
ブルームバーグ 
フィランソロピーズ



今日のフィランソロピー活動（社会
貢献活動）は、政府の政策に代わる
活動として始まりました。政府の力
が及ばないところに慈善家が手を
差し伸べ、貧しい者には食べ 物 を 、
病める者には病院を、そして市民 に
は 図 書 館 や 美 術 館 、大 学 を提供
してきました。フィランソロピー活動
は幅広い分野において重要な役割
を担っていますが、一部ではいまだに、
政府の活動に取って代わるものと考え
られています。私は、フィランソロピー
活動を、むしろ政府を動かす一つの
方法だと考えています。

政府は権威や権限を行使して変化を
推し進めることができますが、フィラン
ソロピー活動を行う団体にそれはでき
ません。しかし、フィランソロピー団体は、
ブルームバーグ フィランソロピーズの
リソースを活用し、政府と協力関係を
築くことで、変革を推し進めることが
できます。こうした考えは斬新かもしれ
ませんが、ブルームバーグ フィランソ
ロピーズのほぼすべての活動の原点と
なっています。

私たちは、少しでも多くの人びとが
より豊かでより長い人生を謳歌できる
よう、有力な政府内外の関係者と協働
することに力を注いでいます。2014年
には、ブルームバーグが掲げる5つの
重点項目すべてにおいて、目標に近づく
ことができました。活 動の 成 果を
実際にこの目で見たときには、非常に
喜ばしく感じました。

2 0 1 5 年には、ブルームバーグの
フィランソロピー部門とともに、引き
続きブルームバーグ  フィランソロ
ピーズの活動拡大に努めていく予定です。
また、政 府 、慈 善 団 体 、企 業など、
ブルームバーグと目標を同じくする
世界中のリーダーの皆さんと新たな
パートナーシップ関 係を構 築して
いきたいと思っています。

Michael R. Bloomberg
マイケル・Ｒ・ブルームバーグ

ブルームバーグ フィランソロピーズでは、
大胆な発想を重視してきました。今年
は、新たな課題に向け決意を再確認
する一年となりそうです。また、新たな
パートナーとも連携して目標の達成を
目指します。

ブルームバーグ フィランソロピーズは、
独自のアプローチを採用しています。
私たちの根底にある起業家精神は
もちろんのこと、ビジネスや政府の取り
組みから得た教訓をグローバルに展開
するフィランソロピー活動に活かして
います。優秀な専門家とスタッフからな
るブルームバーグのチームは、合理的
に運営され、機敏に対応し迅速な意思
決定を下すことで、さまざまな問題に
果敢に取り組んでいます。職位を問わず
すべてのスタッフが自由に発想し、しかる
べき責任者と直接連携することが
可能です。一方で、対処不十分のまま、
社会通念や文化規範として片づけられて
しまっている深刻な問題の洗い出しにも
取り組んでいます。

多くの人びとがより豊かで、より長い
人生を謳歌できるよう努めることが、
我々の使命であり、この使命を担って
いるという自負があります。今後も、
変化のスピードを落とすことなく、
新たな可能性を切り拓いていきたいと
思います。

Patricia E. Harris 
最高経営責任者（CEO）
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 アート    教育    環境    創設者プロジェクト  
 政策革新    公衆衛生    社会への関与 

ブルームバーグ 

フィランソロピーズの
2014年拠出費は
4億6,200万ドル

地図上の点は、世界各国にある 
ブルームバーグ フィランソロピーズの
活動拠点を示しています。

ブルームバーグの取り組み
 実現可能なソリューションで対応できるニーズの洗い出し
 データ分析を活用し、進捗度を継続的に追跡
 議論の的となっている問題への率先的な取り組み
 周囲の理解が得られないときは、アドボカシー（政策提言などの社会的な働きかけ）

やロビー活動を活用
 都市部に注力し、活動を加速
 強力なパートナーと協力体制を構築
 柔軟、大胆かつ迅速に投資し、最大限の成果を実現
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公衆衛生
ブルームバーグ フィランソロピーズの公衆衛生プログラムは、世界の主な
死亡原因に着目し、死亡率を下げ、より多くの人を救うことを目指しています。
公衆衛生プログラムでは、各国政府や世界各地の強力なパートナー、支持者
との協力の下、公衆衛生に関する政策を強化することで、人びとの生活を
守り、生活水準を向上することを目指しています。

