
子供の未来応援国民運動



生まれ育った環境によって、教育の機会が得られない子供たちや
健やかな成長に必要な衣食住が確保されていない子供がいます。

それぞれの家庭にどんな事情があろうとも、
生まれ育った環境によって

子供の将来が閉ざされることがあってはなりません。

子供の貧困？
この日本で？

高校や大学、専門学校などに
進学したいけれど、

経済的にあきらめている。

親が深夜まで働いているので、
家に帰っても、誰もいない。
放課後の居場所がない。

親が病気や
会社の倒産などで失業し、

収入がない。

「頑張っても仕方がない」と
将来への希望をなくし、
学ぶ意欲をなくしている。

児童養護施設を
退所した後の

生活基盤が不安定。

子供だけの時間が多く
保健衛生などの知識や
生活習慣が身につかない。

栄養バランスの
とれた食事は、一日の中で

給食しかない。

1



貧困の連鎖によって、子供たち一人ひとりの無限の可能性が失われます。

放っておくと、
どうなるの？

子供の貧困を放置することによって、子供一人ひとりの将来が閉ざされてしまうだけでなく、
将来、「日本社会の担い手」となるはずの子供が、大人になっても「支えられる側」となってしまうおそれがあります。

少子化による人口減少と子供の貧困が同時に進行すると、
労働力や市場の縮小、社会保障費の増加など、「社会的な損失」につながります。

日本の未来を支える人が、支えられる側に

貧困の
連鎖

進学・就職の
チャンスが乏しい

子供は教育を
十分に受け
られない

収入の確保が
困難に

子供の
世代も貧困に

親の収入が
少ない

（注）日本財団と三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社が平成27年12月に発表した推計によると、現在15歳の子供について、貧困の状況にある子供の進学率や
中退率などを改善させた場合と、現状を維持した場合では、生涯所得の合計額の差分2.9兆円および政府の財政負担の差分1.1兆円の社会的損失が発生するとされています。
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政府は対策の充実強化に取り組んでいます。

教育を支援

生活を支援

保護者の就労を支援

経済的な支援

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の施行、
「子供の貧困対策に関する大綱」の策定を機に、毎年、支援を充実させています。

●   幼児教育を段階的に無償化
●   経済的理由により就学困難な児童生徒への就学援助の充実
●   奨学金制度の充実

●   スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置を拡充
●   地域未来塾の拡充（大学生や元教員等の地域住民の協力による原則無料の学習支援）
●   生活困窮世帯の子供の学習支援　　など　

幼児期から高等教育まで教育費の負担を軽減

支援の分野も多岐にわたっています。

住宅の確保から物質的、精神的な課題・悩みを解決

ひとり親などの就業相談、学び直しや職業訓練を支援

生活費や進学等に必要な支出を支援

●   ひとり親家庭の子供の生活や学習を支援する事業（居場所づくり）の実施
●   生活困窮者の自立相談支援事業の実施
●   ひとり親家庭等に対する住居確保の支援　　 など　

●   ひとり親家庭の親の就業・学び直しを支援
●   ひとり親家庭の親の就職に有利な資格を取得するための支援
●   自治体における、ひとり親家庭の相談窓口のワンストップ化を推進　　など

●   ひとり親家庭の生活の安定と自立促進のための児童扶養手当の支給
●   ひとり親家庭の父母が就労や子供の進学のために必要な資金の貸付
●   養育費の確保の支援　　など　

・ 給付型奨学金制度の創設
・ 低所得世帯は無利子奨学金の成績基準を実質的に撤廃
・ 所得に応じて返還額を変える新制度を導入

●１月「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行　
●８月「子供の貧困対策に関する大綱」策定《平成２6年》

など

●子供の貧困対策に取り組む自治体を応援する交付金を創設

《２7年度》 ［ 地域子供の未来応援交付金  24億円（27年度補正予算）］

●生活困窮者自立支援法による学習支援の開始
［ 生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援事業  19億円（27年度予算）］

●ひとり親に対する現金給付（児童扶養手当）の多子加算額を倍増
　（第２子について３６年ぶり、第３子以降について２２年ぶり）《２8年度》
［ 児童扶養手当の支給 1746億円（28年度予算）］ など

