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はじめにー代表理事の想い

2該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.5



みらい財団の目指す未来社会
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私たちが目指すのは

すべての人々の能力を活かす
いろんな「私」の可能性が花開く社会

希望あふれる
社会

Hopeful

■ 未来を信じることが
できている

■ 子どもが社会全体で
愛される

✓ 子どもファーストの視点で、社会の
仕組みを見直す

✓ 多くの人々と共に社会イノベーション
を起こし、「社会は良きものに変えら
れる」という感覚をみんなが持てるよ
うにする

開かれている
社会

Open

■ 個人が社会に開かれている
■ 世代を超え、
人々が混ざり合う

✓ 個人が企業に長時間拘束され過ぎ
るのではなく、「開かれ」て、地域やコ
ミュニティに多元的所属することを可
能にする

✓ 外国人等や若者に機会を「開く」
✓ 企業と学問とソーシャルセクターの領
域を取り払う

あたたかな
社会

Warm

■ 誰も置き去りにしない
■ 能力発揮と社会参画が
できている

✓ 狭間に落ちている社会問題の発見と
イシュー化。具体的な解決手法の提
示

✓ 社会保障の在り方をアップグレードで
きる事例の創出

✓ すべての人の可能性を開花させるこ
とにより、社会的弱者を強者にする。

創造的な
社会

Creative

■ 小さなイノベーションを、
みんなが生み出し続ける

 社会変革を志す挑戦者たちを全力
で育む

✓ 失敗を許容する文化を創る
✓ 社会イノベーションを生み出しつつ、
生み出すエコシステムそのものも生
み出す

違いが力になる
社会

Diversified

■ 多様で包摂的
■ みんなの違いが尊重され、
掛け合わされる

✓ LGBTや障害者等あらゆるマイノリテ
ィを包摂する具体的な仕組みを実
践し、社会の構造変化へと繋げる

✓ 世界的に遅れた男女間格差を、
我々の世代で埋める

✓ 「多様性が力」という文化を広げる

社

会

人

々

す
べ
き
こ
と

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.9



はじめに～日本社会が今、問われていること
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これまでの延長線上の取り組み
→ 新たなチャレンジを誘発

均一的で「優秀な」人たちが一部で集まって決める
→ 多様な人たちが草の根でイノベーションを生み出す

社会問題は偉い人が解決してくれて自分は傍観者
→ 自分も課題を含めたシステムの一部で、
自身が課題解決の主体者

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.8



5該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.5

本企画書の5つのポイント



本企画書の5つのポイント
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1. 熱い想いと柔軟な心を備えた人材が集結

2. しがらみが無い

3. 制度だけでない魂のこもったコンプライアンス

4. オープンで創造的な仕組み

5. 具体的かつ構想力豊かなプランを持っている



第1のポイント 熱い想いと柔軟な心を備えた人材が集結

7該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.5

評議員
■ 女性・外国人・若い世代等、多様性がある
■ 安定感と国民から信頼される顔ぶれ
■ 金融、行政、科学、スポーツ、地域振興、ソーシャルセクター等、

クロスセクターでオールジャパンの陣容
■ 実際に社会を変えるアクションを取ってきた人たち

事務局スタッフ
 事務局長自身が社会的企業の経営者でマネジメント経験がある
 コミュニティ財団・中間支援団体・現場NPO・企業の社会貢献事業部など、

現場での助成/伴走支援経験がある
 ジェンダーとセクター多様性を担保



インターナショナル・アドバイザリー・ボード
ロナルド・コーエン卿
Big Society Capital 理事

ナイナ・バトラ氏
Asia Venture Philanthropy 

Network(AVPN) CEO

アニス・ウッザマン氏
FENOX CEO

Start Up Worldcup主催者

特徴① 経験・ジェンダー・年齢の多様な評議員・理事・監事
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評議員会

■特定の業界団体等に偏らない、幅広い分野のリーダーの力を結集した体制を構築しています。

各種委員会
（詳細21ページ参照）

 みらい戦略アドバイザリー委員会
 調査検討委員会
 資金分配団体審査委員会
 知の構造化委員会

福井 俊彦
元日本銀行 総裁

村木 厚子

元厚生労働省 次官

三木谷 浩史（承諾済）

新経済連盟代表理事
楽天株式会社会長兼社長

日下部 元雄

元世界銀行 副総裁

出口 治明
立命館アジア

太平洋大学 学長

田原 総一朗

ジャーナリスト

有森 裕子
認定NPO法人

ハート・オブ・ゴールド 代表理事／
元プロマラソン選手

片山 正夫
非営利組織評価センター

理事長

高橋 政代
理化学研究所
プロジェクトリーダー

アトキンソン・デービッド・マーク

株式会社 小西美術工藝社代
表取締役社長

近藤 正晃 ジェームス
シリコンバレー・ジャパン
プラットフォーム 共同議長

監事
中田 ちず子
公益法人協会 監事
／ 公認会計士

大 毅
東京第一弁護士会
副会長／弁護士

代表理事・理事会
有馬 充美
元みずほ銀行
執行役員

藤沢 久美
シンクタンク・

ソフィアバンク 代表

堀田 力
公益財団法人

さわやか福祉財団 会長

コンプライアンス委員会
樽本 哲
弁護士

高橋 さやか
元デロイトトーマツ
公認不正検査士

新田 信行
第一勧業信用組合

理事長

駒崎弘樹（承諾済）

認定NPO法人 フローレンス
代表理事

※本ページには公開に基づき当法人及び個人に不利益が生じる個人情報が含まれています。公開にあたっては弊財団と協議願います。
該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.27、P.30～34