 目に見える成果 
公衆衛生プログラムの主な取り組み

■ 禁煙法や広告規制など、効果が実証されて
いる方法を通じて、世界の喫煙者数を削減

■ 交 通 事 故による死 亡・負傷が 最も
多い国・地域で道路の安全性を向上

■ タンザニアでの母子衛生の改善や、
支援が必要とされる国・地域における
家族計画サービスの周知

■ メキシコでの肥満抑止策として、啓発活動と
政策改革を支援

■ ポリオ根絶を目指すビル&メリンダ・
ゲイツ財団と提携

■ バングラデシュで頻 発する子 供の
溺死防止のためのプログラム立ち上げ

■ 政府や資金提供団体がより的確に
方針を決定できるよう、より正確な
出生・死亡データを提供

左の写真：バングラデシュでの溺死防止対策の一つとして
地域が運営する保育施設で過ごす子供たち。
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バングラデシュでは溺死が子供の死亡
原因の上位にランクインし、年間1万人が
命を落としています。このうち、1~4歳ま
での子供が65%以上を占めます。調査
によると、事故のほとんどが、大人が仕
事に出かけ、監督者不在で子供たちが外
で遊ぶ時間帯に、近所の小さな水域で
発生しています。

溺死防止プロジェクトでは、命を救う
ための2つの取り組みを行っています。
1つは、地域住民が運営する保育施設で
5歳未満の子供を預かること、もう1つは、
子供たちが囲いのない水域に入らない
よう柵を地元で製造し設置することです。

ブルームバーグ フィランソロピーズは、
The Global Report on Drowning: Preventing 

a Leading Killer （溺死に関する世界調査報告：
主要な死亡原因の防止）と題された世界
保健機関（WHO）による調査にも資金
援助を行っています。この調査は、溺死と
その原因を取り上げた初めての世界
規模の調査です。

 ハイライト 

 中国での喫煙から市民を守る取り組み 

北京を世界最大規模の禁煙都市へと
変革するため、北京政府への働きかけ
を行う国内組織と協力し、歴史的な喫煙
規制法の成立を目指しています。

 メキシコでの肥満防止運動 

世界でも肥満率の高いメキシコでは、
ブルームバーグ フィランソロピーズの
パートナー団体の支援活動により、
糖分の多い清涼飲料水への課税が
導入されました。中間報告では、炭酸
飲 料に代わり飲 料 水の購 入 率が
上がったとの結果が出ています。

 リプロダクティブライツの浸透を強化し命を救う 

ブルームバーグ フィランソロピーズでは、
2020年までに1億2,000万人の女性・少女
が避妊具を手に入れられるよう、リプロダク
ティブヘルスに関する取り組みを拡大しまし
た。ニカラグア、ブルキナファソ、セネガル、
そしてウガンダでリプロダクティブヘルス
ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の
浸透を進めるほか、69の低所得国の地域
団体に支援金を提供します。

 道路の安全性向上のため1億2,500万ドル 
 を再投資 

ブルームバーグ フィランソロピーズは、5つの
国において道路の安全性に関する法規制を
整備し、10都市で有効な改善策実施を支援
するため、今後5年間で新たに1億2,500万
ドルの資金を拠出することを決定しました。

家族計画サービス 
を世界中に広めることで

より多くの 

命が救える
強い家族、 

地域社会、 

国が生まれる

何百万ドルもの 

政府医療費支出が 

削減できる

上の写真：タンザニア村落部にあるブルームバーグが支援
する保健施設で新生児の世話をする母親。
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   バングラデシュでの  
 溺死防止  
  プログラム支援  
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環境
ブルームバーグフィランソロピーズは、パートナーシップを構築し、データ
戦略に基づく独自の環境プログラムを実行しています。地球保護の
観点からだけでなく、公衆衛生と世界経済の向上に貢献することで、
環境破壊という深刻な脅威に立ち向かっています。