●給付型奨学金制度の創設をはじめ、奨学金事業を充実

●児童養護施設等に入所中の児童等の22歳の年度末までの継続入所等
《２９年度》

など
［ 給付型奨学金制度の創設を含む大学等奨学金事業の充実  955億円（29年度予算案）］

3



基金への協力、活動に協力

しかし、子供の貧困は見えにくいのです。

子供の未来応援基金

子供・家族に貧困であるという自覚が
ないので、自分から支援を求めない。

草の根で子供たちの支援を行う
NPO等を応援し、子供たちを支え
るネットワークをつくります。

貧困の自覚があっても、
周囲の目を気にして表に出せない。

頼れる親戚も、近隣付き合いもなく、
地域の目が届かない。

国や地方自治体の情報が届かず、
社会的に孤立しやすい。

基金を活用して２つの事業を行います

未来応援
ネットワーク事業

ＮＰＯなど団体・
公益法人など

子供たちの居場所となる拠点を整備
し、自己肯定感や生活習慣など「生き
る力」を育むプログラムを開発します。

子供の生きる力を育む
モデル拠点事業

草の根で
子供たちを支援

国、都道府県
市町村

支援施策の強化と
関係機関の連携促進

企業・団体
地域住民など

できることから
参加

子供の未来応援国民運動で
支援の輪を広げています。
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「子供を応援したい」という個人や企業の思いを託した「基金」は、
地域で実際に子供たちを支援している草の根の団体の活動などに使われます。

子供の未来応援基金を
創設しました。

子供の未来応援国民運動  発起人集会

子供の未来応援基金  創設

多くの企業や個人からご寄付が集まる

平成27年
４月

10月

関係閣僚や経済界、教育・福祉関係者などさまざまな分野から発起人が集い、
民間資金による基金創設を検討することなどを決定しました。

国の対策を充実強化するとともに、地域密着の草の根支援などに柔軟に対応するため、
基金を創設し、企業や個人から広く寄付を募る活動を始めました。

発起人集会で挨拶をする安倍総理

10月19日には、旭化成の伊藤一郎会長をはじめとする発起人一同が、
基金への協力を呼びかけました。
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子供たちを支援する
ＮＰＯなどを、支援。

秋生 修一郎　足立区政策経営部子どもの貧困対策担当部長
浅川 玲　　　清水建設株式会社 コーポレート企画室
　　　　　　 コーポレート・コミュニケーション部長
有田 礼二　　東京海上日動火災保険株式会社 理事 経営企画部部長
猪熊 律子　　株式会社読売新聞東京本社 編集局社会保障部長
草間 吉夫　　東北福祉大学特任教授
高柳 直明　　ＡＮＡホールディングス株式会社
　　　　　　 コーポレートブランド・CSR推進部長
松村 淳子　　京都府健康福祉部長
宮本 みち子　放送大学副学長
本岡 卓爾　　伊藤忠商事株式会社 審議役 開発・調査部長

基金の支援先となるＮＰＯなどの団体を公募

基金事業審査委員会などで審査

基金による支援団体を決定

平成28年
7月

10月

８～９月

「未来応援ネットワーク事業」において支援する団体を公募し
（６月２７日～７月２９日）、全国から５３５団体の応募がありました。

基金への協力企業や子供の貧困問題に造詣の深い有識者などで構成される
基金事業審査委員会を設置し、支援先となるＮＰＯなどの選考に向けて
活発な議論が交わされました。

９月末に基金へのご寄付は約６億９,１００万円に達し、
そのうち約3億1,500万円を活用してＮＰＯなど86団体を支援することを決定しました。
支援先の団体は、基金を活用して１年間支援活動を行い、
国民運動推進事務局がその成果をフォローします。
※29年度以降も、引き続き基金へのご協力を呼びかけてまいります。

公募用のポスター

〈 基金事業審査委員会　委員 〉

委員会では、①事業の計画性②関係者との連携とその
効果③広報の戦略性④事業の継続の４つの観点など
から、透明かつ公正な審査を行い、支援先を検討しま
した。また、委員には、学習支援の現場などの視察を
積極的に行っていただきました。
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大阪里親連合会岸和田支部（どんぐり会）
おおさか若者就労支援機構
キャリアブリッジ
子どもセンターぬっく
子どもデザイン教室
こどもの里
多文化共生センター大阪
トイボックス
とよなかＥＳＤネットワーク
西淀川子どもセンター
D×P
寝屋川市民たすけあいの会
ハートフレンド
ヒューマンワークアソシエーション
こどもサポートセンター
チャンス・フォー・チルドレン
YCスタジオ
学校教育開発研究所
食べて語ろう会
山口せわやきネットワーク
エデュケーションエーキューブ
長住団地自治会
抱樸
せかい卵
らしくサポート
鹿児島ボランティアバンク

