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■ 財団設立の趣旨  　 
現在、難病に苦しむ子どもの数は全国で14万人に及んでおり、その難病の子どもを持つ家族まで数えると、	

悩んでいる人はその数倍もいることでしょう。	

これらの家族は、子どもが入院すると、自宅と入院先との二重生活による経済的な負担、	

家族が離れて暮らす精神的苦痛など、大きな負担に悩まされることになります。

このような家族を少しでも支援するために、	

公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンは設立され、	

子どもが入院する病院の近くに家族が安心してくつろげる滞在施設を建設し、	

ボランティアによって運営するという活動をしています。	

ドナルド・マクドナルド・ハウスは世界的な広がりを持つ活動で、	

現在、世界には360以上のハウスがあります。

以上のように、この公益財団法人は、患者家族の負担を社会全体で支援する仕組みづくりに	

寄与することを目的としているのです。

■ 財団の概要  　 
名　称	 ：	 公益財団法人ドナルド･マクドナルド･ハウス・チャリティーズ・ジャパン

所在地	 ：	 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号　新宿アイランドタワー39階

目　的	 ：	 	本財団は、難病およびその家族等を支援する福祉、医療分野等におけるボランティアへの助成並びにその家

族等に対し必要な施設の設置等の措置を講じ、その有効適切な運営を行うこと等により、地域社会における

支援体制の確立に寄与することを目的とする

事　業	 ：	 ①困難な病気を患っている児童及びその家族が滞在できる施設の設置・運営

	 	 ②福祉・医療分野等におけるボランティアの活動を行う団体への助成事業

	 	 ③その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

設　立	 ：	 平成１１年４月１日

行政庁	 ：	 内閣府

RMHC Globalのミッション 　  
Create,	 find	and	support	programs	that	directly	 improve	the	health	and	wellbeing	

of	Children.

『子どもたちの健全な成長ある生活を直接的に向上させるプログラムを創造し、発見し、支援し

ます。』

これを受け、公益財団法人ドナルド･マクドナルド･ハウス・チャリティーズ・ジャパンは、『入

院している子ども達とその家族が、よりよい生活を送れるように支援する』をミッションに掲げ、

①	ハウス建設・運営による患児と家族の支援

②ボランティア文化の醸成

③医療を社会で支える仕組み作り

に寄与いたします。

財団概要

Mission

私たち公益財団法人ドナルド･マクドナルド･ハウス・チャリティーズ・ジャパンはグローバルチャリティーです。
アメリカ・シカゴにあるRonald	McDonald	House	Charities	Global（RMHC	Global）が本部として統括し、
各国に財団が設立されています。

ミッション

Overview

Family	Centered	Care	

ファミリー・センタード・ケア（家族を中心にしたケア）は、患者、その家族、地域の力になりニーズを満たすという観点で提供

される、医療にもっとも大きな価値を置くという理念に基づいています。ファミリー・センタード・ケアを支援、促進するために、

ドナルド・マクドナルド・ハウスが担う役割は大きいです。子ども達に直接医療を提供することがミッションではありませんが、

治療の期間中、家族を支援することにより家族を中心にしたケアを提供します。ドナルド・マクドナルド・ハウスが入院中の

子どもとその家族に提供する滞在場所とサポートは有益なだけでなく、高品質で効果的な医療にとって不可欠なものとなっ

ています。
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Message from the Family
ご家族からのメッセージ

　長男の歩（5歳）は生まれたときから呼吸がうまくできませんでした。最初の頃は、肺の機能がまだ成熟していないた
めという診断だったのですが、なかなか良くならず、詳しく検査をしてみると、血管輪という病気であることがわかりま
した。本来、産まれる前になくなるはずの心臓の大動脈が気管に巻き付いてしまう病気です。生後2週間頃にこの巻き付
いた血管を除去する手術をして血管輪は解決したのですが、気管軟化症という後遺症が残ってしまいました。気管が柔
らかくなって、息を吸ったり吐いたりするたびに気管がつぶれて、呼吸ができないのです。地元福岡の病院ではこの病
気の治療ができなかったため、生後2か月のときに兵庫の病院に転院し、生後半年のときに気管切開によって呼吸を確保
して、生後7か月でようやく歩は福岡の自宅に帰ることができました。２歳になる頃には体が大きくなって、気管軟化症
は徐々に改善されていきました。しかし、今度は声帯が固着していることが問題になりました。長期間挿菅していたた
め、声帯が塞がれてしまい、呼吸できないのです。 

次から次に立ちはだかる試練

入院の前後には歩もハウスに宿泊させていただいています。男の子
なんですけど、1階のガラスケースに飾ってあるリヤドロの陶器のお
人形が大好きなんですよ。支援者の方が提供してくださったものだ
と思うのですが、いつもガラスに貼りついて眺めています。入院前も
あの人形たちに会えると思うと、テンションが上がって不安も吹き飛
ぶようです。
　入院中は私が病室を離れようとすると不安そうな顔をするのです
が、「ハウスだよ」と言うと納得してくれます。病院のすぐそばにあ
ることが安心感につながっているのだと思います。ある時は、ボラン
ティアの方がお孫さんを連れていらしていて、歩と一緒に遊んでも
らったこともあります。こうしたアットホームな交流ができるのもい
いですね。歩と私たち家族にとって、ハウスは自宅に近い環境で過ご
せる安らぎの場所です。キッチンなどの水回りもいつもピカピカ。居
心地のいい環境を作ってくれているボランティアさんをはじめ、支
援者のみなさんには感謝しています。いつまでも病児とその家族に
とって、ハウスがほっとできる温かい場所として存在し続けることを
願っています。　　　　　　　　　　　　　　  （2019年2月16日）

