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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（2016年３月１日より開始、
毎年３月～５月に実施）。

2021年から「セブンマイルプログラム」の寄付メニューに子供の未来応援
基金を新設。募金箱を設置する期間中、マイルで寄付できるようになりました。

すかいらーくグループは、ガスト、バーミ
ヤン、ジョナサン等の全国の約3000店舗
で募金箱を設置（２０１９年４月１日より
開始、通年実施）。

（株）ハーバー研究所
は、本社やグループ会
社、直営店など約20
カ所に募金箱を設置
（2021年２月１日より
開始、通年実施）。

店舗で募金活動を実施

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。

食を通じて地域社会に貢献する企業として、子供たちの力になれば、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なればという想いで活動しています。

子供の輝く笑顔と未来
を願い、子供食堂への食
材支援も行っています。

多くの企業によって支援の輪が広がっています。～企業の活動紹介～

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。

スポンサー企業の皆様に、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。
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寄付型食品
自動販売機

（株）NTTドコモは、「dポイントクラブ」に寄付メニューを
設置してdポイントによる寄付を受付。

スマホ・パソコンで
寄付ができます！

チャリティーグッズも販売

「dポイントクラブ」で
「つかう」を選択

ポイントプログラムや株主優待に「寄付メニュー」を設置

寄付型自動販売機を設置（売上げ1本につき10円を基金に寄付）

０１２０-９３７-６５０ info@kjf.or.jp
資料請求・設置のお問い合わせ

特定非営利活動法人 
寄付型自動販売機普及協会

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。

楽天グループは楽天クラッチ募
金「新型コロナウイルス感染症
対策支援募金」の寄付先として
当基金を指定。 

国民運動によって、子供たちに温かい目配りがされ、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と願っています。

ドコモの回線をお持ちでない方も、「dポイントクラブ」へのご入会で、寄付していただくことが可能です。

「寄付」を選択

日本精工（株）（ＮＳＫ）
オフィスや工場に1７台
を設置

（株）サンセイランディック
企業ロゴを入れることが
できます

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

KDDI（株）
オフィスなどに
６台設置
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（株）オランダ家は、2018年9月から「ミッフィーサブレ」の
売上げの一部を寄付。募金箱も各店に設置。2021年1月、
新たに「メラニーサブレ」も寄付付き商品として販売開始。

PayPay（株）は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の
支援アイテム「きせかえ」を購入して基金に支援できるキャン
ペーンを実施（2020年７月から３週間）。

海老名サービスエリア（下り）
などで販売中（同社オンライン
ショップでも購入可）。

寄付付き商品や収益から寄付

代表取締役  永野 健一さん

綜合警備保障（株）（ＡＬＳＯＫ）
は、ホームセキュリティ関連商品
の収益の一部を寄付。契約者向
け季刊誌でも普及啓発に協力。

（株）フォレスト・ワンは、プレオ
ルソ（こども歯ならび矯正装置）
を寄付付き商品として医療機関
向けに販売。

報道で基金のことを知り、商品名「横濱みらい」
と重なりました。WISH（希望）・BON （良い）の
社名の通り、良いお菓子をつくって、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）北海道銀行が「道銀SDGｓ私募債」の発行手数料の一部
を基金に寄付できるしくみを創設。

（株）ウイッシュボンはお菓子
「横濱みらい」の売上げの一部
を基金に寄付。
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6 古本などを回収して寄付するしくみを創設

これまでに13万冊を回収

（株）バリューブックスは、読み終えた本等
を買い取り、査定額を寄付する「こどもの
みらい古本募金」を創設。これまで70万冊
以上を回収（2021年２月末現在）。

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、25,256冊を集め、寄付 
（202１年１月末現在）。

＜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から申込み 本の送り主名で査定額を寄付

学生服のリユース店
さくらやを運営する
（株）サンクラッドは、
「学生服未来応援ファ
ンド one support」
を創設。企業等に
学生服回収ボックスを設置。

TMコミュニケーションサービス（株）は、
物品等買い取りサービス「お宝エイド」を
活用して基金に寄付。

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（2020年12月末現在、約120社・約1400店舗）。

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 品川本社

こどものみらい古本募金

第一生命保険甲府支社は
地域密着の取組として実施

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

（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。

・ 書き損じはがき・年賀状
・ 金・貴金属・宝石類
・ ブランド品・時計

・ 未使用切手・記念切手
・ 骨董品・絵画・掛け軸
・ 記念コイン・メダル

・ 図書券・テレカ・各種金券
・ カメラ・レンズ
・ スマホ・タブレット

寄付できるもの

など
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7 情報発信の協力

対談の様子は子供の未来応援国民運動YouTubeチャンネルで動画配信しています。
https://www.youtube.com/watch?v=A-JMgJGGIpU