大阪府

兵庫県

島根県
広島県

山口県
福岡県

長崎県
宮崎県
鹿児島県

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

関東・甲信越

近畿

中国・四国

九州

山梨県

長野県
静岡県

愛知県

三重県
滋賀県
京都府

大阪府

全国フードバンク推進協議会
育みの会
ＮＰＯホットライン信州
サステナブルネット
ブリッジハートセンター東海
ＰＯＰＯＬＯ
子育て支援を考える会ＴＯＫＯＴＯＫＯ
こどもサポートネットあいち
再非行防止サポートセンター愛知
全国こども福祉センター
shining
Links
マキシマネットワーク
山科醍醐こどものひろば
あっとすくーる
ｅトコ・プロジェクト

基金の支援により、
全国各地のＮＰＯなどが活動中！！

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●

●●●●

●●●●●
●
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Kacotam
フードバンク岩手
もりおかユースポート
アスイク
せんだいこども食堂
鶴が丘一丁目町内会
ロージーベル
亘理いちごっこ
STORIA
TEDIC
KAKE COMI
ビーンズふくしま
ひたちNPOセンター・with you
栃木県若年者支援機構
とちぎボランティアネットワーク
ヤング・アシスト
青少年自助自立支援機構
生活困窮・ホームレス自立支援ガンバの会
ダイバーシティ工房
葛飾区次世代育成支援団体ハーフタイム
キッズドア
教育支援グローバル基金
くにたち地域コラボ
ここからプロジェクト
桜台こども食堂
セカンドハーベスト・ジャパン

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●

北海道
岩手県

宮城県

福島県

茨城県
栃木県

群馬県
埼玉県
千葉県

東京都

北海道・東北

東海

全国子どもの貧困・教育支援団体協議会
ソーシャル・アーティスト・ネットワーク
育て上げネット
地域教育ネット
チャイルドライン支援センター
稲門寺子屋西東京
豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
ドリームタウン
ピアサポートネットしぶや
ブリッジフォースマイル
ほっこり家族
学び塾「猫の足あと」
鎌倉てらこや
全国てらこやネットワーク
小さな森の学校
パノラマ
フェアスタートサポート
六浦東・まち交流ステーション委員会

東京都

神奈川県

学びの支援・・・２８件

その他の支援・・・・・・11件

衣食住など
生活の支援・・・18件
居場所の提供・
相談支援・・・・・17件

里親または
特別養子縁組の
斡旋を実施・支援・・・１件

児童養護施設退所者
などの支援・・・・・・・・・8件

児童または
その保護者の
就労の支援・・・・・・・・・３件

さまざまな分野の
８６団体を支援

●●●●●
●●●●●
●●

●●●●●
●●●
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雨の日も雪の日も子供たちは参加し
てくれます。修学旅行では、少ない
小遣いから捻出してお土産を買って
きてくれました。子供たちの気持ち
の中に、いつもこの場所が存在して
いる、と実感しました。

ＮＰＯなどの団体が基金を活用して、子供たちに学習支援や居場所の提供、
衣食住の生活支援を実施中です。

子供の未来応援基金が役立っています。

① 学びの支援（進学率の向上や退学率の低減など）
② 衣食住など生活の支援（栄養ある食事、正しい生活習慣など）
③ 居場所の提供・相談支援（社会的孤立の解消など）
④ 児童養護施設退所者などの支援（同施設退所者の生活基盤の確立など）
⑤ 児童またはその保護者の就労の支援（就労率の向上、安定収入の確保など）
⑥ 里親または特別養子縁組の斡旋を実施・支援（里親委託率の向上など）
⑦ その他の支援（貧困の連鎖の解消につながる事業）