 目に見える成果 
環境プログラムの主な取り組み

■  米国における石炭エネルギー依存から
の脱却：

•  石炭火力発電所閉鎖への取り組み

•  全米各州でクリーンエネルギー
政策を提唱

•  天然ガスの大部分を産出する州に
おいて、安全な水圧破砕を徹底する
ための厳格な改革を推進

■  リトルサン（灯油の使用から移行する
ためにオフグリッド地域で販売されている
太陽光発電ランプ）への出資

■  国連特使およびC40（世界大都市気候
先導グループ）としての役割を通じ、
各都市のサステナビリティを推進

■  ブラジル、チリ、フィリピンの漁業慣行
改革を通じて海と魚類個体数を保護、
さらに、海洋保護地域を確保することで
サンゴ礁や魚類を保護

左の写真： さまざまな魚を守り隠れ場所となるサンゴ礁は、
海洋保護には欠くことのできない要素。
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世界の人口の大半が暮らし、世界の二酸化
炭素排出量の70%を占める都市部は、
地球規模でサステナビリティを実現する
際のカギとなります。

国連事務総長が任命する都市・気候変動
担当特使であり、C40（世界大都市気候先導
グループ）会長を務めるマイケル・ブルーム
バーグは、気候変動対策において都市が
重要な役割を果たすことを推進しています。

2014年9月の国連気候サミットで発表
された研究によると、世界の全都市が二酸
化炭素排出量の削減に向け積極的な策を
講じた場合、世界全体での長期的な石炭
使用量を60%以上削減できることがわかって
います。

また、世界中の都市が二酸化炭素排出量
を削減し、その進捗状況を公開する世界
最大規模の取り組み「市長コンパクト

（Compact of Mayors）」が新たに発足しま
した。これにより、二酸化炭素排出量削減
の取り組みにおいて都市が果たす役割が
今後実証されていくでしょう。

気候変動懐疑派であった
としても、気候変動が企業、
都市、国にとって大きな
リスクであることは否定
できまい”
— マイケル・ブルームバーグ

 注目のプロジェクト  

  要となる  
  都市部での  
  気候変動対策 

 ハイライト 

 米国におけるリスキービジネス  
 気候リスク評価 

マイケル・ブルームバーグと、ヘンリー・ポー
ルソン元米財務長官、トム・ステイヤー氏が
共同議長を務めるリスキービジネス・プロ
ジェクトは、気候変動が経済に及ぼす深刻
なリスクについて注意喚起を促す報告書を
発表しました。この報告書では、気候変動
対策が講じられなかった場合には、次の結果
が生じるだろうと指摘されています。
■  2030年までに、気候変動によって沿岸州

では毎年最大35億ドルの資産が喪失
■  中西部、南部州では農作物生産量が最大

50～70%減少。地域経済が打撃を
受け、食料品価格が高騰

■  両極端な気温により商業エネルギー
価格が上昇

 リトルサン 

ブルームバーグ  フィランソロピーズは、
芸術家のオラファー・エリアソン氏がデザイン
した携帯太陽光発電ランプ「リトルサン」に
大型出資を行いました。リトルサンは、
オフグリッド地域の住民に照明を提供し、
経済的な機会も生んでいます。

 脱石炭 

脱石炭キャンペーンは180を超える石炭
発電所から協力を取り付け、脱石炭により
米国の二酸化炭素排出量は1994年以降
で最低の水準まで減少しました。

上の写真：世界中のさまざまな地域では、大規模な商業漁業や
地元での漁業が経済を支えている。

都市部の二酸化
炭素排出量が
世界全体の排出
量に占める割合

70%
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政策革新
ブルームバーグ フィランソロピーズは、都市生活の向上を目指す
世界各都市における革新的な取り組みを支援しています。政策革新
プログラムでは、幅広い活動を通じて、各都市共通の課題に対処する
斬新なアイデアを模索、検証し、有効な戦略の普及に努めています。

 目に見える成果 
政策革新プログラムの主な取り組み

■   「市長チャレンジ」をはじめとするアイデア・
コンペティションを開催し、市民生活の
向上につながる大胆で斬新なアプローチ
の発掘を各都市で奨励

■   「イノベーション・チーム」や「シティー・
オブ・サービス」など、市 役 所内の
イノベーションを促 進 するための
枠組みを推進

■   「シティーラボ」や「メイヤーズ・イノベー
ション・スタジオ」を通じて、市長や都市
幹部職員を集め、実績のある解決策や
新たな動向を検証

■   「What Works Cities(何が都市を
動かすか）」プログラムを通じ、各都市
での意思決定プロセスの向上に役立つ
データやエビデンスの利用を支援