歩とドナルド・マクドナルド・ハウス

　福岡の病院では高校生になるまで何もできないと言われたため、自分
達で必死に治療法を探し、2017年11月に東京の成育医療研究センターの
先生に診ていただけることになりました。バルーンで声帯を広げて、初め
て声が出せるようになったのです。今まで歩とのコミュニケーションは主
に手話だったので、先生が神のように映りました。
　ドナルド・マクドナルド・ハウスを利用させていただくようになったの
も、同じ頃から。これまで4回利用させていただきました。今回はのどに
肋骨の軟骨を埋め込んで声帯を開く手術をしたので、15分おきに吸引が
必要です。誤嚥も心配なので、ほとんど病院に付きっきりです。ハウスで
ゆっくりする時間も取れない状況ですが、ほんの数十分間でも戻ってシャ
ワーを浴びたり、ご寄贈いただいたインスタントコーヒーを飲んだりする
と、ほっとします。先日は『ミールプログラム』も利用させていただきま
した。ポカポカ身も心も温まり、幸せな気持ちにさせていただきました！
※ ミールプログラム：入院中のお子さんに朝から晩まで付き添って、疲れて夜帰って来

るご家族へボランティアが夕食を提供するプログラム。

ドナルド・マクドナルド・ハウスとの出会い

初めて描いてくれたママの顔
ホクロもちゃんと描いてます

お気に入りのリヤドロの陶器の前で微笑む
歩くん
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公益財団法人ドナルド･マクドナルド･ハウス・チャリティーズ・ジャパン
理事長

北海道立子ども総合医療・療育センター
センター長

　1999年4月1日に私どもの財団は設立され、今年で20周年を迎えます。
　2001年に、最初の「ドナルド・マクドナルド・ハウス」が東京都世田谷区にオー
プンし、その後あっという間に全国12か所にまでハウスの活動が広がりました。そ
して今では患者さんとそのご家族にとって、なくてはならない存在となっておりま
す。これもひとえに、支援企業の皆様、各地域のボランティアの方々および病院
関係者の多大なるご協力によるものです。おかげさまで私どもはこれまでに延べ
62,471家族に365,327泊を提供することができました。改めて皆様に感謝申し上げ
ます。
　しかし一方で、部屋数が足りず、満室のために残念ながらハウスを利用できな
いご家族も多くいらっしゃいました。この問題を解決するために、今年、大阪そし
て福岡のハウスでは移転・増室を行うことになりました。6月30日、国立循環器病
研究センターが移転することに伴い、ハウスも病院とともに「北大阪健康医療都市
（健都）」に移転し、「ドナルド・マクドナルド・ハウス おおさか健都」として生ま
れ変わります。これまで18室だったハウスも20室となり、心臓病の子ども達とその
ご家族を支援いたします。また「ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおか」も5室
の増室工事を行い、21室のハウスとして今秋新たに運営をスタートする予定です。

　この20年間の活動が評価され、ますますハウスの必要性が高まり、各地の病院
や自治体からハウス開設の依頼を受けております。多くのご家族を支援できるよう
協議を重ね、１つでも多くのハウスを開設できるよう今後も取り組んで参りますの
で、皆様の変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

　「お家から遠く離れた病院に入院しているお子さんとご家族のための第二のわが

家」をコンセプトに、これまで多くの患者家族をサポートされてこられたことに敬意

と感謝の気持ちでいっぱいです。

　2008年に誕生した「さっぽろハウス」のお隣の北海道立子ども総合医療・療育セ

ンター（通称コドモックル）は、道内唯一の子どもの総合病院として遠方から来院さ

れる方もおられますが、ハウスはこうした患者家族の滞在施設としてこの10年間で延

べ4,000以上の家族を受け入れ、経済的にも精神的にも大きな支えとなっています。

　コドモックルでは、様々な病気を合併した患者に対し、診療科横断型の多職種チー

ムによる医療や中長期的で医療的視点に立つ療育リハシステムも擁しており、高度か

つ専門的な治療を行っていますが、こうした治療に加え、子どもの発達をはぐくむ側

面も必要です。

　石井竜也さんが作られたハウスのテーマソング「ウタノチカラ」の歌詞に「同じ人

はいないよ　君は君でいいんだ　風も光も太陽も君を守ってくれてるよ」という一節

があります。子どもは病気であっても発達していく存在であり、人格や性格も固まっ

ておらず、病気の治療と共に健やかな人格育成のための綿密な環境調整が必要で

す。このため、こうした子どもを取り巻く人達が、家庭の父と母のように力を合わせ

発達を促すことが重要となる訳ですが、ハウスのスタッフやボランティアの皆さまに

は、心配で押しつぶされそうな保護者を病児の保護者ではなく普通の家族として受け

止め、守る力がありますし、さらに、こうした活動を寄付や募金と言う形で守る企業

や個人の心強い皆さまもおられます。

　コドモックルとしても、こうした全ての皆さまへの感謝の気持ちを心に刻み、さっ

ぽろハウスとともに両輪の輪となり、子どもや家族にとってよりよいコンボイになれ

るよう努力して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

柳澤	正義 續	晶子

Message
ご挨拶
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全国の

さいたまハウス
（埼玉県立小児医療センター）

ふちゅうハウス
（東京都立小児総合医療センター）

せたがやハウス
（国立成育医療研究センター）

おおさか・すいたハウス
（国立循環器病研究センター）

こうちハウス
（高知医療センター）
※2019年3月閉館

なごやハウス
（名古屋大学医学部附属病院）

神戸ハウス
（兵庫県立こども病院）

さっぽろハウス
（北海道立子ども総合医療・療育センター）

せんだいハウス
（宮城県立こども病院）

東大ハウス
（東京大学医学部附属病院）

とちぎハウス
（自治医科大学とちぎ子ども医療センター）

ふくおかハウス
（福岡市立こども病院）

各ハウスでは、病院と連携し「わが家のようにくつろげる第二の家」を
患者家族に提供しています。

2017年より125家族多くのご家族が滞在され、
入院中の子どもに付き添うことができました。

患者を含むご両親や兄弟

17,543人がハウスで、
ゆっくり休むことができました。

7,578家族

17,543人

ハウス12 家
族
数

ハ
ウ
ス
数

House Information Flash Fact
ハウス情報 2018 年活動報告

利用

利用

人
数
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2017年より1,022泊多く、
たくさんのご家族の経済的