公益法人、一般法人、NPO法人（特定非営利活動法人）、その他ボランティア団体、　
町内会など非営利かつ公益に資する活動を行う法人または任意団体

支援分野

支援対象

苦しい境遇にある子供たちも、夢を持って生きていける街に
　「塾の費用はない。家族の協力もない。頼る人もいない…」「家は落ち着いて勉強できる環境にない。」
そんな子供たちのために、社会人や大学生のボランティアサポーターが中心となって、基礎学力定着
のための学習支援、「みんなで作り、遊び、食べる」を楽しむ居場所づくりを行っています。子供たちから
「なくてはならないから、なくさないでほしい」との声があり、支援の継続性を感じています。

学び育ち教室Learning Links・・・・主に貧困や発達障害によるコミュニケーション難などの小中
高校生20名程度に毎週月曜、彦根市で開催。
学び育ち教室サンタナクラス・・・・主に外国にルーツを持つ子供たちに毎月4回、愛知郡で開催。
かめのこ子ども食堂・・・・市と連携（ケースワーカーが対象児童を紹介）して小中高校生15名程度に
毎月1回、彦根市で開催。

［滋賀県］ NPO法人Ｌｉｎｋｓ

① 学びの支援

●

●
●
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「朝の子ども食堂」で一日の活力となる朝食を！
　中学生の学習支援を平日の夜間や休日にしていると、ちょっと小腹がすいた時やリラックスしたい時
に食べてもらおうと用意した菓子パンやお饅頭などを、開始早々、黙々と食べ始める子供たちがいるこ
とに気づきました。
　「きっと家で食べてこられなかったんだな…。勉強より先にすることがあるのでは？」と考え、登校前の
朝食提供を始めました。少数のスタッフでも続けられるよう、献立はシンプルに。食材は寄付やフードバ
ンクなどと連携して経費削減。ホットプレートで焼く程度ですが、子供たちも「調理」に関わり、生活して
いく力を身に付ける機会をつくっています。ほかに、居場所提供なども行っています。

朝の子ども地域食堂：小中高生100名（月延べ）に週３～５回開催。
不登校生徒の居場所提供、放課後の居場所提供(学習支援、進路相談、専門支援機関との連携)・・・・
小中高生と家族200名(月延べ)に週３～５回開催。　　

［岩手県］ ＮＰＯ法人もりおかユースポート

② 衣食住など生活の支援

●
●

困難を乗り越え、生き抜く力を身につけてほしい
　「どうせ自分なんて、何をやっても無駄だ」。何をするにつけ、吐き捨てるように語る男の子がいます。
心を閉ざしがちで、愛情を欲しているのでしょう。
　私たちは、基金の支援により、生活保護、児童扶養手当、就学援助受給の家庭の子供を対象に、食事の
提供や学習支援、多様な体験プログラムも可能な居場所をつくっています。家族を対象に相談業務も定期
的に行っています。｠親同士の交流も生まれ、困った時には助け合っている姿を見ると、うれしくなります。

居場所事業（調理、食事、片づけを一緒に楽しむ「こどもキッチン」、個別対応の「学習支援」、楽しく過
ごす「自由時間」）・・・・2拠点で小学生20名に週2回開催。
レッツチャレンジ（普段、家庭では経験できない体験、より多くの人と触れ合う体験プログラム）・・・・
２拠点で小学生20名に月1回開催。

［宮城県］ ＮＰＯ法人 ＳＴＯＲＩＡ

③ 居場所の提供・相談支援

●

●

自発的に勉強を教え合う子供たち。
小学１年生の女の子から「ここに来る
のが本当に楽しみ！妹が小学生に
なったら一緒に通いたいから、それま
で待っててね」と言われ、活動が役
立っていることを実感しています。

基金を活用し、地域の人たちととも
に子供たちを見守る場をつくり、少
しでも子供たちが生き生きと暮ら
し、地域社会とつながって安心して
成長できるよう、力を尽くします。
ご支援ありがとうございます。
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企業と学校とＮＰＯが連携して、高校生の就職を支援

　貧困世帯の高校生は、「進路が決まりにくい」、その後も「早期に離職しやすい」傾向があります。在学中
に社会との接点をつくり、面接への不安も解消して就職活動に積極的に取り組むことができるよう、「有
給職業体験バイターン」という事業では、企業と学校とＮＰＯが連携して就労支援３日間の職場体験から
アルバイト、アルバイトから就職へと導いて、貧困の連鎖を断ち切ることを目指しています。

