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特定非営利活動法人ライツオン・チルドレンは、2014 年に設立した NPO です。私たちが支援するのは、「社会
的養護」のもとで暮らす子どもや、社会的養護のもとで暮らした経験がある出身者です。

社会的養護（または社会的養育）は児童福祉の一部で、保護者のいない子どもや虐待を受けた子ども、厳しい貧
困の状態にある子どもなどを、公的な（国・自治体の）責任で保護・養育することです。保護者のもとでは適切
な養育が受けられないと判断された子どもは、児童相談所の権限で児童養護施設・乳児院や里親・ファミリーホー
ムに委託されます。
全国の児童養護施設・乳児院・里親・ファミリーホームで暮らす子どもは約 3,5000 人います。これに加えて、
自立援助ホーム、児童心理治療施設、児童自立支援施設で暮らす子どもが約 3,200 人、母子生活支援施設で母親
と一緒に暮らす子どもが約 5,600 人います。これらを合わせると、43,600 人あまりの子どもが社会的養護のもと
で暮らしています（厚生労働省「社会的養育の推進に向けて」令和 3 年 5 月）。

多くの施設は民間が運営していますが、子どもの措置（委託）は児童相談所、つまり自治体が行っています。子
どもたちの衣食住と教育にかかる主な費用は国と自治体が負担し、基本的に保障されています。

ただ、子どもの福祉のために、公的な制度のもとでなければできないことがある一方で、民間だからこそ発揮で
きる柔軟さや迅速さもあります。子どもの育ちの機会を保障し、子どもの可能性を拡げるため、ライツオン・チ
ルドレンは公的な制度と民間の資源の間に立って、両者をつなぐ活動に取り組んでいます。いろいろな立場の人
が力を合わせて、子どものためにより良い社会を創っていくことを目指します。

社会的養護とライツオン・チルドレン

SDGs（持続可能な開発目標）と関連する活動をしています
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平素よりライツオン・チルドレンの活動にご支援、ご協力いただき厚く御礼申し上げます。
当法人は企業・個人の皆さまからのご寄付に支えられ、そして社会的養護関係者の皆さまのご協力のもと、活動
8 年目を迎えることができました。

ライツオン・チルドレンは「社会的養護やそこで暮らす子ども」にむけて、「社会人、社会の資源」を結びつけ、ニー
ズに合った支援を行うことをミッションとして作った団体です。2020 年、コロナ禍でコミュニケーションのオ
ンライン化が余儀なくされる中、私たちは社会的養護の子ども達のデジタルデバイド（情報格差）を真っ先に危
惧しました。コロナ以前から社会的養護の子どもに向けてパソコン講習会を開催し、パソコンをプレゼントする
活動をしてきた経緯もあって、まず 2020 年の春に 1 都 3 県の施設にパソコンを多数寄贈し、その後は子どもに
向けたパソコン寄贈＆講習会のオンライン開催に取り組みました。

社会的養護の施設では、様々な事情の子ども達が一緒に暮らしています。プライバシーや安全性に配慮しながら
子ども達が利用できるインターネット環境を整備することは、簡単なことではありません。しかしながら、子ど
も達が社会生活を送る上で、インターネットはもはや必要不可欠なインフラのひとつになってきました。これま
で社会的養護の施設では「危険だから避ける」という考え方が一般的だったと思いますが、「危険なこともある
から、安全に使えるように教える」にシフトしていく必要があると私たちは考えています。
そこで令和 2 年度には、社会的養護の職員の皆様に向けた「IT セキュリティ / リテラシー」の研修を準備し、令
和 3 年度から研修を実施しています。子ども達のもっとも身近にいる職員の皆さまに学んで頂くことで、日常生
活の中で、インターネットの良い点や危険な点を子ども達と一緒に考え実践して頂くことが、子どもの利益に繋
がると考えています。

コロナ禍で IT を使った取り組みを進めている状況ではありますが、私たちは「実際に会って時間や体験を共有
する」という、これまで行ってきた活動も大切にしていきたいと思っております。先行き不透明な状況ではござ
いますが、ライツオン・チルドレンに何ができるのか、何が求められているのか、引き続き模索していきたいと
思います。

