当せん金額を狙うという方もいれば、比較
的賞金規模が小さくても当たる確率を重視した
いという方もいるので、併売方式で販売をして
いくこととしています。今年のサマージャンボ
宝くじについては、 2併売で 1等・前後賞合わ
せて 7億円のくじに加え、 1等・前後賞合わせ
て7,000万円となっています。
　さらに売り方を工夫し、新たに「 3連バラ」、
「福連100」、「福バラ100」という方法で購入で
きるようになりました。このような工夫により
新しく宝くじに興味を持って、買ってみようか
な、あるいは社会貢献に役立てようかな、とい
う人が増えていただければと願っています。
　年末ジャンボ宝くじについては、 1等・前後
賞10億円ということで、大型くじとしてのス
テータスを確保する一方、例えばバレンタイン
ジャンボ宝くじについては、平成29年度に最高
当せん金額を 5億円から 3億円に引き下げ、中
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間当せん金の当たり本数を増やしています。 5
つのジャンボ宝くじの中で、それぞれ年末ジャ
ンボ宝くじは大型くじとして維持し、他のジャ
ンボ宝くじについては季節感を出したり、ある
いは当せんの確率を増やしたりするなど、差別
化を図るような取組みもしています。
　ただ、そうは言いましても、先ほど説明した
とおり、平成29年度の売上げは極めて厳しい結
果になっています。これからもジャンボ宝くじ
の刷新、見直しに取り組んでまいりたいと考え
ています。
　資料13をご覧ください。宝くじを購入してい
ただく動機の 1つとして、社会貢献への関心が
あります。そのような中、宝くじの収益金が、
具体的にどのように社会に役立っているのかが
分かりにくいという指摘もあります。宝くじの
収益金が社会貢献につながっていることを、よ
り具体的な分かりやすい形で示すことにより、
宝くじを買う方にとっても納得感が得られ、そ
のことによって、宝くじをより身近なものにし、
ひいては売上げの向上に繋がっていくというこ
とも大事な視点ではないかと感じています。
　ご案内のとおり、使い道を特定した宝くじは、

これまでも震災復興宝くじやオリンピック協賛
くじ、万博記念くじなどを発行してきたところ
ですが、今年新たな取組みとして、 4月から 5
月にかけて、こどもの日を含む期間に、「子育て
支援くじ」の発売をいたしました。収益金は、
子育て支援に充てられ、身近な子育てで社会生
活に宝くじが役立っていることを、あらためて
周知することを目的に発売しました。
　資料14は、東京オリンピック・パラリンピッ
クの協賛くじの概要でありまして、「子育て支援
くじ」と同様に、公共施設のユニバーサルデザ
イン化を進めるきっかけにしようと考えていま
す。特にパラリンピックを念頭に、公共施設や
体育館などのバリアフリー化等を進める機運が
広がるよう、公共施設のユニバーサルデザイン
化等の財源に充てるための宝くじとして 8月22
日から 9月11日、東京オリンピック・パラリン
ピックの約 2年前となるこの時期に合わせて発
売する予定としています。オリンピック・パラ
リンピックという国家的なイベントに役立って
いるということをあらためて周知すると同時に、
時代の要請に応じて、使い道を明確にした、分
かりやすい宝くじを発売する取組みもさらに重
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要になっていくと考えています。
　資料15においては、 7月 9日から発売開始と
なるサマージャンボ宝くじの販売促進、売上向
上に向けて、各市町村にお願いしている取組み
について紹介いたします。
　各市町村に対して、全国市長会及び全国町村

会の総会や、あるいは役員会等を通じて、サマー
ジャンボ宝くじが市町村の貴重な自主財源に
なっていることを踏まえ、売上向上策に取り組
んでいただくようお願いをしています。
　具体的には、販売促進イベントの実施として、
平成29年度においてはそれぞれの団体でＰＲ活

資料14
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動や臨時販売所を設置して、購入者の取り込み
を図っていただきました。また、観光大使・ゆ
るキャラを活用したＰＲ活動や特設会場の設置
など、既に各市町村において取り組んでいただ
いている取組みのほか、大規模な夏祭りや花火
大会の場で、特設売場を設置されたい場合に、
受託銀行に相談をしていただいて、売場を設置
するという取組みも行っています。
　さらに、メディア広告として、多くの方が訪
れる公共施設などでのポスター掲示や公共交通
機関での中吊りの広告・ラッピング車両など、
市町村における様々な媒体に広告を掲載してい
ただきたいと思います。もとより抜本的な対策
も重要ですが、このような地道な取組みの積み
重ねが、売上げの向上ひいては収益の増加につ
ながると考えておりますので、引き続きこのよ
うな取組みについて市町村にご理解、ご協力を
お願いをしたいと考えております。
　資料16においては、具体的な取組みの事例を
ご紹介しています。観光大使を活用したＰＲ、

行政刊行物、役場の庁内での宝くじ販売などに
引き続き取り組んでいただきたいと思います。
　さらには、地方協会でも様々な取組みをして
いただいています。例えば、ラジオのスポット
広告がサマージャンボ宝くじの売上げの回復に
つながったというような事例があります。重ね
てではありますが、このような地道な取組みと
いうのは、売上げの基礎となりますので、受託
銀行にご相談いただきながら、それぞれの地域
に合ったＰＲ活動を行っていただければと思い
ます。
　今後とも、宝くじが身近なまちづくり、ある
いは福祉施策に活用されているということを、
総務省としても、関係団体に周知をしながら、
発売団体とともに売上回復に向けた取組みを続
けてまいります。
　各地方協会におかれましても、宝くじの販売
促進に向けて、格別のご協力を賜るようお願い
申し上げまして、私からの説明とさせていただ
きます。ありがとうございました。
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