左の写真：シティーラボ開催のイノベーションに関する話し合いに
参加したマイケル・ブルームバーグ（2014年9月）
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革新とは、リスクを恐れず、
斬新な発想に挑むことだが、
多くの政府はこれを苦手と
する 。しかし 、世 界 中 で
チャレンジをいとわない
リーダーが増えている”

— マイケル・ブルームバーグ
ブルームバーグ フィランソロピーズは

「イノベーション・チーム」プログラムを
立ち上げ、市長たちが斬新なアイデアを
生み出し実行する手助けをし、市役所内
におけるイノベーションの普及と定着に
努めています。その結果、目覚ましい
成果が表れています。

■ ニューオーリンズでは、殺人率が
2年未満で20%減少

■ メンフィスでは、主要商業地帯の
空き店舗率が30%減少

■ ルイビルでは、緊急911番通報の
26%をER（救急処置室）に救急車
搬送する代わりに、診療所や緊急
医療センターへ回送

■ シカゴでは、飲食店の新規開店に
必要な許認可取得までの期間を
33%短縮。1,000軒超の飲食店が
新規オープン

 アトランタでは1,022人の慢性的な
ホームレスが定住用住宅に入居

 注目のプロジェクト  

  イノベーション・  
 チーム   

 ハイライト 

 市長チャレンジ・ヨーロッパ 

市長チャレンジは、市民生活の向上に
つながる大胆かつ展開可能なアイデアの
考案を目的とし、各都市で開催されている
コンペティションです。米国で初めて市長
チャレンジが開催されたのは2012年で、
2014年には欧州にも広がり、28カ国155
都市から応募が集まりました。スペインの
バルセロナは、高齢者介護のためにテクノ
ロジーを活用した独自のネットワークモデ
ルを構築する計画を提案し、グランプリを
獲得しました。

 シティーラボ2014 

アスペン研究所、アトランティック、ブルーム
バーグ フィランソロピーズが共同設立した
シティーラボは、またたく間に世界でも
権威ある都市会合の一つとなりました。
この会合では、都市部が抱えるさまざまな
課題を解決するグローバルなソリューション
について話し合われます。2014年には、
市長、都市専門家、学者、クリエイターなど、
27カ国127都市から選ばれた400名が
参加しました。

上の写真：アイデア・キャンプにて、提案書作成のために
協力し合う市長チャレンジの最終選考者たち（2014年6月）。

ニューオーリンズの殺人率
が2年未満で

20%

低下
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アート
ブルームバーグ フィランソロピーズのアート・プログラムは、新しい
テクノロジーを駆使して文化に触れる機会を増やし、パブリックアート
を通じて経済と地域の活性化に貢献しています。また、より多くの
人びとがアーティストや文化団体に興味を向けるよう支援しています。

 目に見える成果 
アート・プログラムの主な取り組み

■  中小規模の芸術団体にマーケティング、
資金調達、理事会の関与、経営管理に
関する研修を提供

■  文化施設においてブルームバーグ・
コネクトの技術を活用し、市民が芸術に
触れる機会を増やす

■  都市のアイデンティティー強化、官民の
連携促進、経済発展の加速を狙い、
米国各都市で期間限定のパブリック
アート・プロジェクトを支援

■  アートプレイスを通じて国の資金提供
組織と連携し、芸術を米国の地域計画や
地域発展の核として位置付け

左の写真：マイク・アンド・ダグ・スターンのパブリックアート展示作
品ß「ビッグ・バンブー（Big Bambú）：5,000 Arms to Hold You」
のクローズアップ写真。イスラエル博物館。
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パブリックアート・プロジェクトは、
都市に新たなエネルギーを注入する
重要な役割を担っている”

— マイケル・ブルームバーグ

“ 期間限定で設置されるパブリ
ックアートの力は偉大です。
日常の都市風景を打ち破り、
対話を促し、見る者の間に 
つながりが生まれます”

  — Mitch Landrieu  
  ニューオーリンズ市長

 ハイライト 
 ブルームバーグ・コネクト 

ブルームバーグ  フィランソロピーズは、
文化施設を訪れた人びとの積極的な参加を
促すテクノロジー開発を推進しています。
2014年にはプログラムが拡大し、リニュー
アルオープンしたクーパーヒューイット・
スミソニアン・デザインミュージアムや、
ブルックリン美術館、サンフランシスコ近代
美術館、シンガポールのガーデンズ・バイ・
ザ・ベイ、ロンドンのサイエンス・ミュージアムが
新たな支援対象となりました。