今後も皆さまのお力添えを頂けますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

ご挨拶 立神  由美子
理事長
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子ども・出身者に向けた活動

社会的養護の施設職員に向けた活動

企業などとの協働

社会的養護について広く発信する活動

児童養護施設や里親などの社会的養護のもとで暮らす高校生や
出身者に向けて、パソコンの講習会やパソコンを提供したり、
仕事について学ぶプログラムを提供したりしています。

主な事業

社会的養護の施設職員に向けて、令和 3 年度からＩＴセキュリ
ティ / リテラシーの研修を提供しています。

企業が社会的養護の現場のニーズをとらえた社会貢献活動がで
きるよう、寄付などのコーディネートを行っています。また、
社会的養護に関する企業内セミナーの活動に取り組んでいます。

社会的養護や関連するトピックに関する情報発信、理解促進の
活動を行っています。

2018 年  企業内セミナー

2018 年  パソコン寄贈＆講習会

2018 年  社会で子育てドットコム

2015 年  ジョブリハ  ホテルの仕事（撮影  LIFE.14）

2014 年から「e2 プロジェクト」として行ってきた活動は令和 2 年度に再編し、2021 年から
2 つの取り組みに分かれました。今後は (1) 企業からライツオン・チルドレンへの使用済みパ
ソコンの寄付と、(2) ライツオン・チルドレンから社会的養護の子ども・出身者へのパソコン
寄贈＆オンライン講習会の２つの取り組みをそれぞれ行います。(1) によってライツオン・チル
ドレンが得る収入は、(2) の活動に限らず、ライツオン・チルドレンの様々な非営利活動の費
用に充てさせて頂きます。
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新型コロナ緊急対応

ライツオン・チルドレンは、令和 2 年度の 4 月から 5
月にかけて「新型コロナウィルス緊急対応」として、
首都圏の 1 都 3 県の児童養護施設 61 か所にノートパ
ソコン 302 台を贈りました。また、東京の自立援助ホー
ム、母子生活支援施設、乳児院にも 26 台のパソコン
やタブレットを贈りました。
当時は全国一斉の休校が続き、学校や塾でオンライン
の活用が始まっていました。児童養護施設などではパ
ソコンなど機器の数が足りないことが課題になると考
えた私たちは、都内の児童養護施設にアンケートを
とって施設のニーズをプレスリリースで発信し、施設
にパソコンを贈る取り組みのために寄付を募りまし
た。ライツオン・チルドレンの発信は東京新聞、毎日

新聞、NHK ニュース「おはよう日本」などで取り上
げられ、大きな反響を頂きました。1 か月半の間に、
企業４社と個人の方々から合計 900 万円以上の寄付を
頂き、パブリックリソース財団の「ゴールドマン・サッ
クス緊急支援子ども支援基金」からも 200 万円の助成
を頂きました。おかげさまで、5 月末までに、先述の
とおり 328 台のパソコンなどを届けることができまし
た。パソコンは子どもの学習のほか、余暇にも活用さ
れました。スタッフにかかる費用を除いた経費は、
950 万円あまりとなりました。
この取り組みに関連して、資生堂社会福祉事業財団の

『世界の児童と母性』2021 年 4 月号に、理事の伊丹桂
が寄稿しています。

また、令和 2 年度初頭の全国的なマスク不足の中、子
どもが生活する児童養護施設などでもマスク不足が問
題になっていました。ライツオン・チルドレンは東京
都社会福祉協議会 児童部会からご相談を受け、以前か
らつながりがあった企業に協力して頂いてマスクの寄
付を募りました。事業者が備蓄していた不織布マスク

や、従業員の方々が「おうちじかん」を活かして手作
りしてくださった布マスクなど、合わせて約 4,800 枚
が集まりました。ライツオン・チルドレンが集約して
5 月に児童部会にお届けし、そこから東京の児童養護
施設・自立援助ホームなどでご活用頂きました。

子ども・出身者に向けた活動令和 2 年度
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パソコン寄贈＆オンライン講習会