企業との連携・・・・地元中小企業20～30社に説明、協力企業を専門員が開拓。Ｗｅｂに紹介記事を
掲載する費用を寄付とし、事業の継続性を確保。
学校との連携・・・・候補の生徒から家庭の状況などを聞き取り、対象者を決定。
企業と生徒のマッチング・・・・職場体験（無給）の３日間で採用の合否を判断。雇用契約を結んだら
最低賃金を保証したアルバイトに移行。適性が高ければ、卒業後、就職へとつなぐ。

［神奈川県］ ＮＰＯ法人 パノラマ｠

⑤ 児童またはその保護者の就労の支援

●

●
●

運転免許を、児童養護施設の退所者に

　虐待やネグレクト（育児放棄）、親の死別など、さまざまな理由から児童養護施設で暮らす子供たち。
高校卒業後は退所し、経済的援助を期待できる人も少ないなかで、自立して生活しなければなりません。
　そこで、高校卒業後に就職を予定している子供たちを対象に、教習所での普通免許取得費用を助成し
ています。就職活動に生かすことができ、生涯にわたって役立つ運転免許により、子供たちの自立を継
続的にサポートしています。

全国の合宿形式の教習所に協力を依頼し、東京、大阪、埼玉、福岡の児童養護施設やファミリーホー
ムの入所者約１００名から応募を受け付け、審査の上、支援。
教習所に必要費用を支払い、子供たちには無償で教習枠を提供。

［埼玉県］ 一般社団法人 青少年自助自立支援機構

④ 児童養護施設退所者などの支援

●

●

利用者からは「この制度がなかった
ら、免許はあきらめていたと思いま
す。多くの人がサポートをしてくだ
さったことを忘れず、社会人として
しっかり生きていこうと思います」
などの言葉をいただいています。

高校内で運営する「ぴっかりカフェ」
を、生徒たちとの出会いの場に活
用。「魅力的な大人が働く企業と生
徒とのマッチングによって、働いて
稼ぐ経験や大人に優しくされる経験
を積んでほしい」と願っています。
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食品ロスをなくし、貧困の連鎖の解消も目指して

　今日食べるものにも困っている子供たちがいる一方で、安全に食べられる食品が、年間632万トンも
廃棄されている日本。私たちは、企業や家庭から食品を募り、貧困世帯の子供たちに届けるフードバンク
活動を全国に広げ、持続的に発展できる土壌をつくっています。「安心して生活できるようになりました」
「人の優しさ、あたたかさを実感しました」など、返信ハガキの文面から、家計の負担軽減だけでなく、精
神的な支えや子供たちの楽しみになっていることがうかがえます。

全国フードドライブキャンペーン・・・・給食のない冬休みに全国で実施。
食品企業とのマッチング・・・・食品の寄贈を依頼し、全国のフードバンクに郵送。
全国のフードバンク団体を対象に、組織基盤強化のための研修会を計6回開催。スカイプ・直接訪問
によるノウハウ支援を各団体月１回、延べ48回実施。
シンポジウム・・・・子供の貧困問題の周知啓発のため、東京で開催。

［山梨県］ 全国フードバンク推進協議会

⑦ その他の支援（貧困の連鎖の解消につながる事業）

●
●
●

●

里親を増やし、すべての子供たちに家庭を

　「僕が小学生のときに両親が離婚して施設へ。高校入学のときに里親さんと出会い、今は大学の受験
勉強中です。将来は児童相談所のケースワーカーになって、僕のように困っている子供たちを助けたい
です」（男子高校生の話）。
　里親登録に至る人を増やすことで、すべての子供たちに家庭で暮らす機会をつくりたいと考えていま
す。啓発活動を各地で行い、新規登録を年間15組ずつ増やすことが目標です（岸和田子ども家庭セン
ター管内の里親登録数は35組）。

里親シンポジウムを和泉市、岸和田市で計２回開催。
イベント出展、里親月間ＰＲを図書館で5日間計２回開催。マラソン大会でＰＲ。
子育て応援イベントとして、商業施設で子供向けの参加型イベントを計２回開催。相談コーナーも設置。
映画上映＆里親相談会を計３回開催。

［大阪府］ 大阪里親連合会岸和田支部（どんぐり会）

⑥ 里親または特別養子縁組の斡旋を実施・支援

●
●
●
●

さまざまな事情で家族と離れて暮ら
す子供たち。地域内で里親が見つか
れば、転校や転園もなく、コミュニ
ティから切り離されることもありま
せん。基金を活用し、里親の認知を
少しでも広めたいです！