例えば、クーパーヒューイット・スミソニアン・
デザインミュージアムは、ブルームバーグ・
コネクト・プログラムの一環として、ブルー
ムバーグ フィランソロピーズの支援により
デジタルペンを館内に導入しました。来館者
はこのペンを使用することで、展示作品を
デジタル収集したり、館内のほかのリソース
にアクセスできるほか、自分でデザインしたり、
来館を記録したり、オンラインでシェアする
こともできます。

アートは、地域社会に活気と成長を
もたらし、近隣地域を活性化するだけ
でなく、地域の魅力を引き出します。
ロンドンの「ダズル・シップ（迷彩艦）」
からエルサレムの「ビッグ・バンブー」、
ニューヨークの「ウィー・ザ・ピープル」まで、
ブルームバーグ フィランソロピーズは
世界中のパブリックアート・プロジェクトを
支援し、各都市で生活の質を向上させる
べく取り組んでいます。

ブルームバーグ フィランソロピーズは
2014年にパブリックアート・チャレンジ
を立ち上げました。この取り組みでは、
米国内の市長に働きかけ、アーティストや
芸 術 団 体との協力によって市 民も
参加し、観光客を惹きつける独創的な
プロジェクトを企画します。プログラムに
は、プエルトリコ、ワシントンD.C.のほか
45州237都市からの応募が集まり
ました。

都市のアイデンティティーを強化し、
官民の連携を促し、経済発展を後押しする
期間限定プロジェクトに対し、プログラムを
通じて3つ以上の都市に2年間で最大
100万ドルの資金が提供されます。

 注目のプロジェクト  

  全米パブリック
アート・チャレンジ  

上の写真：芸術と文化がニューオーリンズの経済発展計画の
柱となるよう取り組むミッチ・ランドリュー市長

$
市民も参加し、観光客を 

惹きつける独創的な 

プロジェクトに
100万ドルを提供
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教育
ブルームバーグ フィランソロピーズとマイケル・ブルームバーグは、
教育に関するさまざまな取り組みを支援しています。プログラムには、
より良い政策を目指し奮闘するリーダーの支援や、市民が情報を入手し
知識を深めるためのアセスメント支援、教育者を成功に導く橋渡し、
低・中所得世帯出身の成績優秀な生徒の大学進学支援などが含まれます。

 目に見える成果 
教育プログラムの主な取り組み

■  成績優秀ながらも経済的に恵まれない
生徒に対し、オンラインの進学カウンセラー
が米国上位大学への進学をサポート
し、大学進学や学業的成功を支援

■  全米トップクラスの教師、校長、教育長を
対象としたフェローシップ・プログラムを
運営し、連携を促すことで、効果的な
指導法や管理手法を普及させ、自ら
教育方針の策定に直接携われるよう
に支援

■  学校の実績に関するデータを評価・
共有し、教育者、保護者、一般市民に
変革をもたらすための情報を提供

左の写真：デジタル・コミュニケーションを通じ生徒指導の効果的
な手法について研修を受けるオンライン大学進学アドバイザー

bloomberg.org 2322



アメリカは世界で最も成果
主 義 が 浸 透 し た 国 だ が 、
まだまだやるべきことがある。
中でも大きな課題は、優秀な
学 生 が 家 庭 の 経 済 状 況 に
関わらず上位大学に進学する
道を開くことだ”
— マイケル・ブルームバーグ

米国の多くの優秀な学生が、正しい情報や
指導が得られなかったというだけで大学受験
をあきらめています。こうした傾向は、難関校
の学費を捻出できそうにないと考える低・中
所得世帯の生徒に特に顕著にみられます。

カレッジ・アクセス・アンド・サクセス・
プログラムは、優秀な学生が家庭の経済
状況によって未来を切り拓く教育機会を
逃さないようにすることが狙いです。この取
り組みでは、6万5,000人に及ぶ生徒が
全米上位265校の大学に出願し、入学し、
卒業できるよう支援しています。また、この
プログラムでは、中・低所得世帯の成績
優秀な生徒を対象にオンラインで1対1の
アドバイスを提供するほか、有力な教育
専門家と連携し、こうした境遇の学生がより
多く進学・卒業できるよう高等教育の変革を
促しています。