スタッフルームにもポスターを
掲示し、ＳＮＳで発信。

ドラマ内でポスターを掲示。
（左から東根作寿英さん、名取裕子さん、新川優愛さん）

こども陶器博物館の
企画展で国民運動の
パンフレットやシー
ル等を配布。

日本生命保険相互会社は、ビラを作成し、
営業職員のネットワークを通じて広報
活動を実施。

子供の貧困、困っている子供が見えにくく
なっています。子供の未来応援国民運動
への参加を広く呼びかけ、子供たちを物心
両面で応援していきたいと思います。

子供たちをサポートしている人を支え、心の
余裕を作ることも必要だと思います。お節
介をやきたい人は日本にまだたくさん
いらっしゃると思うんですよね。まず知っ
ていただくことが大切だと思います。

ドラマ「さくらの親子丼」※において、子供の未来応援国民運動のポスターの使用、国民
運動に関するSNS発信等のご協力を頂きました。2020年11月には、主演の真矢ミキさん
が坂本哲志内閣府特命担当大臣を表敬訪問し、社会全体でさまざまな課題を背負った
子供たちを支えることの重要性について対談を行いました。
（※）東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで2020年10月から12月まで放送。虐待などさまざまな事情で家に
居場所がない子供たちが一時的に避難でき、羽根を休め、今後を模索する「子どもシェルター」が舞台のドラマ。

©東海テレビ/アップサイド
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広報活動にご協力ください

“ミッフィー”で知られる絵本作家でグラ
フィック・デザイナー、ディック・ブルーナさん
のイラストです。あたたかみのある手描きの線
や鮮やかな色使いなどが特徴で、誰かの助け
が必要な人たちのために、自分が描いたもの
が役立ったらうれしい、との想いから、これま
でも世界各国の社会活動に協力しています。

店舗やイベントなどで募金活動をして、子供の未来応援基金にご寄付
いただく方には、国民運動のイラストが入った募金箱をご活用いただけます。

ポスターなどに描かれたイラストは？

子供の未来応援国民運動推進事務局
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1（中央合同庁舎第8号館）  電話：03-6257-1438（直通）　FAX：03-3581-0699

内閣府 子供の貧困対策推進室

お問い合わせはこちらへ

PHOTO ： F.André de la Porte 

国民運動のポスターやチラシ、バナーなどをご提供しています。
子供たちへの支援を広めるため、企業や学校、地域などでぜひご活用ください。

募金箱をご提供しています

企業ロゴを入れて
作成いただけます。

ポスター チラシ

バナー

子供の未来
応援基金

子供の未来応援国民運動
夢を、貧困につぶさせない。

子供食堂や学習支援などを応援し、
子供たちに笑顔と夢を届ける基金です。

子供の未来応援国民運動
夢を、貧困につぶさせない。

子供の未来応援国民運動
夢を、貧困につぶさせない。

市販の
募金箱に貼る
シールをご提供

組立方式の
募金箱をご提供
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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。

寄付の方法は、銀行振込またはクレジットカード決済があります（P.２２）。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。

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）
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ＳＤＧｓの推進に貢献する活動として

子供の未来を応援する活動に取り組むことにより、
SDGs推進に貢献することができます。

子供の貧困対策は、2015年9月の国連サミットで採択さ
れたSDGｓ（Sustainable Development Goals：持続
可能な開発目標 ）のゴール１に位置付けられています。

「子供の未来応援国民運動」は、2020年12月に政府の
SDGｓ推進本部が決定した「SDGsアクションプラン
2021」に主な取組の一つとして盛り込まれています。

「感動体験プログラム」は2018年に始めた、小学生の放課後に豊かな体験を届ける取り組み

です。STEAM分野をテーマとして、AIやVR、プログラミング体験、アニメづくり、ミュージカルなど

ソニーグループの技術やコンテンツを活かした多様なワークショップを実施しています。

きっかけは、子供の貧困および教育格差という社会課題を解決したい、という想いでした。「For 

the Next Generation」というスローガンのもと、子供たちへの支援活動を長年続けてきた

ソニーですが、貧困の連鎖を断ち切るためには教育の機会、体験の機会を届けることが必要と

考えます。普段の勉強だけでは身につけるのが難しい「生きていく力」を育む感動体験を届ける

ことにより、自分の将来を夢見るきっかけをつかんでほしいと願っています。

特に、経済的状況や地域差などの影響により体験機会が十分ではない子供たちのために感動

体験を提供するべく、今後も放課後NPOアフタースクール、日本財団、子供食堂などのパート

ナーとも連携しながら、プログラムを広げていきます。

ソニーグループ株式会社
教育格差の縮小に向けて「感動体験プログラム」を提供

ＳＤＧｓ  × 子供の未来応援

CSRグループ シニアマネジャー 岡田 康宏氏

※本活動は子供の未来応援国民運動が主催するイベントの広報記事で紹介しています。
　https://ampmedia.jp/2021/03/09/sony_for-the-next-generation/
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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。