夏休みに児童が「先生、何か食べる
ものない？」と聞いてきた、と事業で
連携している小学校教諭から聞きま
した。食べ物を万引きをしてしまっ
た子供もいます。もっともっと支援
の輪を広げていきたいです。
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１

多くの企業が支援の輪に加わっています。

「子供の未来応援基金」には、多くの企業・団体、個人から７億9,378万8,059円のご寄付をいただいています（平成29年1月29日現在）。ご支援いただいた企業の
一部をご紹介します（子供の未来応援国民運動のホームページにも掲載しています）。

企業として「子供の未来応援基金」に寄付１ ポイントプログラムの「寄付メニュー」2

店舗などに募金箱やポスターなどを設置3 古本やＤＶＤなどを販売して寄付4

従業員参加型のＣＳＲ活動5 寄付付きの商品6

企業による活動事例をご紹介します。

企業として「子供の未来応援基金」に寄付
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3

2

（株）NTTドコモでは、「ｄポイントクラブ」で基金への寄付メニューを創設しています。

（株）イトーヨーカ堂は、国内のGMS（総合スーパー）で初め
て全184店舗の約6000台の会計レジに募金箱を設置し
ました。（毎年3月～5月を予定）

タマホーム株式会社は全国237店舗で募金箱とポスターを
通年設置しています。

　「お客様、取引先、株主、地域社会、社員に信頼される、誠実な企業でありたい」
という社是に基づき、CSR活動に取り組んでいます。募金活動の最初の寄付先と
して「子供の未来応援基金」を選んだのは、４万人近い社員の８割が女性で、お子
さん連れのファミリー客も多く、地域に根差した企業として子供の貧困は見過ご
せない社会課題と感じたからです。全184店舗で募金活動を行い、45日間で約
278万円集まりました。特に子供用品売り場で反応が良かったようです。今後も
定期的に募金を実施して、取り組みを広げていきたいです。

　理想の数だけ子供を産み育てられる社会の実現をめざす財団法人「ワンモア
ベイビー応援団」の活動を支援しており、その一環として取組んでいます。住宅
展示会場のお客様は、主に、60代以上と20代です。きっと家づくりへの夢を抱
きつつ、次世代のために、との思いでご協力くださっているのだと思います。

　当社のモバイル通信サービスは、便利にご利用いただくというだけではなく、
一人ひとりの安心・安全、幸せとセットでなければなりません。ＣＳＲ活動のコン

セプトも「一人ひとりに寄り添っていく」です。特に、次世代
を育むことは、今を生きる私たちの世代の責任であると考
えています。また、お客様の変化として、社会課題に主体的
に関わろうという若い世代が増えていると感じています。

業務推進部長  仮屋桂一さん（左）と
一般財団法人１more Baby応援団 専務理事 秋山 開さん

（株）セブン＆アイ・ホールディングス 
ＣＳＲ統括部オフィサー
尾崎一夫さん

（株）イトーヨーカ堂
ＣＳＲ推進部 総括マネジャー
新立利也さん

CSR部長 川﨑博子さん

　そうした気持ちに応えて、ポイントプログラムに寄付メニューを新たに創設し
ました。開始から10ヵ月で約10万人強、総額1000万円ほどの寄付が集まりまし
た。しっかりと審査して採択団体を決めていただけるのは大変ありがたいこと。
一企業ではなかなか難しいものです。国民運動によって、子供たちに温かい目配
りがされ、支援に動く人が増え、子供たちの毎日の生活が安定し、将来に希望を
持てるようになればと願っています。

をクリック スマホ・パソコンで寄付ができます！をクリック

店舗などに募金箱やポスターなどを設置

ポイントプログラムの「寄付メニュー」
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4

5

（株）バリューブックス（古本の買取・販売）では、読み終えた
本などを送ると、買取金額を査定し、その全額を本の送り主
の名前で基金に寄付します。

日清食品ホールディングスは2008年から実施している
CSR活動「百福士プロジェクト」（創業者・安藤百福の志を受
け継ぎ、2058年までに、「創造」「食」「地球」「健康」「子供た
ち」の5テーマで100のいいことを行う）の一環として、従業
員の歩いた歩数が寄付につながるプロジェクトを実施し、子
供の未来応援基金に寄付しています。

