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すべての子どもに、
チャンスを。

全国の児童福祉施設の多くでは集団生活が行われてお

り、20名以上の子どもが一同に生活する「大舎」というタ

イプの児童養護施設も少なくありません。しかしそのよう

な大所帯では、親と暮らせない子どもたちの「家」として、

家庭的な環境を提供することはできません。

私たちは、「Chance Maker」という月々1,000円から

の継続寄付プログラムを運営し、施設の小規模化のため

の建て替えを支援しています。

Living in Peaceこどもプロジェクトの3つの事業

子どものいる施設の建て替え資金調達

■小規模施設への建て替えにあたって

国からの

補助金制度と無利息の

貸付制度の活用

Living in Peaceの

パートタイムNPOとしての

効率的な事業運営

認定NPOとしての

税制上の優遇措置

寄付の価値を約4.5倍とすることができます。

+ +

Chance Maker

B efo r e after
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現代の日本における深刻な社会問題のひとつが「子どもの貧困」と呼ばれる問題です。

経済的貧困が直接・間接の原因となり、実の親と暮らせなくなった子どもたちの

多くは、児童福祉施設や里親家庭などの社会的養護のもとに育ちます。

しかし、そうした環境下でもしばしば多くの問題が複雑に絡まり合い、

子どもたちの可能性が奪われています。

Living in Peaceこどもプロジェクトは、児童福祉施設の子どもたちの

支援を通じて、「子どもの貧困」という社会問題を可能なかぎり解決すること、

一人でも多くの子どもたちが自身の思いや夢を実現できる社会を目指します。
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　Living in Peaceは、「働きながら、社会を変える」を

モットーに、すべてのメンバーが他に本業を持ちながら

パートタイム（無償）で活動しているNPO法人です。現

在こどもプロジェクトには、商社、メーカーから映画制作

まで、多様な職種のメンバーが約60名所属しています。

　「働きながら、社会を変える」とは、単に「働いていてもできる社会貢献がある」とい

うだけのメッセージではありません。私たちは、ビジネスパーソンが本業で培ったスキ

ルや、成果・効率性重視のマインドを活かし、他業種の人材との創発的な関わりを持

ちながら活動することで、初めてなしうる社会貢献があると信じています。すなわち、

「働いているからこそできる社会貢献がある」のです。

　毎週末に定例ミーティングを行うほか、平日はGoogleの各種サービス、Slack

（チャットツール）、Skype（無料通話システム）などを利用したオンラインコミュニ

ケーションによって活動を進めています。メンバー同士が遠隔でも効率よくタスクを

進められるやり方を絶えず模索しています。

働きながら、社会を変える メンバー紹介

講義と見学・体験を組み合わせた多角的なプログラムを実施

全国的に8割近くの高卒生が大学や専門学校に進学するなか、施設出身者の進学率は2割強

にとどまります。それは、「施設生活は原則18歳（高校卒業）まで」という制限で施設を出ると、

家族からのサポートを望めない状況で、学業をしつつ、学費や生活費をまかなえるだけの収入

を得ることがきわめて困難だからです。

私たちは、「Chance Maker 奨学金」という月々1,000円からの継続寄付プログラムを運

営し、施設退所者の進学を支援しています。

施設を退所する子どもの進学支援Chance Maker 奨学金

児童福祉施設で暮らす子どもたちが、施設の生活で施設職員以外の大

人と接する機会は限られています。また、施設以前の生活でも、本来の養

育者が就労や生活に問題を抱えていた場合が少なくありません。そのた

め施設の子どもたちが世の中のさまざまな職業を知り、自分の関心や能

力に結びつけられるには、越えるべき高いハードルがあります。

私たちは、支援先施設の児童を対象に、色々な職業の現場を体験しつつ、

多様な働き方を知ってもらえるプログラムを通年で実施しています。

施設で暮らす子どものキャリア形成キャリアセッション

職業紹介

世の中にあるさまざまな職業を紹介

し、実際の職場見学やプロフェッショ

ナルへのインタビューを行います。

個別の進路支援

子どもたちの興味・関心に合わせ、

興味を持った会社や学校への見学

を調整、同行します。

宿泊イベント

子どもたちとの交流と、自主性・責任

感を身につけてもらうことを目的に、

宿泊イベントを開催します。
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キャリアセッションの企画を担当してい
ます。さまざまな職業の方との関わりを
通じ、支援している中高生とともに私自
身も学び成長していると感じます。

