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多くの企業によって支援の輪が広がっています

子供の未来応援基金には、多くの企業・団体、個人からご寄付をいただいています。
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）。
寄付の方法は、銀行振込（P.２２）またはクレジットカード決済があります。くわしくは寄付受付口座を事務局として管理する
独立行政法人福祉医療機構のホームページ内「子供の未来応援基金」ページでご案内しています。

「子供の未来応援基金」に寄付１ 店舗などに募金箱やポスターなどを設置2

イベントで募金活動を実施3 ポイントプログラムの「寄付メニュー」4

5 収益の一部を継続して寄付 6

従業員参加型のＣＳＲ活動7 古本や古着などで寄付するしくみを創設8

寄付型自動販売機9

企業の活動紹介

「子供の未来応援基金」に寄付

寄付付きの商品
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　実在の企業が提供するパビリオンでの職業体験などを通じて、子供たちに
楽しみながら実社会で「生きる力」を育む学びの場を提供している施設「キッ
ザニア」で、スポンサーを対象にチャリティーイベントを開催。入場料として１人
１,０００円以上の寄付をして、特別に大人も職業体験を楽しみました。

イベントで募金活動を実施

（株）イトーヨーカ堂は、国内のGMS（総合スーパー）で
初めて全店舗の会計レジに募金箱を設置。
（平成２８年３月１日より開始、毎年３月～５月に実施）

　「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

ま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。全店舗で募金活動を行い、２８年度は４５日間

で約２７８万円、２９年度は３ヵ月間で約４００万円集まりました。日本の子供の

貧困問題に多くの方に関心をお寄せいただきました。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。

キッザニアの企画運営会社ＫＣＪ ＧＲＯＵＰ（株）は、
チャリティーイベントで基金への募金を実施。

店舗などに募金箱やポスターなどを設置

入場口には「子供の未来応援基金」のポスターと募金箱を設置。 「スポンサーチャリティーナイト２０１７」はキッザニア東京とキッザニア甲子園で開催されました。

メッセージ

グループ企業の
(株)セブン＆アイ・フード
システムズも平成３０年
３月からデニーズ各店の
レジで募金を実施。
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楽天グループは、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寄付を受付。（平成２９年１２月１日～２８日）

平成２８年１月に開始し、これまでの約２年間で約２万９,０００件のお申し込みをいただき、寄付金額は合計約２,１００万円となっています。
現在も継続中です。ドコモ回線をお持ちでない方も、「dポイントクラブ」へのご加入で、寄付いただくことが可能となります。

（株）NTTドコモの「ｄポイント」で寄付することができます。

　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設置しています。

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。

　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。

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

ポイントプログラムの「寄付メニュー」

収益の一部を継続して寄付

相沢そのみCSR部長

綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ）は、ホームセキュリティ
関連商品の収益の一部を継続して寄付。情報発信でも協力。

「寄付月間」の公式認定企画として実施。

青山幸恭代表取締役社長（左）が
寄付の目録を贈呈。

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の情報を掲載。

　ＡＬＳＯＫは、全国各地の小学校に社員を派遣して行う防犯出前授業「ＡＬＳＯＫ

あんしん教室」などを通じて、未来を支える子供たちの「安全・安心」に貢献してきま

した。本基金への寄付を通じて、子供の貧困対策にも継続して取り組んでいきます。

メッセージ
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（株）ウイッシュボンはお菓子「横濱みらい」の売り上げの一部を基金に寄付しています。

ファッションブランドGLOBAL WORK（グローバルワーク）は、クリスマスシーズンに
寄付付き有料ギフトボックスを販売。（平成２９年１１月２３日～１２月２５日）

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）。

従業員有志４００名にウェアラブル活動量計
を配布し、睡眠時間を記録。２０１８年の創業
６０周年にちなみ、参加者の累計睡眠時間が
６０年（５３１,０００時間）になるまで実施。

従業員が毎日歩いた歩数や上った階段数が
支援につながるプロジェクトに参加した４２２
名（第１５弾）、２１０名（第１７弾）の参加費が
寄付されました。

　大切な人を想って贈るギフトが、日本の子供たちの未来のシアワセにもつながることで、大切なシーンをより特別な
ものにしてほしいという想いを込めたチャリティーギフトボックスを制作。ギフトボックス（大：３００円、小：２００円）の
売り上げの５％が基金に寄付されました。