この事業は、休眠預金等活用法に基づく新型コロナウイルス対応緊急支援として、
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンによる助成（2020 年 11 月～
2021 年 11 月）を受けて実施しています。（特別回・試行版を除く）

パソコン寄贈＆オンライン講習会
開催日程：1 月～ 3 月に毎月 2 回ずつ
対象：1 都 3 県の社会的養護の施設で暮らす高校最終学年の人および出身者
参加者数：37 人  /  パソコン寄贈台数：37 台

パソコン寄贈＆講習会（オンライン試行版）
開催日程：7 月、9 月、10 月、11 月に各 1 回ずつ
対象：東京の一部の児童養護施設などで暮らす高校最終学年の人
参加者数：14 人  /  パソコン寄贈台数：14 台

パソコン寄贈＆オンライン講習会  特別回 in 高知県
開催日程：2 月に 1 回
対象：高知県の児童養護施設などで暮らす高校最終学年の人および出身者
参加者数：8 人  /  パソコン寄贈台数：8 台

とても勉強になりました。パソコンの操作は思っていた

以上に難しかったです。今後は教えて頂いたことを生か

して使っていきたいと思います。そして、大切に使わせ

て頂きます。本当にありがとうございました。

大学に進学した児童は、頂いた PC でリモート授業を受

けたり、レポートを作成することに活用しているようで

す。お金に余裕がない児童達は、新品を購入することも

困難ですので、大変感謝しております。

⸺参加者・18 歳

⸺児童養護施設・職業指導員

社会的養護のもとで暮らす高校生や出身者に向けて、
ノートパソコンと IT リテラシーなどの講習会を無償
で提供しています。
ライツオン・チルドレンでは対面でのパソコン寄贈＆
講習会（e2 プロジェクト パソコン講習会）を 2014 年
から行っており、令和 2 年度も引き続き開催する予定
でしたが、新型コロナウィルスの影響で 4 月から 7 月
までの予定をすべて中止しました。7 月からビデオ会
議を使った開催を試験的に始め、その後感染状況の推
移を見ながらボランティアの参加を断念し、1 回 3 時
間の形でリニューアルして、2021 年 1 月から正式に

再開しました。
提供するパソコンは再生品で、ライツオン・チルドレ
ンでセットアップし、動作確認をしています。講習会
修了時に正式にプレゼントとなります。
講習会はビデオ会議で行い、IT のセキュリティやリテ
ラシーに関する基本事項を解説するほか、Google ス
プレッドシートを使った表計算の操作を取り扱ってい
ます。
対象地域を東京から周辺 3 県に広げたほか、令和元年
度に引き続き高知県の児童養護施設の高校生に向けた
特別回をリモートで開催しました。
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ジョブリハ　プログラミングの仕事

ある仕事をテーマに 1 年かけて職業体験やスキルト
レーニングをする「ジョブリハ」。「プログラミングの
仕事」の令和 2 年度は、新型コロナの影響で急遽、す
べてのセッションをリモートで行うことになりまし
た。前年度から継続して 3 人の高校生・専門学校生が
参加しました。ソフトウェアの操作の面でも講師と参
加者の関係性の面でも、最初の 1 年間の蓄積に助けら
れて、突然のリモート移行も乗り切ることができまし
た。5 月から 2 月にかけて 10 回のセッションを行い、
ゲームエンジンの Unity を使ったゲーム作成に取り組
みました。
ジョブリハは、必ずしもテーマとなっている仕事への
就職を目指すものではありませんが、「プログラミン
グの仕事」に参加した高校生のうち 3 人がゲーム、プ
ログラミング関連の仕事を希望しています。