（アウトドア用品関連会社勤務）
上村 有樹子

弁護士の資格を生かし、法務を中心に
バックオフィス業務に注力しています。
メンバーが各自の強みを持ち寄って事
業を進められることが魅力の一つです。

（コンサルティング企業勤務）
朴 日豪

仕事と育児の合間を縫って、広報や法人
対応に携わっています。「職場での自分」
「母親としての自分」のほかにもうひとつ
の顔を持てることが喜びです。

（ICT企業勤務）
井澤 美智子
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筑波愛児園

今後の展開

　社会福祉法人筑波会が運営する筑波愛児

園・本園は、多くの子どもたちが一緒に暮らす

大舎制の施設として1973年に設立されまし

た。建物の老朽化が進んだため、そして、よりよ

い生育環境を子どもたちに作り出すために、

Chance Makerの仕組みを使って小規模施

設への建て替え、移転を実施することになりま

した。建て替えは2014年1月10日に竣工し、

子どもたちが住むすべての居住空間が、一人

ひとりの子どもに個室があり、一つひとつの家

に玄関があって台所もある、小舎制ユニットへ

と生まれ変わりました。

　2015年5月より上記建て替えのために筑波

愛児園が行った借入の返済が開始されたこと

にともない、Chance Makerによる寄付金を

用いて、筑波愛児園への支援を開始しました。

　筑波愛児園の建て替えには総額約4億円か

かり、そのうち約2億8,000万円を国からの補

助金、8,000万円を独立行政法人である福祉

医療機構からの借入金で調達し、残りの約

4,000万円を筑波愛児園が自己資金より捻出

しました。Chance Makerによる寄付金は、上

記の借入金の返済のために使われます。

　福祉医療機構からの借入金の返済期間は

15年間ですが、資金交付を受けた2013年4

月1日から最初の2年間は支払を留保されてい

るため、筑波愛児園は2015年5月から2028

年5月までの約13年間にわたって毎年約600

万円を返済することとなっています。600万

円のうち、約200万円は筑波愛児園が自己調

達するため、残りの約400万円をChance 

Maker にて返済します。2017年の筑波愛児

園に対する寄付金額は3,846,154円となり、

過去分も含めた筑波愛児園への累計寄付金

額は11,538,462円となりました。Living in 

Peaceが筑波愛児園に対して約束している支

援金額は総額50,000,002円のため、残額は

38,461,540 円となります。

　2015年4月、鳥取こども学園の児童心理治

療施設※1鳥取こども学園希望館の建て替えを

支援することを決定しました。鳥取こども学園

は、子どもの福祉分野のパイオニアで、子ども

第一の考えのもと、児童養護施設だけでなく、

乳児院や児童心理治療施設も施設内に備え

ています。2014年12月にはすでに全5ホー

ムのうち第1ホームから第4ホームまでの改築

が完了しており、最後の第5ホームが支援決定

後の2015年6月に完成し、2015年7月より

上記建て替えにともない福祉医療機構より調

達した借入金の返済が始まりました。

　施設の建て替えには、総額約2億6,000万

円がかかり、そのうち、約1億9,000万円を国

などからの補助金、5,000万円を福祉医療機

構からの借入金で調達し、残りは鳥取こども学

園が自己資金から捻出しました。Chance 

Makerによる寄付金は、上記の借入金の返済

のために使われます。

　福祉医療機構からの借入金の返済は2015

年7月より始まり、2030年までの15年間にわ

たって、毎年約330万円を返済予定です。330

万円のうち、約60万円は鳥取こども学園が自

己調達するため、残りの約2 7 0万円を

Chance Makerにて返済します。2017年の

寄付金額は1,375,000円となり※2、過去分も

含めた鳥取こども学園への累計寄付金額は

7,000,000円となりました。L iv i n g  i n  

Peaceが鳥取こども学園に対して約束してい

る支援金額は総額40,000,000円のため、残

額は33,000,000 円となります。

上記2施設に加え、2016年3月に新たな建て替え支援先の公募を実施し、複数の施設を運営方針、財務状況などの点から総合的に評価した結果、