　東日本大震災の被災地の子供たちを支援するため、平成２３年から発行している「Ｋｉｄｓ ｓｍｉｌｅ ＱＵＯカード」を
平成２８年７月、基金への寄付付きカードとして商品化。人気児童書「かいけつゾロリ」がデザインに採用されています。

日清食品ホールディングスは従業員参加型のＣＳＲ活動
「百福士プロジェクト」の参加費１人１,０００円相当額を寄付。

　「百福士プロジェクト」は、創業者・安藤百福の志を受け継ぎ、５０年間に「創造」
「食」「地球」「健康」「子供たち」の５テーマで１００のいいことを行うプロジェクト
で、２００８年から実施しています。

寄付付きの商品

従業員参加型のＣＳＲ活動

代表取締役  永野 健一さん

第２１弾（２９年度） 第１５弾、１７弾（２８年度）

　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。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。

（株）クオカードは、（株）ポプラ社の協力のもと、寄付付きのQUOカードを販売しています。

©原ゆたか/ポプラ社

ひゃくふくし
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（株）バリューブックス（古本の買取・販売）は、
古本による寄付のしくみ「こどものみらい古本募金」を創設。

電話申し込み  ０１２０-８２６-２９５

取締役 中村和義さん（左）   取締役 鳥居 希さん（右）

＜対象＞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

（株）キャリーオンは、子供服による寄付のしくみ「こども服
みらいファンド」を創設。（平成２９年１０月～）

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

古本や古着などで寄付するしくみを創設

着られなくなった子供服を送る
（送料無料、原則１０点以上）

品物を査定し
査定結果をご連絡

査定結果に応じて
子供の未来応援基金に寄付

https://kodomofukufund.jp/ こども服みらいファンド

　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しくみです。
　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。

月～土/１０:００～２１:００  
　日　/１０:００～１７:００
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9

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ました。
（平成２９年４月～）

飲料の売上げの１本につき１０円が基金に寄付される「子供の
未来応援基金 寄付型自動販売機」
　設置オーナーは振込みなどの手間がなく、購入者は気軽に社会貢献をする
ことができます。個人でも、法人でも設置することができます。

設置費用の負担はありません
寄付型自動販売機普及協会が相談窓口や管理業務、自動販売機会社の
手配を行います（毎月の電気代のみ負担）。

保険ショップ「保険クリニック」は、
全国約１８０店舗の店頭で古本募金への協力を呼び掛け。
（平成２９年９月～）

「こどものみらい古本募金」に取り組みました 「こどものみらい古本募金」に取り組みました

キヤノンマーケティングジャパン 品川本社

寄付型自動販売機

０１２０-９３７-６５０ info@kjf.or.jp

資料請求・設置のお問合せ
特定非営利活動法人 寄付型自動販売機普及協会

イエロー ホワイト

　未来ある子どもたち

が、安心して暮らせるよう

な社会を築き、支えてい

くことも保険クリニック

の使命と考えています。

●

管理の手間はありません
自動販売機会社が商品の補充、空き缶やペットボトルの回収、売上金の管理、
寄付金の振込みなどを行います。

●

飲料メーカーを指定できます
多くの飲料メーカーが「子供の未来応援基金 寄付型自動販売機」に協力
しています。希望の飲料メーカーや商品があればご相談ください。

●

メッセージ
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「マッチング」で人と人を結び、想いを子供たちに届けます