ブルームバーグ  フィランソロピーズの
教師・校長向け全米フェローシップ・プログ
ラムは、全米の前途有望な教育者たちが連携
し、有効な教育手法を普及させ、教育方針
を打ち立てる支援をするために立ち上げら
れました。現在34州から180名のフェロー
が参加するこのプログラムは、コモン・コア

（各州共通の中核的教育基準）などの
重要な教育課題に取り組む主要なリソース
となりつつあります。

 ハイライト 
 教師・校長向けフェローシップ・プログラム 

ブルームバーグ フィランソロピーズの
支援で実施された調査報告書では、
連邦教育基金のわずか1%を教育プロ
グラムの効果測定に充てることで、今よ
りはるかに豊富な情報をもとに、エビデ
ンスに則した形で、より的確に全米の
教育資金を配分できる可能性のある
ことがわかっています。

 有効策に投資  

 注目のプロジェクト  

  カレッジ・アクセス・  
 アンド・サクセス  

この取り組みでは、最大

6万5,000人 
の生徒を対象に 
大学への出願・
入学・卒業を支援

bloomberg.org

上の写真：低所得学校でのカウンセラー対生徒の平均比率は
1:1000。このため、大学出願に際しての生徒に対する
サポートも限定的。
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創設者プロジェクト
ブルームバーグ フィランソロピーズは、世界各地の地域社会で生活の
質を向上させるための独自の取り組みを支援しています。創設者
プロジェクトには、マイケル・ブルームバーグの出身校であるジョンズ・
ホプキンス大学への献身的な関与や、サハラ以南のアフリカ地域に
住む女性の経済的地位向上に向けた取り組みなどが含まれます。

 目に見える成果 
創設者プロジェクトの主な取り組み

■  ジョンズ・ホプキンス大学での分野横断的
な取り組みを通じ、大規模な問題を解決
するためのジョンズ・ホプキンス変革
イニシアチブをサポート

■  ルワンダ、コンゴ民主共和国において
政府目標に則した職業訓練を提供し、
女性のための経済的機会を促進

左の写真：サステナブル・ハーベストが 2014 年 2 月に開催した
レッツ・トーク・コーヒー・カンファレンスの研修受講者
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 ハイライト 
 地域社会や世帯に与える影響 

アフリカにおける女性の経済的発展プログ
ラムに対し実施された第三者調査では、
プログラムへの参加が健康に対し副次的な
プラス効果をもたらすことや、約50万人に
上るプログラム参加者の家族にも影響を
及ぼしたことが示されています。

2009～2012年にコンゴ民主共和国の
プログラム参加者で妊婦健診を受けた
女性の割合は40%上昇し、病院での出産
の割合は55%増加しました。

ルワンダのある地区では、2,380人の女性が
普通預金口座を開き、2年間で計11万
7,000ドルを貯蓄しました。女性一人が稼ぐ
報酬1ドルにつき80セントが家族のために
使われており、女性たちへの投資が地域社会へ
の投資につながることが実証されています。

ブルームバーグ フィランソロピーズは、
ウーマン・フォー・ウーマン・インター
ナショナルやサステナブル・ハーベスト
と連携し、サハラ以南のアフリカ地域の
女性たちが研修や教育を受け、長期的
な経済的機会を手に入れることができ
るよう支援しています。

サステナブル・ハーベストとのパート
ナーシップにおいて、ブルームバーグ 
フィランソロピーズは先日、ルワンダ・
コーヒー・インスティテュートを設立しま
した。これは、4万人の女性に手に職を
つけるための訓練を提供し、コーヒーや
キノコ、ハチミツなど、持続可能で収益に
つながる地元農業の発展に研修生と
ともに取り組む非営利組織です。