そして精神的負担が軽減されました。

一晩で最大168家族が
ドナルド・マクドナルド・ハウスで

家族一緒の時間を過ごすことができます。

ハウスの趣旨に賛同された企業や個人の皆さまの協力で、
ハウス運営は成り立っています。

企業や団体、多くの個人の方から寄付をいただきました。

マクドナルドの店舗募金をはじめ、

病院や商店にも募金箱を設置し
ご協力いただきました。

168室

42,698泊

総宿泊数

ベ
ッ
ドルーム数

308,629,403円

9,988名

114,115,795円

寄付総額

寄付者数

募金総額

Flash Fact  2018 年活動報告
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〒157 - 0074　東京都世田谷区大蔵 2 - 10 - 10
電話：03 - 5494 - 5534　FAX：03 - 3749 - 2267

〒989 - 3126　宮城県仙台市青葉区落合 4 - 5 - 3
電話：022 - 391 - 1233　FAX：022 - 392 - 5535

〒781 - 0111　高知県高知市池 953 - 10
電話：088 - 837 - 3650　FAX：088 - 837 - 3652

〒565 - 0875　大阪府吹田市青山台 4 - 31 - 20
電話：06 - 6836 - 6551　FAX：06 - 6831 - 7611

2001年12月に誕生した国内第1号の「せたがやハウス」
は国立成育医療研究センターに隣接して建てられまし
た。小児ベッド数が 490 床ある国立成育医療研究セ
ンターには、全国各地から患者が入院または通院して
います。

施設概要

2003 年 11 月に誕生した国内第 2 号目の「せんだいハ
ウス」は宮城県立こども病院のそばに建てられました。
こども病院は 241 床あり、ハウスは主に東北地方から
の患者家族が利用しています。

施設概要

2005 年 2 月に誕生した国内第 3 号目の「こうちハウス」
は同時期に開院した高知医療センターのそばに建て
られました。高知医療センター内には母子医療セン
ターがあり、ハウスには小児の患者家族が滞在してい
ます。

施設概要

2005 年 10 月に誕生しました国内 4 号目の「おおさか・
すいたハウス」は、国立循環器病研究センターの向かい
側に建てられました。国立循環器病研究センターは小
児病院ではありませんが、全国から心臓病の患児が入
院または通院に来ています。入院患者の家族の宿泊
場所がなく困っていたことから病院および自治体から
ハウス建設の依頼を受け、ハウス建設が実現しました。

施設概要

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

■ オープン日：2001 年 12 月
■ 延床面積：1 , 744 . 29㎡

ハウス情報

■ オープン日：2003 年 11 月
■ 延床面積：1 , 679 . 36 ㎡

ハウス情報

■ オープン日：2005 年 2 月
■ 延床面積：1 , 180 . 72㎡

ハウス情報

■ オープン日：2005 年 10 月
■ 延床面積：1 , 292 . 88 ㎡

ハウス情報

▼収入 ▼支出
利用料 11,422,000 給与手当 11,884,925 
寄付金収入 15,390,555 水道光熱費 5,678,081 
会費収入 1,128,000 租税公課 4,518,200 
その他 1,124,912 その他 5,829,172 
運営補填金（財団内） 1,936,915 固定資産支出 3,092,004 

合計 31,002,382  合計 31,002,382 

▼収入 ▼支出
利用料 5,829,000 給与手当 8,638,909 
寄付金収入 12,104,405 水道光熱費 6,417,060 
会費収入 900,000 租税公課 1,596,000 
その他 1,043,506 その他 7,168,928 
運営補填金（財団内） 3,943,986 固定資産支出 0

合計 23,820,897 合計 23,820,897 

▼収入 ▼支出
利用料 1,067,000 給与手当 8,150,105 
寄付金収入 2,421,710 水道光熱費 2,999,361 
会費収入 168,000 租税公課 115,000 
その他 143,500 その他 4,072,321
補助金（高知県・高知市病院企業団） 7,707,500 固定資産支出 0
運営補填金（財団内） 3,829,077 

合計 15,336,787 合計 15,336,787 

▼収入 ▼支出
利用料 7,145,000 給与手当 9,362,177 
寄付金収入 11,308,349 水道光熱費 4,157,389 
会費収入 1,060,000 租税公課 2,666,900 
その他 2,030,599 その他 3,952,315 
補助金（吹田市） 2,645,900 固定資産支出 0

次年度ハウス繰越金（ハウス運営費） 2,372,067
次年度ハウス繰越金（移転プロジェクト） 1,679,000

合計 24,189,848 合計 24,189,848

■ 利用家族数：1 , 033 家族
■ 総宿泊数：7 , 081 泊
■ 平均滞在日数：7 . 0日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：239 名
■ ボランティア活動時間数：18 , 478 時間

■ 利用家族数：1 , 058 家族
■ 総宿泊数：3 , 343 泊
■ 平均滞在日数：3 . 3日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：216 名
■ ボランティア活動時間数：16 , 116 時間

■ 利用家族数：207 家族
■ 総宿泊数：845 泊
■ 平均滞在日数：4 . 0日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：68 名
■ ボランティア活動時間数：9 , 459 時間

■ 利用家族数：673 家族
■ 総宿泊数：5 , 128 泊
■ 平均滞在日数：7 . 7日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：141 名
■ ボランティア活動時間数：15 , 351 時間

ベッドルーム数

23室
ベッドルーム数

16室

ベッドルーム数

16室
ベッドルーム数

18室

ドナルド・マクドナルド・ハウス
せたがや

ドナルド・マクドナルド・ハウス
こうち

ドナルド・マクドナルド・ハウス
せんだい

ドナルド・マクドナルド・ハウス
おおさか・すいた

House Information
全国のハウス紹介
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〒329 - 0434　栃木県下野市祇園 2 - 36 - 3自治医大 2 号館 3 階
電話：0285 - 58 - 7551　FAX：0285 - 44 - 4154