「子供たちのために何かしたいが、どこに協力すればよいのかわからない」という方のために、内閣府は、全国的なネットワークを

持つ３つの団体と連携して、「マッチングネットワーク推進協議会」を発足し、寄付先の調整を行っています。草の根の支援を行う

ＮＰＯなどの団体のニーズと、企業や個人の資源（リソース）をつなぎますので、ぜひ、ご活用ください。

タブレット端末５００台を全国子ども
の貧困・教育支援団体協議会を通じて
２６団体に寄贈しました。

子供たちはラッパーの晋平太さんの
語りかけに応じ、自分の思い、夢など
を書き出し、ラップにして伝え合う時間
を過ごしました。

保冷バック計７５０個をフードバンク
1５団体に寄贈しました。生活困窮世帯
に食料を持参する際や、子供食堂等の
団体への食品提供の際に使用されます。

ＮＴＴドコモが
タブレットを配付

Ｊリーグが
フードドライブ

アーティストが
学習支援教室を訪問

日本百貨店協会が
保冷バッグを寄贈

企業・個人 加盟団体 子供たち

フードバンク６団体がスタジアム内
ブースでフードドライブを実施。寄贈
された食料品は支援が必要な世帯や
施設などに無償で配布されました。

マッチングネットワーク推進協議会

①相談 ②調整

③マッチング

①企業・個人からの相談受付　

②マッチングの成功事例の発信やノウハウ・課題の共有　

③加盟団体のニーズの集約・発信、寄付の配分調整など

内閣府

上記３団体が相談に応じます（くわしくはホームページへ）。

・ 全国子どもの貧困・教育支援団体協議会
・ こども食堂ネットワーク
・ 全国フードバンク推進協議会

マッチングネットワーク推進協議会

19



支援を行う団体のニーズと、団体をサポートしたいと考えている
企業との交流（マッチング）ができるよう、相互に検索できる
ポータルサイトがあります。

「企業や団体、市民、自治体が、いま、できることを見つける場に！」

を期待して、子供たちの支援を行うＮＰＯなどの団体、地域課題の

解決に取り組む企業・団体・地域住民、そして行政や関係機関が

直接一堂に会すフォーラムを開催。顔の見える交流をきっかけに、

地域の実情に合った応援ネットワークが形成されることを目指

しています。

https://www.kodomohinkon.go.jp/   
国民運動のホームページ

内閣府「子供の貧困対策」 facebookで最新情報を発信

２８年度開催

仙台市、新潟市、長野市、
さいたま市、柏市、姫路市、
高松市、福岡市

２９年度開催

札幌市、横浜市、京都市

団体や企業の動き、さまざまな支援方法、
調査や政策の情報などを掲載しています。
http://www8.cao.go.jp
/kodomonohinkon/index.html

企業やＮＰＯの動きなど国民運動の
さまざまな動きを随時紹介しています。
https://www.facebook.com
/kodomonomiraiouen/ 

子供の未来　応援

基調講演、ＮＰＯや企業による活動紹介に続き、パネルディスカッションで議論（仙台市）

連携のきっかけをつくる自由交流会（柏市） 学習支援を利用していた大学生も登壇（さいたま市）

僕にとって学習支援教室は信頼
できる大人と話せる場でした。
頼れる大人が身近に一人もいな
かったのです。その経験を活か
して、今は子供たちの支える活
動をしています。

フォーラム
参加者の声

ＮＰＯや企業の支援活動を聞く

ことができ、自分の仕事と連携

できる可能性を感じました。

子供食堂など現場へ是非来て

もらって、子供たちの姿を見て

ほしいです。

「子どものために何かしたい」とぼんやりとでも思っている人に

「こういう取り組みがあるよ！」と教えてくれるサービスがあれ

ば国民運動はもっと広がると思います。

マッチングフォーラム

マッチングサイト

国民運動の動きを随時アップデート！
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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

公式サイトに企業ロゴを掲載 企業ロゴ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、一定額以上のご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。

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にお招きし、
総理や関係閣僚も交え、交流を図りました。（平成２８年）

三井不動産の菰田正信社長に
加藤担当大臣（当時）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
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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、独立行政法人福祉医療機構で構

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

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

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（独立行政法人福祉医療機構［０３-３４３８-０２１１］ま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。

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。

銀 行 名：三菱UFJ銀行
支 店 名：東京公務部（支店番号：３００）
預金種別：普通

口座番号：００７５５６７
口座名（漢字）：独）福祉医療機構　子供の未来応援基金
口座名（カナ）：ドク）フクシイリヨウキコウ　コドモノミライオウエンキキン

＜銀行振込口座＞
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・ 寄付付き商品を買う

・ ポイントプログラムの寄付メニューを利用する

・ 支援団体に物品提供やボランティアで協力する

・ 店舗やイベント会場で募金する

・ 「こどものみらい古本募金」を利用する

・ 「こども服みらいファンド」を利用する　　　　　

・ 子供の未来応援基金に寄付する

ひろげよう、支援の輪

個人で
・ 募金箱や寄付型自動販売機を設置する

・ 「こどものみらい古本募金」への協力を呼びかける

・ 「こども服みらいファンド」への協力を呼びかける

・ フードドライブを実施して参加を呼びかける

・ 支援団体に物品提供やボランティアで協力する

・ 職場体験や就労支援に協力する

・ 広報誌や社内報などで情報発信に協力する

・ 子供の未来応援基金に寄付する

企業や団体で

子供の未来　応援応援の方法、いろいろ。くわしくは…
【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】 独 立 行 政 法 人  福 祉 医 療 機 構   TEL 03‐3438‐0211

など
など