令和 2 年度はジョブリハ「ホテルの仕事」も実施予定
でしたが、新型コロナの影響で中止しました。

食品の宅配など

児童養護施設・里親家庭の出身者の拠り所のひとつに
なれればとの思いから、ライツオン・チルドレンのス
ペース「ロッカーズ・ルーム」を開けて遊びに来られ
る日を令和元年度から毎月 1 回開催していました。令
和 2 年度も継続する予定でしたが、新型コロナの感染
リスクを十分にコントロールすることができないと判
断して、中止しました。
夏に 1 度だけ、屋外の飲食スペースを借りて食事をす
る会を行いました。また、不定期ではありますが、食品・
お菓子などの宅配も 3 回行いました。支援企業から頂
いた食品やお菓子も活用させて頂きました。
新型コロナの影響で仕事が減るなどした人もおり、就
職・転職に関する相談に乗りました。

※令和元年度の様子
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社会的養護職員のためのＩＴセキュリティ / リテラシー研修

ライツオン・チルドレンは令和 3 年度より、社会的養
護施設の職員の方々に向けた、IT セキュリティ / リテ
ラシーの基本を学ぶ研修をスタートしました。令和 2
年度は研修内容の作成などの準備を進めました。
情報や IT（ICT）を活用する力は、基本的な生活能力
の一部になってきています。コロナ禍による生活スタ
イルの変化や国の GIGA スクール構想などによって、
子どもの IT 利用は当たり前のものになりつつありま
す。施設職員などの養育者も IT に関するセキュリティ
対策やリテラシーを身につけ、子どもに教える役割が
期待されます。
子どもが生活する施設は、事業者という側面と家庭と
いう側面を併せ持っています。私たちは職員の IT 利
用と子どもの IT 利用の両方に焦点を当てて、施設で
取り組むべき事項、理解しておくべき事項を洗い出し、
研修を作成しています。

この事業は、公益財団法人東京都福祉保健財団の「子供が輝く東京・応援」
事業による助成（2020 年 4 月～ 2023 年 3 月）を受けて実施しています。

社会的養護の施設職員に向けた活動令和 2 年度
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企業などとの協働

寄付のコーディネートなど

日本におけるドイツ銀行グループの母子生活支援施設
への助成の事務局を担当しました。新型コロナウィル
スの影響を受けた子どもや女性の支援を目的として、
ドイツ銀行グループ様が資金を拠出し、ライツオン・
チルドレンは事務局として各施設とのやり取りを担当
させて頂きました。都内の母子生活支援施設を対象に、
緊急に保護される方々のための物品購入などの費用と
して４施設に総額 78 万円あまりが寄付されました。

ライツオン・チルドレンへの使用済みパソコンの寄付

ライツオン・チルドレンでは、企業などの皆様から、
使用済みパソコンの寄付を受け付けています。使用済
みパソコンは、回収させて頂いて検品・データ上書き
作業を実施し、リユース（再生）します。リユース事
業者が機器を買い取ることでライツオン・チルドレン
は収入を得て、活動資金とさせて頂きます。令和 2 年
度は 24 社にご参画頂きました。
回収・検品・データ上書きとリユースは、日本 IBM（日
本アイ・ビー・エム株式会社）が担当します。パソコ
ン（デスクトップ、ノート、その他）、タブレット、スマー
トフォンが対象で、基本的にすべてのメーカーの製品
が回収可能です。1 か所で 1 度に 30 台程度かそれ以
上のパソコン類があること、スペックや状態が一定以
上であることを条件とさせて頂いています。

また、六本木のラグジュアリーホテル、グランド ハイ
アット 東京様から児童福祉施設へ向けたテレビ寄贈の
ためのコーディネート（連絡調整・取りまとめ）を担
当し、72 台のテレビの寄贈が実現しました。