〒006 - 0041　北海道札幌市手稲区金山1 条 1 丁目2 - 5
電話：011 - 688 - 4533　FAX：011 - 691 - 8866

〒183 - 0042　東京都府中市武蔵台 2 丁目9 - 2　
東京都立多摩・小児総合医療センター宿泊棟 1 階
電話：042 - 300 - 4181　FAX：042 - 325 - 2266

〒113 - 0033　東京都文京区本郷 7 - 3 - 1　東大構内
電話：03 - 3812 - 9877　FAX：03 - 3812 - 9688

2006 年 9 月に誕生しました国内第 5 号目の「とちぎハ
ウス」は自治医大とちぎ子ども医療センターの向かい
側に開設されました。とちぎハウスは、自治医科大学
の建物の一部を無償でお借りし、県の補助金を使って
大学側に内装整備していただいたニューモデルのハウ
スです。2013 年には増室工事を行い、7 室だったハウ
スが10 室になりました。

施設概要

2008 年 12 月に誕生しました国内第 6 号目の「さっぽろ
ハウス」は北海道立子ども総合医療・療育センター（通
称：コドモックル）の向かい側に開設されました。コド
モックルは 215 床あり道内からの患者家族が利用して
います。

施設概要

2010 年 3 月、東京都府中市に日本第 7 号目のふちゅう
ハウスがオープンしました。東京都立小児総合医療セ
ンターの隣接地に建てられたハウスは、東京都の宿舎
棟の1 階部分を無償でお借りし、12 家族が滞在可能で
す。

施設概要

2011 年 12 月、日本で最初のハウスが誕生して10 年を
記念して、東京大学構内に日本第８号目の東大ハウス
がオープンしました。東京大学医学部附属病院の隣接
地に建てられたハウスは、4 階建てで12 家族が滞在可
能です。

施設概要

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

■ オープン日：2006 年 9 月
■ 延床面積：652 . 90㎡

ハウス情報

■ オープン日：2008 年 12 月
■ 延床面積：994 . 22㎡

ハウス情報

■ オープン日：2010 年 3 月
■ 延床面積：688 . 33㎡

ハウス情報

■ オープン日：2011 年 12 月
■ 延床面積：979 . 72㎡

ハウス情報

▼収入 ▼支出
利用料 3,630,000 給与手当 9,562,958 
寄付金収入 11,143,975 水道光熱費 2,168,378 
会費収入 928,000 租税公課 0 
その他 478,500 その他 2,895,028 
運営負担金（自治医大） 539,000 固定資産支出 0 
前年度ハウス繰越金 2,847,805 次年度ハウス繰越金 4,940,916 

合計 19,567,280 合計 19,567,280 

▼収入 ▼支出
利用料 4,190,000 給与手当 8,440,168 
寄付金収入 9,530,038 水道光熱費 4,603,404 
会費収入 252,000 租税公課 981,800 
その他 167,120 その他 4,773,117 
運営補填金（財団内） 6,771,578 固定資産支出 2,112,247

合計 20,910,736 合計 20,910,736 

▼収入 ▼支出
利用料 4,437,000 給与手当 8,927,077 
寄付金収入 8,622,588 水道光熱費 0 
会費収入 336,000 租税公課 54,000 
その他 523,880 その他 3,576,449 

固定資産支出 0 
次年度ハウス繰越金 1,361,942 

合計 13,919,468 合計 13,919,468 

▼収入 ▼支出
利用料 4,158,000 給与手当 8,915,352 
寄付金収入 7,030,389 水道光熱費 2,495,508 
会費収入 382,000 租税公課 5,518,279 
その他 532,030 その他 4,621,052 
補助金（好仁会） 1,000,000 固定資産支出 2,039,391 
運営補填金（財団内） 10,487,163 

合計 23,589,582 合計 23,589,582 

■ 利用家族数：396 家族
■ 総宿泊数：2 , 790 泊
■ 平均滞在日数：7 . 1日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：240 名
■ ボランティア活動時間数：16 , 298 時間

■ 利用家族数：647 家族
■ 総宿泊数：2 , 756 泊
■ 平均滞在日数：4 . 3日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：159 名
■ ボランティア活動時間数：15 , 984 時間

■ 利用家族数：496 家族
■ 総宿泊数：3 , 056 泊
■ 平均滞在日数：3 . 9日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：232 名
■ ボランティア活動時間数：13 , 636 時間

■ 利用家族数：458 家族
■ 総宿泊数：2 , 913 泊
■ 平均滞在日数：6 . 2日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：222 名
■ ボランティア活動時間数：16 , 067 時間

ベッドルーム数

10室
ベッドルーム数

12室

ベッドルーム数

10室
ベッドルーム数

12室

ドナルド・マクドナルド・ハウス
とちぎ

ドナルド・マクドナルド・ハウス
ふちゅう

ドナルド・マクドナルド・ハウス
さっぽろ

ドナルド・マクドナルド・ハウス
東大

House Information  全国のハウス紹介
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〒466 - 0065　愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65　名大病院構内
電話：052 - 744 - 0203　FAX：052 - 741 - 7707

〒813 - 0017　福岡県福岡市東区香椎照葉 5 - 1 - 2
電話：092 - 692 - 2031　FAX：092 - 692 - 9087

〒650 - 0047　兵庫県神戸市中央区港島南町 1 丁目6 - 7
電話：078 - 302 - 7222　FAX：078 - 302 - 7223

〒330 - 0081　埼玉県さいたま市中央区新都心 1 番地 2
埼玉県立小児医療センター6 階
電話：048 - 601 - 0123　FAX：048 - 601 - 0126

2013 年 11 月に誕生した国内 9 号目となる「なごやハ
ウス」は中部地方で初めてのハウスとして誕生しまし
た。名古屋大学医学部附属病院構内に建てられたハ
ウスは、3 階建てで12 家族が滞在可能です。

施設概要

2015 年 5 月に誕生した国内10 号目となる「ふくおか
ハウス」は九州地方で初めてのハウスとして誕生しまし
た。福岡市立こども病院の敷地内に建てられたハウ
スは、2 階建てで16 家族が滞在可能です。

