
1

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」に寄付１ 寄付付き商品を販売6

店舗などに募金箱やポスターなどを設置2 従業員参加型のCSR活動と連携7

3 イベントで募金活動を実施 8

ポイントプログラムに「寄付メニュー」を設置4 寄付型自動販売機を設置9

株主優待に「寄付メニュー」を設置5

企業の活動紹介

「子供の未来応援基金」に寄付

古本や古着などで寄付するしくみを創設

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。
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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しています
（2016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。今後も定期的に実施して、取り

組みを広げていきたいです。

子供向け職業・社会体験施設「キッザニア」を企画・運営
するKCJ GROUP(株)は、チャリティーイベントで基金
への募金活動を実施しました。

すかいらーくグループでは、全国の約3000店舗で募金箱を設置
しています（２０１９年４月１日より開始。通年実施）。

店舗などに募金箱やポスターなどを設置

グループ企業の
(株)セブン＆アイ・フード
システムズも 2018年
３月からデニーズ各店の
レジで募金を実施。

スポンサー企業の皆さまに、入場料として1,000円以上の寄付
を呼びかけ、特別に大人の体験を楽しんでいただきました。

　全店舗で募金活動を行い、２０１６年度は４５日間で約２７８万円、２０１７年度は
３か月間で約４００万円、２０１８年度はグループ企業の(株)セブン＆アイ・フードシ
ステムズもデニーズ各店にてレジで募金を実施し、合わせて３か月間で約５５５万円
の募金が集まりました。 食を通じて地域社会に貢献したいとい

う想いのもと、日本全国に展開する店
舗でCSR活動を行っています。支援を
必要としている子供たちの力になりた
い、そしてお客様や従業員に子供の貧
困問題を知っていただく機会に貢献で
きればと考えています。

12



4

5

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、
楽天スーパーポイント、クレジットカード、銀行振込による募金を受け付けて
います（2018年11月30日～2019年1月10日）。

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、お客様も、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に「寄付メニュー」を設置

株主優待に「寄付メニュー」を設置

荒木 正 ＣＳＲ部長

グンゼ（株）は株主優待の商品一覧に
寄付のメニューを設置しています。

重要な社会的解決課題となっている「子供の貧困」の
改善のため、基金への協力を掲載し、多くの株主様に
共感いただき、温かいご支援をいただきました。
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7

（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。

（株）オランダ家は、「ミッフィーサブレ」の売り上げの一部を寄付。
募金箱も各店に設置しています。

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）。

カジュアルデイズ導入で着用機会が減った
スーツをはじめ、衣類や家具、食器などの不要
品を役員や社員が出品し、売り上げを寄付。

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」の第22弾「はたら着かた改革 NISSIN Bazaar」と
して働き方改革と子供の応援をマッチングして寄付しています。

サマサマは胡蝶蘭や観葉植物、レンタルの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)などを寄付付き商品
として用意し、売り上げの一部を寄付しています。

　「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。

寄付付き商品を販売

従業員参加型のＣＳＲ活動と連携

代表取締役  永野 健一さん

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。

ミッフィーの作者でオランダ生まれのディック・ブルーナさんが子供たちのために福祉活動をされていたことに共感し
ました。このサブレを通じて、子供たちの未来を応援するとともに、支援活動の周知にも役立てればと思います。

皆さまのご賛同を多く得て、寄付の輪が広まることを願っています。

ひゃくふくし ももふく
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8

（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。

第一生命保険甲府支社（山梨県）は、
「地域社会貢献活動として協力でき
ることを」と支社独自として実施。

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） こどもみらい古本基金のホームページ

＜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
（2017年10月～）。

学生服のリユース店
さくらやは「学生服未
来応援ファンド one 
support」を創設。

古本や古着などで寄付するしくみを創設

読み終わった本を生かして、子供たちの未来を応援
し、次の読み手へと本を循環させることもできる寄付
の形です。2016年11月にスタートして多くの企業や
団体が職場で、または店頭で古本の回収を実施し、基
金への寄付総額は２年間で500万円を超えました。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るよう、企業や団体に個別の
IDを発行しますので、ぜひ、ご活用ください。