2017年9月、社会福祉法人広島新生学園の児童養護施設の建て替えおよび児童心理治療施設※1の新設を支援することを決定しました。

新施設建築のための借入金2億7,400万円のうちの4,100万円について、2019年から2036年までの17年にわたる支援を予定しています。

※1：心理的な問題を抱える子どもたちに医師や心理療法士などによる治療を含む総合的なケアを行う施設

※2：2017年11月末時点の寄付金額となります。2017年12月末に同額1,375,000円を振込予定です。

Living in Peaceはこれまで、茨城県つくば市にある児童養護施設「筑波愛児園」（運営法人：社会福祉法人筑波会）、鳥取県鳥取市にある児童心理

治療施設「鳥取こども学園希望館」（運営法人：社会福祉法人鳥取こども学園）の2施設の建て替え支援を行ってきました。

鳥取こども学園希望館



奨学生からのメッセージ

施設で自分を支えてくれた職員のようになりたいと、福祉系の

大学に進学したSさん。大学の授業の一貫で保育の現場で実

習をした経験が将来につながることを実感し、保育所でボラン

ティアをしていきたいと考えているようです。

4年制大学の教育学科で福祉職を目指して学ぶAさん。進学

へのハードルだけでなく、卒業にもさらに高いハードルがある

環境ですが、アルバイトや学業にバランスよく励み、目標に向

けて努力を続けています。

　キャリアセッション事業は、福祉ではなくビジ

ネスの世界にいる私たちだからこそできるキャ

リア教育を行うことで子どもたちの将来の選

択肢を広げることを目指しています。これまで、

建て替え支援を行っている筑波愛児園の中高

生を対象に、メンバーや外部講師による職業紹

介や体験プログラムを行ってきました。

　2016年4月からはさらなる充実を図り、「おし

ごとリップ」という名称で新たなプログラムを開

始しました。「おしごとリップ」は、「しごと」と、

Living in Peaceの頭文字の「LIP」を合わせた

もので、さらにそこに含まれる「trip（旅）」という音

に、子どもたちにプログラムを通して仕事の世界

を冒険してほしい、という思いも込めています。

　2016年は、将来のキャリアについて考える

軸として仕事を7つの業種（製造業、小売業、医

療・福祉、スポーツ、IT、建築、金融）に分け、毎

月1業種ごとに講義や職場見学、体験を含むプ

ログラムを行ったほか、飲食業の体験も兼ねた

キャンプも実施しました。2017年は、筑波愛児

園で引き続きおしごとリップを実施するととも

に、他施設へのプログラム展開の検討を進め、

東京都内の1施設でトライアルを開始しまし

た。これにともない、プログラムに協力してい

ただける業界のプロフェッショナルや企業との

連携をさらに推進していきます。

現在奨学金を給付している2名の奨学生のメッセージをご紹介します。

期末テストに向けて今までの授業の復習

をし、わからないところを友達に聞いたりし

て、勉強に励んでいます。テストをしっかり

受け、単位を取れるようにがんばりたいと

思います。

小売業の回では百貨店の宣伝部の方を講師に迎え、
販売企画のワークショップを実施

　2017年で3期目を迎えた奨学金事業では、

計6名の奨学生に住宅費充当分として月々3

万円の給付型奨学金を支給してきました。同事

業では施設の子どもたちとの交流の場を設け

るなど、奨学生に後に続く子どもたちのロール

モデルとなってもらうことを目標の一つとして

います。奨学金事業の開始以来、奨学生の出身

施設では実際に進学者が増加しており、この点

については一定の成果が見られていると考え

ています。

　一方で、残念ながら奨学生のうち2名が退学

（1名は病気療養のため、1名は単位不足によ

る留年で学費が捻出できなくなったため）によ

り支給停止となりました。

　こうした現状を踏まえ、またこの数年で施設

出身者を対象とした行政・民間による奨学金の

選択肢が充実してきたことも鑑み、現在Living 

in Peaceでは困難を抱えた子どもたちが進

学・卒業という目標を成し遂げるために本当に

必要なサポートとは何かをあらためて議論し、

新たな支援スキームの検討を進めています。

Chance Maker奨学金事業の成果

キャリアセッション事業の成果
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しばらく働きすぎてしまったため今はアル