施設概要

2016年5月に誕生しました国内11号目の「神戸ハウス」
は、兵庫県立こども病院の移転に伴い、兵庫県によって
整備されました。メディカルエリアに開設されたハウ
スは、病院に隣接され 3 階建てで16 家族が滞在可能
です。

施設概要

2016 年 12 月に誕生しました国内12 号目の「さいたま
ハウス」は、埼玉県立小児医療センターの移転に伴い
整備され、国内では初めての病院内に開設されたハウ
スです。埼玉県立小児医療センターは、316 床あり小
児救命救急医療が強化された病院のため、多くの患者
が入院または通院しています。

施設概要

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

収支報告（単位：円）

■ オープン日：2013 年 11 月
■ 延床面積：1 , 192 . 22㎡

ハウス情報

■ オープン日：2015 年 3 月
■ 延床面積：1 , 827 . 01㎡

ハウス情報

■ オープン日：2016 年 5 月
■ 延床面積：1 , 249 . 5㎡

ハウス情報

■ オープン日：2016 年 12 月
■ 延床面積：575㎡

ハウス情報

▼収入 ▼支出
利用料 4,442,000 給与手当 8,153,906 
寄付金収入 12,325,870 水道光熱費 3,615,329 
会費収入 372,000 租税公課 2,833,600 
その他 398,800 その他 4,228,407 
運営補填金（財団内） 1,292,572 固定資産支出 0 

合計 18,831,242 合計 18,831,242 

▼収入 ▼支出
利用料 7,617,000 給与手当 9,093,810 
寄付金収入 10,058,000 水道光熱費 5,129,417 
会費収入 27,000 租税公課 1,430,650
その他 1,030,554 その他 4,406,067 
運営補填金（財団内） 10,664,482 固定資産支出  0

次年度ハウス繰越金（増室プロジェクト） 9,337,092

合計 29,397,036 合計 29,397,036

▼収入 ▼支出
利用料 7,003,000 給与手当 9,312,570 
寄付金収入 8,345,896 水道光熱費 3,750,889 
会費収入 314,000 租税公課 52,100 
その他 698,000 その他 2,921,372 
前年度ハウス繰越金 11,633,349 固定資産支出 0 

次年度ハウス繰越金 11,957,314 

合計 27,994,245 合計 27,994,245 

▼収入 ▼支出
利用料 3,306,000 給与手当 8,980,428 
寄付金収入 3,894,241 水道光熱費 0 
会費収入 171,000 租税公課 29,700 
その他 362,601 その他 2,811,129 
前年度ハウス繰越金 22,559,124 固定資産支出 0 

次年度ハウス繰越金 18,471,709 

合計 30,292,966 合計 30,292,966 

■ 利用家族数：679 家族
■ 総宿泊数：3 , 107 泊
■ 平均滞在日数：4 . 6日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：183 名
■ ボランティア活動時間数：13 , 020 時間

■ 利用家族数：891 家族
■ 総宿泊数：4 , 646 泊
■ 平均滞在日数：5 . 2日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：152 名
■ ボランティア活動時間数：10 , 682 時間

■ 利用家族数：682 家族
■ 総宿泊数：4 , 680 泊
■ 平均滞在日数：7 . 0日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：249 名
■ ボランティア活動時間数：15 , 080 時間

■ 利用家族数：358 家族
■ 総宿泊数：2 , 353 泊
■ 平均滞在日数：6 . 5日

2018 年実績

■ ボランティア登録者数：234 名
■ ボランティア活動時間数：15 , 715 時間

ベッドルーム数

12室
ベッドルーム数

16室

ベッドルーム数

16室
ベッドルーム数

7室

ドナルド・マクドナルド・ハウス
なごや

ドナルド・マクドナルド・ハウス
神戸

ドナルド・マクドナルド・ハウス
ふくおか

ドナルド・マクドナルド・ハウス
さいたま

House Information  全国のハウス紹介
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Volunteer
ボランティア

Volunteer Activities

18Annual Report 201817 Annual Report 2018

全国12ハウスで日々活動し、

病気の子どもとその家族をサポートしている仲間です。

チェックインやベッドメイキング、寄付品の整理など
ハウス運営に関わった

ボランティアの活動時間数です。

ご家族への食事提供や清掃活動など多くの企業が、

全国のハウスで活動してくださいました。

164社

ボランティア人数

活動時間数

ボランティア数

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

企
業2,335人

175,891時間



2月25日（日）ドナルド・マクドナルド・ハウスへの支援を掲げて697名のチャリティランナーが「東京マラソン2018チャ
リティ」に参加しました。沿道では約400名の大応援団が大きな声援を送り、フィニッシュ後のブレイクルームでは、ラン
ナー・応援団・ご家族600名を超える方に感動を分かち合っていただきました。東京マラソン2018チャリティを通じて総額
73,999,400円の寄付をいただくことができました。

12月10日（月）日高カントリークラブにて「第
20回ドナルド・マクドナルド・ハウス支援チャリ
ティゴルフ」が開催されました。
ハウスの趣旨にご賛同いただいたプロゴルファー
33名を含む130名の方にご参加いただき、当日は
チャリティーオークションも実施いたしました。
多くの方のご協力により、950万円の寄付を頂戴
しました。

5月14日（月）都内ホテルにてチャリティーパーティーを
開催し、日頃よりハウスを支援してくださっている企業や
個人の方に感謝の意を表すとともに、昨年の活動報告を
させていただきました。第一部の「感謝の贈呈式」では、
プラチナスポンサー3社、ゴールドスポンサー4社そして
シルバースポンサー35社に対して、盾を贈呈させていた
だきました。第二部のチャリティーパーティーでは492名
もの支援企業や医療関係者にお集まりいただき、盛大な
パーティーとなりました。会場内ではラッフル募金も行い
2,449,411円もの寄付が集まりました。いつもご支援いた
だいている皆さまに改めて感謝申し上げます。