月～土/１０:００～２１:００  
　日　/１０:００～１７:００

こどものみらい古本募金

こども服みらいファンド

学生服未来応援ファンドone support

地域密着の取り組みとして実施

活
用
事
例

活
用
事
例

活
用
事
例

①学生服や学用品などの回収箱を設置
②回収後、査定額を基金に寄付
③支援が必要な家庭に学生服などを安価で提供
　ネームタグを外す作業は、障害のある方や高齢者の就労支援と
して委託。洗濯も、市内のクリーニング店や障害者授産施設に委
託して、地域の皆さまと協力しながらきれいな状態でリユースし
ています。

社員食堂に回収箱を設置したNTT西日本香川支店の皆さまと、
さくらやを運営する（株）サンクラッドの馬場加奈子社長（左端）

誰もが幸せになれる循環システムを地域の皆さんとつくって
います。貧困をなくす輪が広がっていくことをうれしく思います。
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キヤノンマーケティングジャパングループは、
イントラネットで全社に呼びかけ、職場回収などにより、
17,839冊を集め、寄付につなげました （2019年2月現在）。

寄付型自動販売機を設置（売り上げ1本につき10円を基金に寄付）

ＳＤＧｓ推進の一環として、「子供の貧困問題解決は未来への
投資」と位置づけ、2018年10月より全国の証券会社に回収箱
を設置しています（2019年３月現在、約120社・1400店舗超）。

グループ内の社員啓発とともに実施 証券業界では横断的に実施

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 品川本社

通勤・通学路に面したマンション敷地内に設置（株）サンセイランディック

カフェの駐車場に設置
エシカルライフカフェ・リーフ

本社のエントランスに設置
（株）ＢＴジャパン

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

●設置費用の負担不要
●管理や振込みの手間不要
●個人でも法人でも設置可能
●飲料メーカーの選択可能

店舗で

個人で

オフィスで

社名入り
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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。

2016年５月設立。教育支援活動の推進を図るため、団体間の情報交換、政策提言やイシュー・レイジング、フォーラ
ムやシンポジウムの開催、調査・報告などを実施。

企業・個人 加盟団体 子供たち

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

マッチングネットワーク推進協議会の団体概要
全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 【 学 習 支 援 】 

2016年10月設立。フードバンク活動の推進を通して、食品ロス削減、貧困問題が解決する社会を目指している。

一般社団法人全国フードバンク推進協議会 【フードバンク】 

2016年４月設立。ウェブサイトで情報を掲載し、地域のこども食堂へ行きたい人、手伝いたい人を結びつけている。
「こども食堂サミット」「こども食堂のつくり方講座」などのイベントも開催。地域でこども食堂を運営している人たち
が交流を促進し、こども食堂の輪を広げている。

こども食堂ネットワーク【こども食堂】 
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企業・個人と活動団体との連携事例