 注目のプロジェクト  

  アフリカに  
 おける女性の 
 経済的発展 

上の写真：ブルームバーグ フィランソロピーズを通じて
品質管理や品質保証の手法を学ぶ女性コーヒー栽培者

bloomberg.org

拡大プログラムでは、 

手に職をつけるために 

新たに

の女性に訓練を提供
4万人
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ブルームバーグ L.P.
ブルームバーグの社会貢献・エンゲージメントプログラムでは、
社員が暮らし働く場である地域社会への貢献に力を注いでいます。
社員もまた、多様なボランティア活動やブルームバーグ・スタート
アップでのメンタリング・教育イニシアチブを通じ、助けを必要とする
人に手を差し伸べ、地域社会のつながりを深め、次世代を担うリーダーの
育成に貢献しています。

 目に見える成果 
仕事や生活の拠点となる地域社会への恩返し

■  多岐にわたる文化援助を通じて、芸術
分野での創造性や革新性を促進したり、
アート体験機会、新IT技術の導入などを
推進

■  学力格差をなくすため、メンターや
チューターを通じて学業面での成功を
支援

■  人道的問題を地域レベルと国際レベル
で取り上げ、支援を要する地域をサポート
できるよう個人や団体を後押し

■  自然環境を保護し地球を守るため、持続
可能な社会と環境への啓発活動を支援

左の写真：ゴッズ・ラブ・ウィー・デリバー（God’s Love We Deliver）
とともに貧困者のために食事を用意するボランティアたち

（ニューヨーク）
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ブルームバーグ・エンゲージメントは、
ブルームバーグの起業精神とテクノロジー
企業としての独自の専門知識を活かし、
ブルームバーグ・スタートアップを2014
年に立ち上げ、若者の学力向上を支援し
ています。世界各国で750人の社員がメ
ンターを務めるブルームバーグ・スタート
アップでは、サイエンス、テクノロジー、
エンジニアリング、アート、数学、ビジネス、
進学・就職準備をテーマにした多数の
ワークショップを通じ、およそ900人の
学生に技術的研修やリーダーシップ
研修を提供しています。非営利教育
組織の協力を得て行われたこうした
ワークショップでは、学生たちが研修や
経験を通じて視野を広げ、大学進学や
就職活動において役立つ強みを習得して
いきます。

2014年にブルームバーグは28カ国
1 , 2 0 0の非営利組織をサポート。
7,300人を超える社員有志が、世界53
都市で計5万7,000時間のボランティア
活動に従事しました。

約1,700人のブルームバーグの社員が、
世界31都市で55の非営利組織と協力
し、11万8,600食を提供しました。

約2,000名の社員が17都市で130の
地域緑化・管理プロジェクトに参加し、
公園や河川の清掃や1万6,000本以上
の植樹を行いました。

 ハイライト 

 注目のプロジェクト  

  ブルームバーグ・  
 スタートアップ 

7,300名
の社員ボランティア

世界への貢献

53都市
28カ国で実施

目的を後押し

1,200団体
世界各国で活動する非営利組織を支援

最後までやり抜く

57,000
時間のボランティア活動

数字で見るインパクト

ニューヨーク市の沿岸地域を守るため、
砂 浜 の 浸 食 防 止 のための 海 岸 植 物を
10万本植えました。

1,400人を超えるブルームバーグの社員が、
42の慈善団体をサポートするため合計1万
4,366マイルをランニングまたはウォーキング
しました。

18の非営利団体に4,200人以上の命を救う
ことができる1 , 4 2 1単位の献血を実施、
ブルームバーグの献血としては過去最高を
記録しました。

上の写真：ブルームバーグ・スタートアップの一環として、ロンドンの
Petchey Academyの学生130人とともにスピードメンタリング
セッションに参加したブルームバーグのスタッフ
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ブルームバーグ・アソシエート
ブルームバーグ・アソシエートは、市長や市の幹部職員を都市連携に
基づくベストプラクティスの導入や、コンセンサスの形成、都市間の
関係の構築を通じて支援し、市民生活の質の改善や都市環境の向上を
図るものです。指針を示し、助言し、官民の連携を奨励しながら、
幅広い知識や提案を提供しています。

 目に見える成果 
ブルームバーグ・アソシエートの 
主な取り組み

ブルームバーグ・アソシエートは具体的な
ゴールを掲げ、以下の例のようなマクロ
レベルでの重要改善項目に各都市が
注力できるようサポートしています。

■  市民の短期的、長期的な
生活の質の向上

■  経済的効果の創出

■  雇用創出の促進

■  ガバナンスの持続的な改善確保

左の写真：ブルームバーグ・アソシエートは、重要な市政課題に 
ついてミズーリ州カンザスシティと協力
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世界的に知名度の高いエキスパートや、
豊富な実務経験を持つ専門家らが率いる
ブルームバーグ・アソシエートの使命は、
以下の9つの分野について実地的な
コンサルティングを提供することで市長
や市の幹部職員を支援し、市民の生活の
質にプラスの効果を与えることです。