モハメド・ユヌス氏
ノーベル平和賞受賞
グラミンバンク総裁



特徴② 安定感と信頼感
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福井俊彦（元日本銀行総裁）、村木厚子（元厚生労働省事務次官）、日下部元雄（元世界
銀行副総裁、財務省審議官）などの行政実務、金融行政などで公正かつ適切な組織マネジメント
を実現し、かつ社会課題解決に貢献してきた評議員。

最高検察庁検事・弁護士、そして東日本大震災でも義援金配分決定委員会委員長を務めた堀田
力理事長、監事に東京第一弁護士会副会長の大毅、公益法人会計に長年関わってきた中田ちず
子公認会計士など公正な運営を実現できる理事・監事。

監事
中田 ちず子
公認会計士

評議員
村木 厚子

元厚生労働省 事務次官

評議員
日下部 元雄
元世界銀行 副総裁

監事
大 毅

東京第一弁護士会副会長

評議員
福井 俊彦

元日本銀行 総裁

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.27、P.30～34



特徴③ 企業、科学技術でのイノベーション経験
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「観光立国日本」などで日本の地域再生を提言してきた、デービット・アトキンソン。
生命保険にデジタル革命を実現した、アジア太平洋大学学長出口治明。
世界の最先端の科学技術イノベーションを牽引している、理化学研究所髙橋政代。
新経済連盟を創設し、日本のITイノベーションを牽引する、三木谷浩史。
ダボス・ヤンググローバルリーダーであり、シリコンバレー・ジャパンプラットフォームの共同議長を務める、
元Twitter日本代表の近藤正晃ジェームスといった多様なセクター・国籍・年代を代表するメンバー。

評議員
アトキンソン・デー
ビッド・マーク

株式会社 小西美術工藝社
代表取締役社長

評議員
出口 治明

立命館アジア太平洋大学
学長

評議員
三木谷 浩史

新経済連盟 代表理事

評議員
高橋 政代
理化学研究所
プロジェクトリーダー

評議員
近藤 正晃 ジェームス
シリコンバレー・ジャパン
プラットフォーム 共同議長

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.27、P.30～34



特徴④ 「自ら現場で変化を生み出してきた」実践経験
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長年地域福祉や助け合いを実践し、日本の共助社会創出を牽引してきた理事長の堀田力。
女性初のメガバンク執行役員であり、日本初のソーシャルインパクトボンドや社会課題解決型融資を実践してきた
専務理事有馬充美。
シンクタンク・ソフィアバンクの代表であり、日本証券業協会理事として多様な社会イノベーションを創出してきた理事の藤
沢久美 といった実践力ある理事に加えて、評議員には、助成財団のプログラムオフィサー育成の草分けでもあり、現在、
非営利組織評価センター理事長でもある片山正夫。
社会起業家として、次々と日本初の社会問題の解決策や制度を創設してきたフローレンス代表理事駒崎弘樹などの
「自ら変化を生み出してきた実践経験者」 。

理事長
堀田 力
公益財団法人

さわやか福祉財団 会長

専務理事
有馬 充美
元みずほ銀行
執行役員

評議員
片山 正夫

非営利組織評価センター
理事長

評議員
駒崎 弘樹

認定NPO法人 フローレンス
代表理事

理事
藤沢 久美
シンクタンク・

ソフィアバンク 代表

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.27、P.30～34



■利他と公正の精神があり、社会課題解決への強い意欲とそれを実現する実践経験を有した職員。
■多様なバックグラウンドを持ち、経験やジェンダーや出身セクターでも多様性を確保。

特徴⑤ 安定的で実践力のある事務局メンバー
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常勤理事
専務理事・有馬 充美

元みずほ銀行 執行役員

常勤監事
大 毅

東京第一弁護士会副会長／弁護士

※本ページには公開に基づき当法人及び個人に不利益が生じる個人情報が含まれています。公開にあたっては弊財団と協議願います。

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.38～41



特徴⑥ 実践経験の豊富な事務局マネジメント層
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※本ページには公開に基づき当法人及び個人に不利益が生じる個人情報が含まれています。公開にあたっては弊財団と協議願います。

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.44



各分野で「自ら行動し、変化を生み出してきた」人材を集め、更に知見が集まる仕組みを構築

特徴⑦ 休眠預金活用に必要な専門性と実務経験を既に持っている
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ソーシャル・イノベーションに
関する十分な知識

 社会変革を生み出した経験者が多数在籍
 世界最先端の社会変革知見が随時共有される関係性

助成を行った実績
 助成事業経験者が役職員に10名在籍
 企業・コミュニティ財団、海外財団、ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ等多様

資金分配団体候補について
十分な知見やネットワーク

 既に候補となりえる団体について情報取集ができている
 実践者ダイアログ者に主要ネットワーク組織関係者が参加

非資金的支援を伴走型で
提供できる能力

 伴走支援経験者が多数在籍し、支援団体とも業務経験がある。
 企業CSR・財団・NPO・コンサル等での支援の多様な経験値

ICT等を積極的に活用できる
ための知見・能力

 ICT活用の最前線で活躍している部長、評議員、職員
 助成事業管理から成果評価管理までをICT管理

案件形成・案件発掘能力
 助成財団等で案件形成経験のある職員の配置
 資金分配団体連携、知の構造化、イベント型新規創業支援

科学技術分野の動向に
関する知見

 評議員、部長、委員に科学技術地権者を配置
 シリコンバレーｰ等知見集積地との連携の確立

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.55～62



第2のポイント しがらみが無い
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特定の業界や団体との強い結びつきがありません
だからこそ、タブーなく社会課題の解決に取り組めます

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.17




