
子供の未来応援基金の
現状等について

令和２年８月２１日

資料２



子供の未来応援基金に関する活動実績

平成２８年

平成２７年

平成２８年

平成２９年

平成２７年 ４月２日 子供の未来応援国民運動 発起人集会 ※趣意書採択

８月２８日 子どもの貧困対策会議（第３回）にて、子供の未来応援国民運動推進事務局の体制について了承

１０月１日 子供の未来応援国民運動 始動

１０月１９日
子供の未来応援国民運動 発起人会議
※発起人一同より各界各層へ基金への協力を呼び掛け

平成２８年 ２～３月 経団連において各種会議を通じ、基金への協力を呼び掛け

６月２７日
～７月２９日

子供の未来応援基金による支援団体の第１回公募実施

１０月２５日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等８６団体）を決定

１１月８日 子供の未来応援国民運動 一周年の集い

平成２９年 ２月１４日 経団連幹事会講演において、加藤大臣（当時）より基金への協力を呼び掛け

５月３０日 日本商工会議所において、全国の商工会議所宛てに基金への協力を呼びかける通知発出

８月３１日
子どもの貧困対策会議（第５回）にて、平成２９年１０月を目途に子供の未来応援基金管理法人を独立行政法人
福祉医療機構とすることについて了承

１０月１０日
～１１月１０日

子供の未来応援基金による支援団体の第２回公募実施

平成３０年 １月１９日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等７９団体）を決定

８月７日
～９月２１日

子供の未来応援基金による支援団体の第３回公募実施

平成３１年／
令和元年

１月２２日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等７１団体）を決定

８月５日
～９月２０日

子供の未来応援基金による支援団体の第４回公募実施

１月２４日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等９７団体）を決定

令和２年 ６月２日
～６月１５日

子供の未来応援基金による
新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う緊急支援事業公募実施

７月９日
子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等２０団体）を決定

※ 平成28年１月以降、随時事務局において広報・募金活動や民間企業等へ協力依頼を実施
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子供の未来応援基金の支援による

NPOなどの活動は全国各地で子供たちを支えています！

幅広い分野の
活動を支援！

学びの支援

居場所提供や相談支援

衣食住など生活の支援

…２５件

…３８件

…２０件

児童またはその保護者
の就労支援

児童養護施設退所者等や
里親・特別養子縁組に
関する支援

その他の支援

…１件

…８件

…５件

第１回支援 ： 86団体
第２回支援 ： 79団体（39）
第３回支援 ： 71団体（27）
第４回支援 ： 97団体（19）

延べ ３３３団体

支援団体の地域別等分布
※右図は第４回支援を抜粋

（内 継続支援団体数）

※上記に加え、令和２年７月９日に新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う
緊急支援事業として、20団体への交付決定。
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▶ 国民運動公式Facebookページにおいて
活動報告をシェア

採択団体がFacebookやHP上に投稿している
基金の支援による活動の報告を、国民運動公式
Facebookページでシェア。

▶ 国民運動公式HPで紹介
国民運動公式HPに
おいて、全ての採択
団体の概要を掲載。

ページ「いいね！」数 合計18,538人
※令和２年８月20日時点

＊国民運動HP
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第１～４回募集における採択団体に関する取組

第１回、第２回、第３回未来応援ネットワーク事業につい
て、事業報告書を作成。

学習支援・居場所づくり・衣食住の支援・就労の支援・児
童養護施設退所者等の支援など各活動分野の団体の活動内
容・実績、支援を受けたご家庭や子供たちの声などを紹介
している。

▶ 未来応援ネットワーク事業報告書を作成

第１回事業報告書 第２回事業報告書 第３回事業報告書



※上記は御支援いただいた企業様の一部です。その他にもたくさんの企業様から御支援をいただいています。

企業からの御支援
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■楽天グループは、「寄付月間」の公式
認定企画として、インターネット募金
サービス「楽天クラッチ募金」を通じて、
楽天ポイント等による基金への寄付受付
を実施。

実施期間／平成29年12月１日～12月28日
平成30年11月30日～平成31年１月10日

ポイントプログラムの寄付メニュー

■（株）ＮＴＴドコモは、ポイントプログラム
「ｄポイントクラブ」の利用メニューに、
基金への寄付メニューを創設。
(平成28年１月～)

企業等による特性を活かした子供の未来応援基金への御協力①

店舗などに募金箱を設置

■（株）イトーヨーカ堂は、全店舗の会計
レジに募金箱を設置。（毎年３月～５月）
平成30年から、（株）セブン＆アイ・フード
システムズにも拡大して実施。（デニーズ
全店舗とファミールの一部店舗）

実施期間／平成28年３月１日～４月14日
平成29年３月１日～５月31日
平成30年３月１日～５月31日
平成31年３月１日～５月31日
令和２年３月１日～４月１6日

従業員参加型のＣＳＲ活動による寄付
■日清食品ホールディングス（株）は、従
業員参加型のＣＳＲ活動を実施し、参加
費相当額を基金に寄付。

実施期間／平成28年４月～９月
平成28年12月～平成29年４月
平成29年12月～平成30年７月
平成30年６月８日

店頭ポスター

利用メニュー画面

寄付月間バナー

第22弾「はたら着かた改革 NISSIN BAZAAR」

■タマホーム（株）は全店舗に募金箱と
ポスターを通年設置。
（平成28年６月～）

■（株）すかいらーくホールディングスは
平成31年４月から全国の約3,000店舗の
会計レジに募金箱を通年設置。

ガスト店頭 バーミヤン店頭
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こどものみらい古本募金チラシ