バイトは入れず、貯蓄でやりくりしていま

す。卒業まであと1年となり、学費の心配は

軽くなりつつあります。いつもご支援をい

ただきありがとうございます。とても助かっ

ています。



Living in Peace関西

宮崎県日南市の子どもの貧困対策支援事業に協力

メットライフ生命保険株式会社「ワンダラー・ドネーション」

インヴァスト証券株式会社「ミッションプロジェクト」

Cycling for Charity

　Living in Peaceでは以前から関西地区在住のメンバーが遠隔で活動に参加してきましたが、

2016年に関西地区での独自の活動を本格的にスタートし、勉強会の開催、児童養護施設やNPO

への訪問、里親説明会への参加などを通じて、関西地区における子どもの貧困の課題にどのよう

に取り組んでいくべきかを検討してきました。現在多様なバックグラウンドを持つ10名以上のメン

バーが活動しています。

　継続的な訪問や宿泊研修で子どもたちや職員の方々と交流を深めてきた大阪市・西成区（通

称・釜ヶ崎）の「こどもの里」では、メンバーのスキルを活かして経理の支援を開始しました。また、

奈良県大和高田市では新たに子どもの貧困解決と地域再生を目指すプロジェクトを始動していま

す。そのほか、施設退所後の自立支援ための専門家の勉強会に定期的に参加し、今後の支援の可

能性を探っています。

インヴァスト証券株式会社の社会貢献ポイントプログラム「ミッションプロジェクト」に寄付先団体として参加しました。

ミッションプロジェクトは、インヴァスト証券の「世界をもっと、良い場所にする」というミッションのもと、同社のFX

サービスの取引で付与されるポイントをお客様が認定NPO法人への寄付や社会貢献グッズとの交換に使用できる

というポイントプログラムです。2016年9月～11月の初回を経て、2017年は通年で実施されています。

日本オラクル株式会社の有志社員が中心となり、東京から北海道まで約2,500kmを自転車で走り寄付を募る

プロジェクト「Cycling for Charity」に寄付先3団体の1つとして参加しました。2017年7月8日に都内を出発

したチームは、代表・髙橋陽介氏以外のメンバーを交代しながら4週間かけて完走し、目標金額500万円を上回る

寄付を集めました。Living in Peaceのメンバーも一部の行程にライダーとして参加したほか、チームは途中で

筑波愛児園に立ち寄り、子どもたちに自転車の安全講習を実施してくださいました。

知見の共有と拡大

宮崎県日南市の子どもの貧困対策支援事業にアドバイザーとして協力し、貧困世帯

の実態調査を実施しました。初の自治体との連携となる今回の経験を踏まえ、今後は

政策提言や他自治体への調査展開を目指していきます。

宮崎県で子どもの貧困対策に取り組むSwing-Byと提携
同県内の児童養護施設の子どもたちの進学支援に取り組む任意団体Swing-Byと、

奨学生のサポートにおいて提携することを決定しました。

R&Dチームを発足
社会的養護におけるこれからの課題を見極め、より効果的な施策を策定することを

目指し、文献調査を通じた知見の強化・共有や既存事業の評価を行うR&Dチームを

発足しました。

Chance Maker数・寄付額の推移

ファンドレイジングの拡大
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■建て替え支援

■奨学金

2015年2月 2017年7月

2017年1月より、メットライフ生命保険株式会社が実施する社会貢献プログラム「ワンダラー・ドネーション(ODD)」