■  コミュニケーション

■  文化的資産の管理

■  マーケティングとツーリズム

■  メディアとテクノロジー

■  地方自治の健全性

■  社会福祉

■  サステナビリティ

■  交通輸送

■  都市計画

ブル ーム バ ー グ・アソシ エ ートの
各チームは、ベストプラクティスの導入、
コンセンサスの形成、有益な関係の構築
について、市の行政機関や組織に支援や
助言を提供しています。個々の状況に
応じて戦略を組み立て、データに基づく
革新的かつ独創的な解決策を模索し、
都市固有の問題解決を手助けします。

ブルームバーグ・アソシエートは行政機関
の担当者と緊密に連携して、各分野で何を
行うべきかを明確にし、プロジェクトの
各段階で市と足並みをそろえながら作業
を進めます。こうした作業には、成功や

 ブルームバーグ・アソシエート  

  概要  

上の写真：ブルームバーグ・アソシエートは、メキシコシティ
のミゲル・マンセラ市長と協力し、短期的、長期的市政課題の
解決を目指す。

効果を測るための定量的な目標設定も
含まれます。

慈善事業という活動の性質から、アソシ
エートは市長やチームとオープンで率直な
関係を構築することができています。

行政における関係省庁間の連携や複数の
領域をまたいだ関係は、ブルームバーグ・
アソシエートのアプローチにとって欠くこと
のできない要素です。ブルームバーグでは、

市の幹部職員とさまざまな接点を持つこと
によって、迅速に実行し、連携を強化する
ことで、前向きな変化を長期的に持続させる
ことが可能になると確信しています。

ブルームバーグ・アソシエートの初年度に
は、ロサンゼルス、メキシコシティ、ロンドン、
カンザスシティの4つの都市で、滞りなく
取り組みがスタートしました。2015年には、
さらに3～4都市が加わる予定です。
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100% 
post-consumer

 創設者 

Michael R. Bloomberg

 取締役会 

Dr. Tenley E. Albright
Emma Bloomberg
Georgina Bloomberg
David L. Boren
Kenneth I. Chenault
D. Ronald Daniel
Manny Diaz
Daniel L. Doctoroff
Fiona Druckenmiller
Patricia E. Harris
Walter Isaacson
Maya Lin

John J. Mack 
The Reverend Joseph M. McShane, S.J.
Admiral Mike Mullen, USN (ret.)
Sam Nunn
Samuel J. Palmisano
Secretary Henry “Hank” M. Paulson, Jr.
Dr. Alfred Sommer 
Sir Martin Sorrell
Anne M. Tatlock
Dennis Walcott 

ブルームバーグ フィランソロピーズは、人びとがより
豊かで、より長い人生を謳歌できるよう取り組んで
います。アート、教育、環境、政策革新、公衆衛生の
5つを重点分野とし、常に変革を推し進めています。

ブルームバーグ フィランソロピーズは、マイケル・R・
ブルームバーグが設立した基金、個人としての寄付、
ブルームバーグの企業としてのフィンランソロピー活動
など、マイケル・ブルームバーグの慈善活動すべて網羅
するものです。2014年にブルームバーグ フィランソ
ロピーズは4億6,200万ドルを拠出しました。

© 2015年、ブルームバーグ フィランソロピーズ、ニューヨーク州、ニューヨーク市

 写真提供： 

Alex Maguire
College Advising Corps
Doug and Mike Starn
Jasper Carlberg
Kuni Takahashi 
Lievain Rcyaha – サステナブル・ハーベスト
Moiz Husein 
Oceana
ニューオーリンズ市長室
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“ フィランソロピーは、変化や革新をもたらし、
優れたアイデアを開花させ根付かせるきっかけ
となりうる。フィランソロピー活動を通じ、
同じ目標を持つ人びとと力を合わせることで、
素晴らしい未来が実現できる”

 — マイケル・ブルームバーグ
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