©東京マラソン財団©東京マラソン財団

公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンは東京マラソン2019チャリティ事業の寄付先団体です。
東京マラソン2019チャリティ公式ウェブサイトアドレス　https://www.marathon.tokyo/charity/

10月1日（月）元サッカー日本代表の北澤豪さんのプロデュースによるチャリティーフットサル大会が国立代々木競技場に
て開催されました。
20チーム、180名が参加され、参加費と当日の募金を合わせ552,220円が、部屋数が足りないため増室工事を予定している
ふくおかハウスに寄付されました。スポーツを通じてチャリティーに参加するという共通の目標に向かって一致団結し、非
常に盛り上がった大会となりました。

Topics
トピックス

東京マラソン2018チャリティ

Thanks
to everyone

2018 DMHCチャリティーパーティー

第20回ドナルド・マクドナルド・ハウス支援チャリティゴルフ

北澤豪プロデュース チャリティーフットサル大会
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5月20日（日）味の素スタジアムにて「ドナルド・マクドナルド・ハウス支援チャリティーリレーラン」が開催されまし
た。今年は『お楽しみがモリだくさん！走って、食べて、チャリティーする』をテーマに、ハッピーエイドでのフード
やドリンクが充実したリレーランとなりました。ご家族または会社の仲間と一緒に参加された方が多く、親子ランには
1,014名、3時間リレーには1,490名が参加され、総額5,905,365円の募金が集まりました。
大会実行委員長である坂本雄次さんや大会アンバサダーである北澤豪さん、全力応援サポーターとして横山だいすけ
さん（だいすけお兄さん）にも大会を盛り上げていただき、大盛況の中、無事に終了いたしました。

11月11日（日）せんだいハウス15周年チャリティーパーティーが開催さ
れました。せんだいハウスは、2003年11月11日に宮城県立こども病院の
そばにオープンし、これまで13,600を超えるご家族が滞在されました。
これほどのご家族を支援できたのは、ハウスを支えてくださった企業や
ボランティアの皆さまおかげです。15年の節目を迎え、皆さまに感謝の
気持ちをお伝えしたいという思いから企画しました。
パーティーでは、せんだいハウス15年の歩みを、利用されたご家族の
メッセージを通じて紹介いたしました。ハウスのベッドルームには、利
用されたご家族が自由に想いを綴れるノートがあります。ノートに書か
れたメッセージやハウスの日常を切り取った写真を見ていただき、サ
ポーターの皆さまに感謝の気持ちを伝えました。また15年間継続して
ボランティア活動をされた皆さま、支援企業の皆さまに対して感謝状を
贈呈いたしました。さらに子ども病院に長期入院され、現在はシンガー
ソングライターとして活動している高校1年生の京極裕太さんによるギ
ターの弾き語りもあり、とても温かなチャリティーパーティーとなりま
した。
当日は、病院の先生方、過去にハウスを利用されたご家族と患者さん、
そして多くのサポーター86名にお集まりいただき、561,100円の寄付を
いただきました。15周年記念募金としては総額2,415,000円の寄付が集
まりました。

12月7日（金）10年間さっぽろハウスを支えてくださった方々への
感謝の意をこめて感謝祭を開催いたしました。当日は大雪にもかか
わらず、さっぽろハウスの運営委員長である北海道立総合医療・療
育センターの續 晶子センター長や、スペシャルゲストの石田ひかり
さんなど80名を超える方々がご参加くださいました。
支援企業そしてボランティアの皆さまには、感謝の気持ちとして
木でできた感謝状を贈呈いたしました。木は多くの方が触ること
によって深みのある色に変わっていきます。ハウスも多くの方に関
わっていただくことによって深みが増します。より温かいハウスに
なれるよう今後も一緒にハウスの成長を見守っていただきたいとい
う思いが込められた感謝状です。
石田さんにはハウスを利用されたご家族からの手紙を朗読してい
ただきました。急に子どもが入院することになって戸惑う親の気持
ち、それをやさしく包んでくれるハウスがあったから頑張れるなど
感謝の言葉を紹介していただきました。

Topics  トピックス

Anniversary
Event

ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 チャリティーリレーラン

せんだいハウス15周年チャリティーパーティー

さっぽろハウス10周年感謝祭
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9月27日（月）報道関係の方に、よりハウスの理解を深めていただ
くための内覧会を東大ハウスにて実施しました。東大病院の小見山
看護部長から「小児医療における家族の役割」についてお話いただ
き、また、親子でボランティアに参加してくださっている方や利用
家族にもご参加いただき、ハウスの存在についてそれぞれの立場か
らお話いただきました。
病気と闘う子どもにとって家族と一緒に過ごすことのできる時間が
どれだけ力になるのか、その必要性と実情、課題について多くの人
に知っていただき、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」がサポー
トを必要としていることを理解していただく良い場となりました。

2019年6月30日に、国立循環器病研究センターは北大阪健康医療都
市（健都）へ移転します。
同センターに入院する患者家族を支援している「おおさか・すいた
ハウス」も一緒に移転するため、8月27日（月）建設予定地で地鎮
祭が執り行われました。地鎮祭には、移転費用のためにふるさと納
税を活用して2億円という寄付を集めてくださった吹田市長、これ
からお世話になる摂津市長、国立循環器病研究センターの病院長
が参列してくださり、これから始まる工事の安全祈願がなされまし
た。新ハウスは、「ドナルド・マクドナルド・ハウス　おおさか健
都」という新しい名称になり今より2室増えて、20室のハウスとな
ります。

8月20日（月）～22日（水）、アメリカ・シカゴに
て世界各国のドナルド・マクドナルド・ハウス財
団関係者を集めてのカンファレンスが開催されま
した。3年に一度の開催で、今年は1,200名が一同
に介し、それぞれの国や地域の成功事例などが紹
介されました。日本からも財団役員が参加し、患
者家族のために私たちがどのようなサポートがで
きるか、どのようにして寄付を集めるかなどたく
さんの学びがありました。