撮影  LIFE.14

詳しくは Web で
https://lightson-children.com/support/business/pc-recycle/

令和 2 年度は、新型コロナの影響で「企業内セミナー」を休止し、企業社員の方によるボランティア活動も停止
しました。

SDGs（持続可能な開発目標）
と関連する活動をしています

令和 2 年度
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会計報告

Ⅰ.経常収益

3. 受取助成金 4,651,466

4. その他収益 496,913

経常収益計 49,537,563

1. 受取会費 175,000

2. 受取寄付金 44,214,184

Ⅱ.経常費用

経常費用計 20,304,847

1. 事業費 18,417,540

2. 管理費 1,887,307

税引前当期正味財産増減額  29,232,716

法人税、住民税及び事業税  0

活動計算書
単位：円

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日

Ⅰ.資産の部

（1）有形固定資産 348,482

 （2）投資その他の資産  18,347,041

資産合計 38,899,075

1. 流動資産 20,203,552

2. 固定資産

Ⅱ.負債の部

負債合計 2,066,483

1. 流動負債 2,066,483

2. 固定負債 0

Ⅲ. 正味財産の部

正味財産合計 36,832,592

負債及び正味財産合計  38,899,075

貸借対照表
単位：円

令和 3 年 3 月 31 日現在

※財務諸表は NPO 法人会計基準によって作成しています。

ライツオン・チルドレンはの活動は、ご賛同頂いた企業・個人の皆様からの寄付金と民間助成金によって成り立っています。

アイカ工業株式会社
株式会社味のちぬや
アンダーズ東京
株式会社イーネット
HP Inc.（HP Foundation）
キャピタル・グループ
グランド ハイアット 東京
一般社団法人 コトの共創ラボ
株式会社 JVC ケンウッド
株式会社 JVC ケンウッド・公共産業システム
信越ポリマー株式会社
株式会社ＳＵＢＡＲＵ
株式会社ゼロイン
株式会社滝澤鉄工所
ディ・ポップスグループ
ドイツ銀行グループ

ライツオン・チルドレンが令和 2 年度に寄付金、使用済みパソコンの寄付、物品の寄付といった形でご支援・ご協力を頂いた

企業などを一部ご紹介します。（五十音順・敬称略）

東京インキ株式会社
株式会社東京スター銀行
日本アイ・ビー・エム株式会社
パーク ハイアット 東京
ハイアット セントリック 銀座 東京
ハイアット リージェンシー 京都
PGIM ジャパン株式会社
株式会社ヒガシトゥエンティワン
廣田証券株式会社
株式会社フジ
ブラックロック・ジャパン株式会社
ホワイト & ケース法律事務所 
　ホワイト & ケース外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）

美和ロック株式会社
森ビル株式会社
モンルーベジャパン株式会社

ご支援・ご協力頂いた企業などの皆様
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法人概要

名　称
特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン  /  NPO Lights On Children

2014 年

2015 年

2017 年
2018 年
2020 年
2021 年

任意団体として設立した後、特定非営利活動法人の法人格を取得
子どもにパソコンと講習会を提供する「e2 プロジェクト」開始
子どもに職業体験を通年で提供する「ジョブリハ」開始、第 1 弾「ホテルの仕事」
多目的スペース「ロッカーズ・ルーム」開設

「企業内セミナー」提供開始
ジョブリハ 第 2 弾「プログラミング、デザインの仕事」開始
情報発信ウェブサイト「社会で子育てドットコム」開設
新型コロナ緊急対応として、1 都 3 県の児童養護施設等にパソコンやマスクを多数寄贈

「e2 プロジェクト」を再編、「パソコン寄贈＆オンライン講習会」提供開始
「社会的養護職員のためのＩＴセキュリティ / リテラシー研修」提供開始

沿革

設　立
2014 年 5 月（法人格取得）

所在地
〒150-0031  東京都渋谷区桜丘町 30-12  マイア渋谷桜丘 201

特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン 
アニュアルレポート 2020-2021（令和 2 年度）

発行者　特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン
発行日　2021 年 7 月 23 日

Copyright 2021 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン
All rights reserved.

The content of this publication has not been approved by the United Nations  
(UN) and does not reflect the views of the UN or its officials or Member States.

役員

理事長（法人代表）

立神  由美子 児童養護施設  統括学園長秘書

理事

伊丹  桂 母子生活支援施設  施設長

大坂  太一 児童養護施設  施設長  /  児童家庭支援センター  センター長

監事

野口  五丈 公認会計士（リライル会計事務所  代表）

2021 年 7 月 23 日現在
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特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン
〒150-0031  東京都渋谷区桜丘町 30-12  マイア渋谷桜丘 201
Web  https://lightson-children.com
Email  info@lightson-children.com
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