の寄付先4団体の1つとなりました。ODDは「生命保険販売を通じて、社会貢献活動を行う」という趣旨に賛同する

メットライフ生命のコンサルタント社員ならびに保険販売代理店の皆様が、同社の対象保険商品の新規契約数1件

につき50円（50セント相当）を寄付し、メットライフ生命も同額を寄付する仕組みです。



寄付金の推移

事業費の推移

■ご寄付をいただいた法人様（一部）

事業費は、主に児童福祉施設や奨学生に宛てた支払寄付金やキャリアセッション

に係る経費で構成されています。奨学生の増加により支払寄付金が増加したほ

か、日南市や新規支援施設の広島新生学園への訪問時の交通費によりその他

事業費が増加しています。

Living in Peaceこどもプロジェクトは寄付者の皆様からの受取寄付金を主な財源として活動しています。今年度はChance Maker奨学金と法人な
どからの寄付の増加により、堅調な収益となりました。また、宮崎県日南市の事業への協力に対し事業収益を得ています。なお、Living in Peaceは、
他に本業を持つパートタイムメンバーの活動するNPO法人であり、支払給与は発生していないため、経常費用には人件費は一切計上されていません。

MFSインベストメント・マネジメント株式会社 ユーロモニター・インターナショナル 日本オラクル株式会社

科目 2016年7月期❶
Ⅰ.経常収益
　1.受取会費
　2.受取寄付金
　3.事業収益
　4.その他収益
　5.積立金戻入益
　経常収益計
Ⅱ.経常費用
　1.事業費
 （1）人件費
 （2）その他経費
　2.管理費
 （1）人件費
 （2）その他経費
　経常費用計
　当期経常増加額
Ⅲ.法人税等
　当期正味財産増加額

157,000
24,525,156
210,000
8,502

0
24,900,658

0
▲9,356,729

0
▲864

▲9,357,590
15,543,068

0
15,543,068

2017年7月期❷ 前年同期比❷-❶

106,000
1,681,900
2,120,000
▲8,004

0
3,899,896

0
▲1,966,300

0
▲9,360

▲1,975,660
▲1,924,236

0
▲1,924,236

263,000
26,207,056
2,330,000

498
0

28,800,554

0
▲11,323,026

0
▲10,224

▲11,333,250
17,467,304

0
17,467,304

金額（単位：円）

奨学金事業
支払寄付金

児童養護施設宛
支払寄付金

児童福祉施設関連

児童福祉施設関連

奨学金事業関連

奨学金事業関連

一般受取寄付金

一般受取寄付金

〈2017年〉

〈2016年〉

■単発寄付
■継続寄付

0 500 1,000 1,500
（万円）

その他事業費

0 100 200 300 400 500 600 700
（万円）

児童福祉施設関連受取寄付金
児童福祉施設の建て替えに用いるためのChance Makerに係る寄付金。
寄付プログラム「Chance Maker」からの継続寄付、単発寄付ともに同水準
で推移しています。

一般受取寄付金
Chance Maker、Chance Maker奨学金以外の寄付金。

奨学金事業関連受取寄付金
児童福祉施設退所後の子どもの進学を支援するChance Maker奨学金に係
る寄付金。寄付プログラム「Chance Maker奨学金」からの継続寄付が順調に
増加しています。