　プロジェクトの第15弾「日清月歩 チャリティーWALKプロジェクト～月ま
で毎日9000歩～」は、従業員が毎日歩いた歩数が支援につながるという、
「健康増進」と「社会貢献」を結びつけたプロジェクト。従業員422名が参加し、
参加費１人1000円相当額が基金に寄付されました。同様に、第17弾の「快
★段★セブンサミット踏破プロジェクト」でも、従業員の参加費相当額を基
金に寄付しています。これからも、このような取り組みを続けていきたいと
考えています。

　当社の本業である古本の買取販売事業を生かした寄付の仕組みです。
　一人でも多くの方にご協力いただいて、はじめて活動が成り立ちます。自治
体や企業、学校などで「○冊（○円）集まりました!」などと競い合い、盛り上
がってくれるとうれしいです。企業や団体に個別のIDを発行することにより、
社員などが自宅から送った場合にも企業や団体の寄付として集計すること
ができますので、 ぜひ、多くの皆さまにご活用いただきたいと思います。 

電話申し込み  0120-826-295
月～土/10:00～21:00　日/10:00～17:00
くわしくはＷＥＢサイトへ。

取締役 中村和義さん（左）
取締役 鳥居 希さん（右）

内閣府でも職員を対象に家庭で
余っている古本やCDなど４１１点を集め、
買取金額を寄付しました。

広報部CSR推進室  室長 角田伊久子さん

ひゃくふくし

内閣府への寄付金贈呈式

ISBNコードがついた本、コミックセット、
DVD・CDアルバム、ゲームソフト

配送業者が
ご自宅まで集荷

ＷＥＢまたは電話で申込 本の送り主名で査定額を寄付

＜対象＞

古本やＤＶＤの買取金額が寄付に （「こどものみらい古本募金」）

従業員参加型のＣＳＲ活動

15



6

（株）クオカードは、（株）ポプラ社の協力のもと、基金への寄
付付きのQUOカードを販売しています。カードデザインに
は平成29年で30周年を迎える原ゆたか氏作の人気児童書
シリーズ｢かいけつゾロリ」が起用されています。

子供の未来応援国民運動の情報を提供しています。

QUOカードはコンビニエ
ンスストア、書店、ファミ
リーレストランなど全国約
56,000店で利用できます。

※購入方法は（株）クオカードの
ホームページをご確認ください。

　2011年より東日本大震災被災地の子供たちを笑顔にする活動を支援する
「Kids  Smile QUOカード」を発行しておりますが、基金の活動に会社として
賛同し、もっと多くの「子供たちを笑顔に」と本カードの商品化に至りました。
　ＱＵＯカードは全国的に認知度の高い約56,000店舗でご利用いただける
利便性の高さにより、販売促進ツールや
記念品、謝礼品、株主優待などで多くの企
業にご活用いただいています。本カードが
子供の貧困について関心を持っていただ
く機会となり、企業にとって社会課題の
解決に向けた姿勢を伝えるツールとなる
ことを期待しています。

・国や自治体による支援情報の検索
・支援を行う団体と、団体をサポート
 する企業との交流（マッチング）
・子供の未来応援基金に関する情報
　　　　　　　　　　　 　　　など

（左から）経営企画部 袴田崇さん、部長・武山宙さん、
目木詩織さん

©原ゆたか/ポプラ社

Kids Smile QUOカード
Japan

（株）ウイッシュボンのお菓子「横濱みらい」を購入すると
売り上げの一部が基金に寄付されます。 

　報道で「子供の未来応援基金」を知り、商品名「横濱みらい」と重なりました。
私自身、1歳の子供がおり、菓子工場で働くパート社員の中には母子家庭のお母
さんもいますので、商品を通じて、子供た
ちの未来を応援できればと思いました。
　WISH（希望）・BON（良い）の社名の通
り、良いお菓子をつくって人々の希望を叶
えるという思いを形にし、社会課題に向き
合う企業として、従業員にも還元していけ
たらと思います。 代表取締役  永野 健一さん

公式サイト　
http://www.kodomohinkon.go.jp/

国民運動に関するさまざまな動きを
随時紹介しています。

Facebook　
https://www.facebook.com
/kodomonomiraiouen/

ＪＲ新横浜駅のキヨスク、海
老名サービスエリア（下り）
などで販売中（同社サイトで
も購入可）。

寄付付きの商品
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社会課題に積極的に取り組む企業
の姿勢を顧客や投資家・株主、従業
員などに示すことができます。