日本マクドナルドのオーナー・オペレーターであ
る竹内久雄さんが、2018年度の Gerry Newman 
McTLC賞を受賞され、1月10日（土）シカゴで開
催されたRMHC Award of Excellenceの授賞式に
出席されました。
この賞は、病気と闘う子どもとその家族を支援す
るために努力を積まれたオーナー・オペレーター
1名に与えられる賞で、竹内さんには副賞として
RMHC Globalから授与された10万ドルの助成金の
寄付先を選ぶ権利が渡されました。
竹内さんは、日本第1号ハウスのオープンと同時
に、ハウスの認知を広げ理解を促すために店舗に
ポスターを掲出、お客様にリーフレットを配布、
募金集めにも積極的に取り組まれました。現在、
23店舗を運営されており、従業員の皆さまやお客
様と共にドナルド・マクドナルド・ハウスを熱心
にサポートし続けてくれています。

RMHCグローバルカンファレンス

Gerry Newman McTLC Award of Excellence受賞

メディア内覧会

「ドナルド・マクドナルド・ハウス　おおさか健都」地鎮祭

Topics  トピックス
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ボランティア交流会
　
各ハウスごとにボランティア交流会は毎年行っていますが、
今年は、ふちゅうハウスに他のハウスのボランティアの方が
集まり、ハウスを超えてのボランティア交流会を開催しまし
た。自分のハウスのことはよく知っているけれど、他のハウス
がどんな様子で、どのように運営されていて、どんなボラン
ティアさんがいるのかを知りたい方が多く、非常に活発な意
見交換が行われました。「病気の子どもとそのご家族を支え
たい」という同じ目的を持った仲間の輪がさらに広がり、ボラ
ンティアの方のモチベーションにつながりました。

1月5日（金） せたがやハウス 
武井 壮さん

12月7日（金） さっぽろハウス
石田 ひかりさん

1月27日（土） せんだいハウス 
東北楽天ゴールデンイーグルス 枡田 慎太郎選手

9月18日（火） さっぽろハウス
横山 だいすけさん

11月2日（金） ふくおかハウス
琴奨菊関

12月12日（水） せんだいハウス
東北楽天ゴールデンイーグルス　銀次選手

3月16日（金） さいたまハウス 
元なでしこジャパン監督　佐々木 則夫さん

Thank you for 
visiting us!

著名人のハウス訪問

アシスタントマネージャーセミナー
　
11月1日（木）、2日（金）全国のハウスでアシスタントマネー
ジャーとして活動しているスタッフ向けのセミナーを開催し
ました。今回は勤続1年未満の新しいスタッフを対象にしたセ
ミナーで、組織やアシスタントマネージャーの役割、ボラン
ティアについて学びました。アシスタントマネージャーの一
番重要な役割はボランティアの方にモチベーションを持って
いただきながら、長くハウスで活動を継続してもらうように
すること。そのためにどんなことをすべきかなど、各ハウス
の事例紹介を行いながら、自分のハウスに戻って何をすべき
かを考えていただきました。なかなか他のハウスのスタッフ
と顔を合わせる機会がないため、活発な情報交換が行われま
した。

人材育成

Topics  トピックス

ハウスマネージャーセミナー
　
12月4日（火）、5日（水）に12名のハウスマネージャーそして2
名のサブマネージャーを対象にしたハウスマネージャーセミ
ナーを開催しました。「温かいハウス」のためにスタッフと
してどのようなことができるのか、それぞれのハウスが目標
を達成するために今何をすべきなど話し合われました。また
今回は他団体のボランティア活動を学ぶために、東京マラソ
ン財団の方にお越しいただき、どのように組織されているの
か、ボランティアトレーニングはどのように進めているかな
どお話を伺うことができました。その後はディスカッションを
行い、組織は異なるけれどボランティアに対する考え方など
を共有するいい機会となりました。
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コカ・コーラ社 寄付型自動販売機
　
コカ・コーラ社の寄付型自動販売機を設置することによってハウスを支援することができます。オフィスや工場にこ
の自動販売機を設置し、売り上げの一部をハウスへ寄付するシステムとなっています。1本当たりの寄付金額は、設
置者が決めることができます。
現在、多くの企業にご賛同いただき220台の寄付型自動販売機が設置されており、昨年は総額3,775,960円の寄付を
いただきました。

自動販売機を設置し、ハウスのサポートを始めませんか。
詳細はhttps://www.dmhcj.or.jp/support/vending_machine.html

アクアクララ社 ミネラルウォーター
　
アクアクララ社のミネラルウォーター購入で、ハウスを支援することができます。
「ハウス支援はじめてセット」を申し込み、支援者登録していただくと、2回目のミネラルウォーター購入（12ℓサイ
ズ1ボトル単位）から、1ボトル購入につき120円がアクアクララ社よりドナルド・マクドナルド・ハウス財団に寄付
されます。
ご自宅やクリニックなどに設置していただくことによって、ハウスに滞在されるご家族のサポートとなります。ご協
力よろしくお願いいたします。
詳細はhttps://www.dmhcj.or.jp/support/vending_aqua.html

ハウスをご支援ください

各ハウスでは、地域のみなさまに「ドナルド・マクドナルド・ハウス」がどのよう
なところなのかを知っていただくために、年に一度オープンハウスを開催してい
ます。2018年は延べ3,787名の方がこのイベントに来場してくださり、総額663万
円の寄付が集まりました。
支援企業やボランティアによるチャリティーバザー、ヨーヨーすくいやくじ引きな
ど、縁日やチャリティーブースではイベントを楽しむ子どもたちの姿が見られま
した。ハウスの親善大使であるドナルドもイベントを盛り上げてくれて、地域の
高校生や大学生による催しや生演奏のコンサートなどもあり、大人も子どもも笑
顔あふれる1日となりました。

また、おおさか・すいたハウスは2019年6月末に移転予定のため、今回が現ハウ
スでの最後のオープンハウスとなりました。利用家族の方々からもたくさんの
メッセージが寄せられ、また、当日の来場者からは利用者さんやハウスへの「応
援」の声が集まり、皆さまに支えられてきたこの13年間への感謝の想いを伝える
場となりました。