活動計算書（Living in Peace こどもプロジェクト）

■2017年
■2016年



御 礼とごあいさつ

理事長　慎 泰俊

団体概要
〈寄付のご案内〉

Chance Maker

〈スポット寄付〉

Living in Peaceでは、一緒に活動するメンバーを随時募集しています

　いつも私たちを物心両面でご支援くださり、ありがとうござい

ます。皆様に支えられ、Living in Peaceは創立10周年を迎え

ました。

　ここまで続けてきた結果、社会課題に関わる人に必要な資質が

わかったように思います。一度決めたら継続する熱意と、他人に共

感する心と、自分の頭で考えられる力さえあれば、他には何もいら

ないようです。私たちがそうであったように、何も知らない分野に

おいて活動を始めた初期には現場の人々に迷惑をかけるかもし

れません。しかしこの３つの資質を備えている人なら、軌道修正を

しながら前進し、現場の人々と信頼関係をつくり、世の中をよりよ

い場所に変えていくことができます。

　活動から10年が経ち、Living in Peaceはそうした人が大勢

集まる場になりました。こどもプロジェクト、マイクロファイナンス

プロジェクトを合わせた正会員は100人を超え、創設者である私が

本業関連で日本を留守にしていても事業が粛々と回るようになり

ました。また、近年におけるLiving in Peaceの新しい取り組みの

ほぼすべては、メンバーが自発的に始めたものです。

　10年かけてこれだけの組織ができあがりましたので、私は

2018年3月末をもってLiving in Peaceの理事長を退任し、今後

は正会員として関わりを続けることといたしました。誰もが働きなが

ら関わることができる社会活動のプラットフォームであるLiving in 

Peaceにおいては、理事長も交代し続けるのが望ましいと私は信

じています。

　寄付者の皆様をはじめ、これまでLiving in Peaceにさまざま

な形で関わってくださったステークホルダーの皆様に、あらためて

心より御礼申し上げます。Living in Peaceはこれからも世界を

よりフェアな場所にするために尽くしていきますので、変わらぬご

支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人Living in Peace

2007年10月28日 結成

2009年4月13日 NPO法人格取得

2012年7月16日 認定NPO法人の取得

慎 泰俊（しん てじゅん）

鈴木 瞳、中里 晋三

小田切 貴大、小林 紀方、龔 軼群、横山 正宏、渡瀨 直美

〈2017年10月現在〉107名、うち60名がこどもプロ
ジェクト在籍（全スタッフがパートタイム）

月々の継続寄付のほか、ご都合のよいときに銀行振込で寄付い
ただくことも可能です。金額も、ご自身で設定していただけます。
ご支援いただける方は、下記宛にお振り込みください。

月々1,000円～、クレジットカードによる
継続寄付をしていただけます。

単発のご寄付で領収書発行をご希望の方は
kodomo@living-in-peace.orgまで、
お名前とご住所、お振込日、金額を明記の上、ご連絡ください。

楽天銀行第一営業支店(251)

本業の仕事に加えて、子どもの教育や将来に興味がある、社会貢献やNPO活動に関心があるなど、

Living in Peaceの活動に興味を持っていただけましたら、まずはお気軽にミーティングの見学にお越しください。

ミーティング見学のお申込みはこちらから▶http://www.kodomo.living-in-peace.org/meeting

事業部門 運営部門

組織図

名 称

理 事 長

副理事長

理 事

スタッフ

：

：

：

：

：

http://www.kodomo.living-in-peace.org/donation
登録はこちらから

総務 法務

広報 法人
営業

経理

こどもプロジェクト

アドバイザー理 事 長

総 会

監 事

マイクロファイナンス・
プロジェクト

普通口座 7282157口座番号

特定非営利活動法人Living in Peace
教育プロジェクト口座

口座名義

カナ表記 トクヒ）リビング イン ピース キョウイクプロジェクトコウザ

Chance Maker
建て替え

Chance Maker
奨学金

キャリア
セッション R&D

関 西