■古本による寄付のしくみ「こどものみらい古本募金」（平成28年11月～）

読み終えた本等を、提携会社（株）バリューブックス宛てに送ると（合計５点から送料無料） 、
買取金額が基金に全額寄付される。
対象商品 ： 本、ＤＶＤ、ＣＤアルバム等

■物品による寄付のしくみ「子供の未来応援お宝エイド」（平成28年12月～）

不要になった物品を、提携会社TMコミュニケーションサービス（株）宛てに送ると（送料無料）、
買取金額に10％上乗せした金額が基金に寄付される。
対象商品 ： 切手、はがき、貴金属、ゲームソフト、楽器等

■子供服による寄付のしくみ「こども服みらいファンド」（平成29年10月～）

着られなくなった子供服を提携会社（株）キャリーオンに送ると（送料は寄付者負担）、
買取金額が基金に全額寄付される。10点以上から寄付可能。

対象商品：新生児～140サイズまでの子供服 ※一部量販店商品のブランドは除く

本業を活かした寄付の仕組みを創設

子供の未来応援お宝エイドチラシ

企業等による特性を活かした子供の未来応援基金への御協力②

6



寄付付き商品の販売

■（株）ウイッシュボンは、基金への
寄付付きのお菓子「横濱みらい」
を販売。（平成28年10月～）

■（株）オランダ家は、基金への
寄付付きのお菓子「ミッフィーサブレ」
を販売。（平成30年９月～）

■サマサマは、基金への寄付付きの胡蝶蘭を販売。
また、アーティフィシャルフラワー（造花のフラワーアレンジ
メント）等をレンタル。（平成30年12月～）

「こどものみらい古本募金」を活用した協力

■キヤノンマーケティングジャパングループは、グループ全
体で古本の職場回収に取り組み、「こどものみらい古本募
金」へ寄付。 （平成29年４月～）

■保険ショップ「保険クリニック」では、
全国約200店舗において、チラシ及び
ポスターにより来店した方へ「こどもの
みらい古本募金」への協力を呼びかけ、
店頭で古本の寄付を受け付けている。
（平成29年９月～）

■内閣府では、 ８号館２階ロビーに本等の回収
箱を設置し、職員を対象に古本の寄付を
呼びかけた。
実施期間／平成28年12月20日～21日

平成29年12月20日～26日
平成30年12月19日～26日
令和元年12月20日～26日

※平成29年以降は内閣府・文科省・厚労省・
独立行政法人福祉医療機構の同時実施

■全国の証券会社約1400店舗において、
古本回収ボックスを設置し、来店した方へ
「こどものみらい古本募金」への協力を
呼びかけている。（平成30年10月～）

企業等による特性を活かした子供の未来応援基金への御協力③

実施の様子（キヤノンＭＪ品川本社）

配布チラシ

実施の様子

商品パッケージ

商品イメージ

商品パッケージ

実施の様子

商品イメージ

寄付型自動販売機の設置

■売上げ１本につき10円が基金に
寄付される、ディック・ブルーナ氏
のイラスト入りの寄付型自動販売
機。
民間企業等でも続々と展開中。
（平成30年６月～） チラシ 内閣府にも設置
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■楽天グループは、オンライン書店「楽天
ブックス」において、子供読書週間特集と
して、対象の絵本を購入するとその売上
の一部が基金に寄付されるキャンペーン
を実施。

実施期間／平成30年４月２日～５月14日

収益の一部を継続して寄付

■綜合警備保障（株）（ＡＬＳＯＫ）は、
個人向けホームセキュリティ契約
の収益の一部を継続して寄付。
また、ホームセキュリティ契約者向
けの季刊誌「Always」に子供の未来
応援国民運動ロゴマークを掲載。
（平成29年10月～）

企業等による特性を活かした子供の未来応援基金への御協力④

季刊誌「Always」

■「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランド（サントリー食品インターナ
ショナル（株））は、同ブランド商品の売上の一部を子供の未来
応援基金へ寄付。
また、同ブランド商品を置く一部の自動販売機に、子供の未来
応援国民運動のメインイラストを用いたシールを貼付。
（平成30年４月～）
■ 「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドのオリジナルソング
「いつか大人になるきみへ」を音楽配信サイトで販売。
楽曲販売の同社収益の全額を子供の未来応援基金へ寄付。
（平成30年５月～）

子供読書週間特集HPイメージ

自動販売機のシール

イベントにおける募金協力

■キッザニアの運営会社ＫＣＪＧＲＯＵＰ（株）は、チャリティー
イベントの参加者を対象に、基金への募金を実施。
・キッザニア東京 スポンサーチャリティーナイト 2017
キッザニア甲子園 スポンサーチャリティーナイト 2017
（平成29年６月）
・キッザニア東京 スポンサーチャリティーナイト 2018
キッザニア甲子園 スポンサーチャリティーナイト 2018
（平成30年６月）
・キッザニア東京 スポンサーチャリティーナイト 2019
キッザニア甲子園 スポンサーチャリティーナイト 2019
（令和元年６月）

入場時、１人1000円以上の寄付を依頼 入口の様子
HPイメージ
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子供の未来応援基金の財務状況について（令和元年度末時点）

寄付金収入 １２億３６３２万 ２１３円

第１回未来応援ネットワーク事業支援金（精算額）
２億９８４１万９５４６円

第２回未来応援ネットワーク事業支援金（精算額）
２億５１４６万３０００円

第３回未来応援ネットワーク事業支援金（精算額※）
２億 ７９０万６０００円

寄付金残高 ４億７８５３万１６６７円

（参考）第４回未来応援ネットワーク事業支援金
１億２８６４万１０００円

※現在精査中のため未確定 9