「子供たちのためにモノや体験を無償提供したいが、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（くわしくは内閣府ホームページへ）。

・ 全国子どもの貧困・教育支援団体協議会
・ 全国こども食堂支援センター・むすびえ
・ 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構成団体概要

一般社団法人全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 【 学 習 支 援 】 

２０１５年１１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】 

２０１８年１２月設立。すべての子供が、行きたいときに気軽に行けるように、子供が歩いていけるところに安心・安全
な子供食堂がある、という状態の実現を目指す。そのために、❶ 地域ネットワーク支援事業、❷ 企業・団体との協働事業、
❸ 調査研究事業の３つの軸で事業を行っている。

NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ【 子 供 食 堂 】 
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モノの提供

出前授業など「体験」の提供

全国44カ所の学習支援施設に試験
対策書籍や総復習ドリルなどの学習
教材を7,822冊寄贈しました。

（株）Z会ソリューションズ × 学習支援団体

岡山県など６県で展開する食品
スーパーの商品をフードバンクが
近隣店舗で直接受け取るしくみを
開発。運送の負担軽減と、期限が
迫るものも提供可能となり、食品
ロスの大幅削減になりました。

（株）ハローズ × フードバンク団体

感染症対策を徹底しつつ、学びを支え
る活動が求められていることを踏まえ、
学習支援団体に通う子供たちに自社が
取り扱う輸入マスク775枚を寄贈しま
した。

日本コーバン（株） × 学習支援団体

フードバンク・フードドライブに協力

毎年1カ月間、全国約２,０００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３１団体に寄贈しました。

（株）カーブスジャパン × フードバンク団体

福岡県内の店舗従業員がボラン
ティアでフードバンク活動を支援
しています。

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。

クラウドファンディングで資金を
募って地元・横浜市の子供食堂や
フードバンクとともにイベントを
実施。選手と子供たちをオンライン
で結び、夢について語り合いました。

横浜ＦＣ ×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

盛岡市の子供食堂で、地元企業と
ともに職業体験や工場見学など
を実施。働く大人たちとの出会い
が、職業観や将来を広げる機会と
なっています。

岩手電力（株） × 子供食堂ギャップジャパン（株） × フードバンク団体

マッチング事例

©YOKOHAMA FC
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情報を知りたいと思ったら？

ホームページ、Facebookを見る

各種イベントに参加する

子供の未来　応援

ホームページ
基金の活用事例や
企業の活動事例、各種
情報を掲載しています。

支援を行う団体や企業、行政の関係
者等が集い、ネットワークの形成を
図る「子供の未来応援フォーラム」
など各種イベントを開催しています。

講師派遣を依頼する

経営者のセミナーや会員組織、業界団体な
どで行う勉強会に資料提供や講師派遣を
行っています。企業や団体の活動事例など
をお伝えすることもできます。

Facebook
団体や企業の取組、
国の動向など最新情報
をお届けしています。

QR

堀潤氏の司会で、ライオン（株）、
日本ロレアル（株）、NPO法人キッズドアの
事例紹介などを行いました。

2020年度は、3月にオンラインイ
ベント「ＳＴＯＰ子供の貧困。企業    
が行うＳＤＧｓ達成に向けたアク
ション～いま始めるべき、コロナ
禍での取組とは」を
開催しました。
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ご寄付いただいた
すかいらーくグループに
衛藤晟一大臣（当時）から
感謝状を贈呈

あなたの寄付が、
子供たちの

チカラになります

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

クレジットカードと銀行振込の2通りあります。振込先の銀行口座は下記の通りです。

・ 「振込依頼書」は、国民運動推進事務局に「寄付申込書」をお送りいただければ、送付いたします。
・ 「寄付申込書」については独立行政法人福祉医療機構［03－3438－0211］にお問い合わせください。
・ 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」をご確認ください。

寄付方法

法人の場合、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額まで
損金に算入することができます。損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額などによって異なります。

損金算入限度額 ＝ （資本金等の金額 × ０.３７５% + 所得金額 × ６.２５%） ÷ ２
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。

個人の場合も、特定公益増進法人に対する寄附金としての「特定寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除（所得控除）を
受けることができます。

税制優遇

ご寄付に感謝

寄付額に応じて総理、大臣から感謝状をお贈りします。
一定額以上については、紺綬褒章授与の対象となります。
ホームページ、Facebook、企業ロゴ入りポスター、パンフレット
などでご紹介させていただくことがあります。
活動報告「Monthly Report」をお送りします。

●

●

●

２00円で
子供食堂の
食材費1食分を
確保できます
※せいじゅん たすけあい

こども食堂より

８00円で
学習支援の

ボランティアを１時間
確保できます
※熊本私学教育支援

事業団より
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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…
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【国民運動について】 内閣府子供の貧困対策推進室　TEL 03-6257-1438
【 基 金 に つ い て  】 独立行政法人 福祉医療機構   TEL 03‐3438‐0211