全国31か所の学習支援施設に
センター試験対策書籍や総復
習ドリルなどの学習教材を約
5,000冊寄贈することを決定
しました。

Z会×学習支援団体

「モノ」や「場所」の提供 出前授業など「体験」の提供

「ボランティア」で活動支援

教育格差縮小への取り組みの
一環として、子供食堂で自社の
プログラミングブロック「MESH」
と工作を組み合わせたワーク
ショップを実施しました。

ソニー株式会社×子供食堂

「収入」や「支出」などの金融の
知識をカルタで遊びながら学
ぶ出前授業を、千葉県松戸市の
「こがねはら子ども食堂・よっけ
塾」で行いました。

全国銀行協会×子供食堂

ラッパーの晋平太さんの語り
かけに応じ、学習支援施設の子
供たちは自分の思い、夢などを
ラップにして伝え合う時間を過
ごしました。

アーティスト×学習支援団体

福岡県内６店舗の従業員がボ
ランティアでフードバンク活動
を支援。

ギャップジャパン×フードバンク団体

毎年1か月間、全国約１,9００の
店舗でフードドライブを実施。
児童養護施設、母子生活支援
施設、フードバンク１２団体に
寄贈しました。

カーブスジャパン×フードバンク団体

味噌汁、味噌・甘酒などを寄贈しました。

マルコメ株式会社×フードバンク団体

リースが終了したパソコンを３１法人へ３１台寄贈しました。

リース事業協会×学習支援団体

九州支社の独身寮で近隣の子
供食堂の食料備蓄の保管、寮
の食堂や談話室で食事や学習
を支援しています。

西松建設×子供食堂

連携のご相談などは、内閣府子供の貧困対策推進室  電話：03-6257-1438（直通）にご連絡ください。
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「子供の未来応援国民運動」のホームページでは、参加したい人、支援を探している人などに情報提供を行っています。

「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。

内閣府「子供の貧困対策」 facebookで最新情報を発信

2016年度

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

2017年度

東京、盛岡市、
周南市、名古屋市

2018年度

札幌市、横浜市、京都市

子供の未来　応援

講演（写真は名古屋会場の宗次德二氏）、パネルディスカッション、来場者との交流会（写真は東京会場）を実施

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・フォーラムによる地域ネットワークの構築

ホームページやＳＮＳで情報提供
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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

国民運動にご参画いただくと・・・

ホームページに
企業ロゴを掲載

企業ロゴ入りポスターの掲示 facebook

2015年9月の国連サミットで採択され
た「持続可能な開発目標」（SDGｓ）の
推進に貢献していることを広くアピール
することができます。

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。

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。

ＳＤＧｓ推進に向け、わが国の取り組みを具体化
した「SDGｓアクションプラン2019」に「子供
の未来応援国民運動」が盛り込まれています。

ホームページやポスター、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。
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寄付の方法、
いろいろあります

・ 銀行振込やクレジットカードによる寄付
・ 店舗などで募金箱を設置
・ イベントなどで募金を呼びかけ
・ ポイントプログラムで寄付メニューを設置
・ 株主優待で寄付メニューを設置
・ 寄付付き商品を販売
・ 収益の一部を継続して寄付
・ 寄付型自動販売機を設置
・ 古本を集めて寄付【こどものみらい古本募金】
・ 古着を集めて寄付【こども服みらいファンド】
・ 従業員参加型のＣＳＲ活動と連携

・ 銀行振込やクレジットカードによる寄付
・ 店舗やイベント会場などの募金箱に寄付
・ ポイントプログラムの「寄付メニュー」を利用
・ 寄付付き商品を購入
・ 寄付型自動販売機を利用
・ 古本で寄付【こどものみらい古本募金】
・ 古着で寄付【こども服みらいファンド】
・ 物品で寄付【子供の未来応援『お宝エイド』】

［企業や団体で］

［個人で］
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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。

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。

銀行振込やクレジットで寄付したい、と思ったら

募金箱を設置したい、と思ったら

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＞

１

2

3

4

子供の未来応援国民運動推進事務局に連絡

「募金キット」を内閣府から提供

募金箱と広報物（チラシ、ポスターなど）
を設置

子供の未来応援基金へ寄付

内閣府 子供の貧困対策推進室
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1（中央合同庁舎8号館）
電話：03-6257-1438（直通）  FAX：03-3581-0699

複数箇所で募金を実施することも可能です。
振込の方法などはご相談ください。 組立型の募金箱 広報物のチラシ（例）

※領収書の発行など、くわしくは福祉医療機構のホームページ内「子供の未来応援基金」のページをご確認ください。
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ひろげよう、支援の輪

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合せ先】 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 合 せ 先】 独 立 行 政 法 人  福 祉 医 療 機 構   TEL 03‐3438‐0211
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