ご支援いただいた企業の皆さまには・・・

旭化成の伊藤一郎会長によるご挨拶

公式サイトに企業名を掲載 企業名入りポスターの掲示

総理・関係大臣との記念写真（協力企業の皆さまと）

公式サイトやポスター、パンフレットなどで広く発信します。

寄付額に応じて総理、大臣から感謝状をお贈りします。
また、一定額以上の御寄付については紺綬褒章授与の対象となります。

子供の未来応援基金に貢献したこ
とが、広く社会に認知されます。

昨年は、支援の輪に加わっていただいた企業及び基金による支援先のＮＰＯの皆さまを総理官邸
（「子供の未来応援国民運動 一周年の集い」）にお招きし、総理や関係閣僚も交え、交流を図りました。

三井不動産の菰田正信社長に
加藤大臣から感謝状を贈呈

４億円をご寄付いただいた河野経夫氏に
安倍総理から感謝状を贈呈

17



企業による支援「よくあるQ&A」
企業が「子供の貧困対策」に取り組む理由は？
子供の貧困対策は「未来への投資」です。この基金にご協力をいただくことは、一人ひとりの大切な子供の夢を育む

とともに将来の日本を支える人材を育成し、労働力や市場の縮小の防止、さらには社会保障費の増加の抑制につな

がります。こうした「未来への投資」の輪に、多くの企業に加わっていただいています。

Q
A

企業が直接、ＮＰＯを支援する場合との違いは？
企業が独自のＣＳＲ活動として、ＮＰＯを直接支援する場合、「支援先をどのように選んでよいかわからない」「コスト

や労力に見合った成果があるか不安」「全国展開しているので、地域の偏りなく支援したい」などの課題を感じてい

る企業が少なくありません。子供の未来応援基金は、ＮＰＯなどの審査、選定、事後評価や、事業成果に関する情報

発信などを子供の未来応援国民運動推進事務局（内閣府、文部科学省、厚生労働省、日本財団で構成）がしっかりと

行い、子供たちに広く支援を届けることができます。

Q
A

寄付の方法は？ 寄付を依頼する文書は？
寄付方法には、クレジットカードによる寄付と、銀行振込（口座は下記のとおり）による寄付があります。国民運動推

進事務局まで寄付申込書（フリーダイヤル0120-553-446でお問い合わせください）をお送りいただければ、振込

依頼書を事務局から送付させていただきます。

金融機関 ： 三菱東京UFJ銀行／本店
口座番号 ： 普通預金／1660800
口 座 名  ： 公益財団法人日本財団 子供の未来応援基金
　　　　　 ザイ)ニッポンザイダン コドモノミライオウエンキキン

＜銀行振込口座＞

Q
A

※領収書の発行など、くわしくは、
公式サイトをご確認ください。

損金算入の限度額は？
基金へのご寄付は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度に損金算入できます。

損金算入限度額  ＝  （資本金等の金額 ｘ 0.375%  +  所得金額 ｘ 6.25%） ÷ ２
※資本金などの金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。

Q
A
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自社の特性を生かして、将来の日本のために、自社の将来のために。

・ ポイントプログラムの「寄付メニュー」

・ 株主優待に「寄付メニュー」や寄付付き商品

・ 店舗などに募金箱を設置

・ 寄付付きの商品をつくる

【事業全般についてのお問い合わせ先】 内 閣 府 子供の貧困対策推進室　 TEL 03-6257-1438
【基 金 についての お問 い 合 わせ 先】 日本財団 子供の未来応援基金担当 TEL 0120 -553-466

具体的な寄付の方法や支援策は 子供の未来　応援

企業から広がる「支援の輪」

支援方法①

顧客とともに

・ 社内に募金箱や寄付付き自販機を設置

・ 「こどものみらい古本募金」のために古本やＤＶＤを集める

・ フードドライブで家庭から持ち寄った食品を施設や団体に寄付

・ 支援団体でボランティア活動をする

支援方法②

従業員とともに

・ 商品やノウハウで支援団体をサポートする（マッチングサイトへ登録）

・ 工場や店舗で就労支援の場を提供

・ 広報誌や社内報、顧客に配布するノベルティーなどで情報発信

・ 子供の未来応援基金に寄付する

支援方法③

社の資源を
生かして
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