■神戸ハウス
日時：5月13日（日）
来場者：500名
募金総額：606,536円

■さっぽろハウス
日時：6月2日（日）
来場者：410名
募金総額：806,628円

■せんだいハウス
日時：9月2日（日）
来場者：168名
募金総額：125,957円

■なごやハウス
日時：10月21日（日）
来場者：215名
募金総額：448,549円

■おおさか・すいたハウス
日時：10月27日（土）
来場者：550名
募金総額：3,445,419円

■ふくおかハウス
日時：10月27日（土）
来場者：1,156名
募金総額：580,294円

■さいたまハウス
日時：11月14日（水）
来場者：149名
募金総額：91,294円

■せたがやハウス
日時：11月25日（日）
来場者：639名
募金総額：531,889円

Open House

オープンハウス

NAGOYA

SETAGAYA

FUKUOKA

OSAKA

Topics  トピックス
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マックハッピーデー 10円募金つきクーポンの配信                                   

キャンペーン商品の売上金を寄付                                   

2018年10月28日（日）
ハッピーセット1つ販売で
マクドナルドが50円を寄付

マクドナルドのアプリで
10円募金付きクーポンの配信

4月14日（土）から実施したビッグマックキャンペーンで
ビッグマックの関連グッズ（計3種類）を
オンラインモール「楽天市場」において数量限定販売
その売上金額の一部を寄付

総額32,153,850円

募金総額52,288,418円

寄付額5,000,000円

全店舗に募金箱設置

2018年1月〜12月の寄付金

17,515,830円

募金総額

McDonald’s Support
マクドナルド社のサポート
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ボランティア活動費助成
難病児及びその家族を支援する福祉、医療分野におけるボランティア団体への助成事業として9団体に助成をしました。

助成先団体からの報告
「心臓病とたたかう子どもたちを夢のキャンプ地へ」
2018年8月、この度の助成金により5組の重症心臓病児およびその
家族計22名を医療ケア付きキャンプ地へ無償で招待し、重症心臓
病の子どもたちや家族に、日常の緊張感から解放された大自然の
空間で「休息」や「リフレッシュ」の場を提供することができまし
た。
本企画に参加された子どもやその家族からは、「同じ手術経験をした子どもたちや家族と
出会えてよかった」「このような機会がもっと早くほしかった」「一生の宝物になった」と
いうような、難病と闘う家族同士だからこその交流を経て素敵な思い出ができたと、万感
の声が数多くきかれました。

昨今、小児医療水準の向上により難病の子どもたちの多くの命が救われるようになった一方で、病気や障害を抱え
ながら生活する『医療依存度の高い』子どもたちや家族が年々増加しています。
今後は、一人でも多くの子どもたちとその家族に同じ思いを経験してもらえるよう、多くの方々と一緒に本企画のよ
うな支援活動を啓蒙し、医療ケアの必要な子どもたちや家族への生活支援サービス制度の変革につながりうる基盤
を構築していきたいと考えております。この度はご支援・ご協力誠に有難うございました。

つくばキッズメディカルユニバーシティ

条　　件 ： 非営利団体

使用用途 ：   ・ 0歳～21歳までの子どもの健康や福祉を直接改善するプログラム
 ・ 多くの子ども達を支援する見込みがあるプログラム
 ・ 必要性が高く目的が明確なプログラム
 ・ 団体の運営費や管理費（給与や交通費を含む）以外の使用用途
 　上記全てを満たしていることが条件となります

助成先団体

高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会   マクドナルド・トーナメント

Yahoo!ネット募金

高円宮賜杯 第38回全日本学童軟式野球大会 
マクドナルド・トーナメントの各都道府県大会出場チームが
スマイルソックス募金に824チームが賛同
開会式でスマイルソックスをはいて入場行進と募金活動を実施

2018年1月～12月のYahoo! ネット募金を
通じての寄付
Ｔポイントを使って1ポイントから
寄付できるようになりました

Smile Socks
助成先団体 助成金額

笑顔の向こうに繋がる未来プロジェクト 350,000円

NPO法人 Being ALIVE Japan 300,000円

特定非営利活動法人グレート群馬ネットワーク 220,000円

一般社団法人星つむぎの村 200,000円

ひといろプロジェクト 200,000円	
つくばキッズメディカルユニバーシティ 200,000円

一般社団法人 KENTO Center 110,000円

特定非営利活動法人クラウンボランティア・ティアドロップ 100,000円

特定非営利活動法人バリアフリーセンター福祉ネット「ナナの家」 90,000円

助成総額 1,770,000円

McDonald’s Support  マクドナルド社のサポート

寄付額６,902,490円

2,199,576 円

Grants
助成事業

2018年1月〜12月の
寄付額
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一般正味財産増減の部 平成30年1月1日から平成30年12月31日まで　（単位：円）

科　目 当年度 前年度 増　減

１
．経
常
増
減
の
部

（1）経常収益  １　財産運用収入 393,222 168,015 225,207
　  　 基本財産運用収入 393,222 168,015 225,207
　  　 特定資産運用収入 0 0 0

 ２　ハウス事業収入 84,672,402 97,903,982 △ 13,231,580
　  　 宿泊料収入 64,246,000 62,663,000 1,583,000
　  　 補助金収入 11,892,400 27,747,655 △ 15,855,255
  その他の収入 8,534,002 7,493,327 1,040,675

 ３　寄附金収入 428,783,198 386,134,827 42,648,371
　　 　寄附金収入 308,629,403 280,427,124 28,202,279
　　 　募金収入 114,115,795 99,267,703 14,848,092
　　 　会費収入 6,038,000 6,440,000 △ 402,000

 ４　補助金等収入 217,157,980 0 217,157,980
　　 　地方公共団体補助金収益 217,157,980 0 217,157,980

 ５　その他収入 3,276,718 24,775,352 △ 21,498,634
　　 　雑収入 3,276,718 24,775,352 △ 21,498,634

経常収益計 734,283,520 508,982,176 225,301,344
（２）経常費用  １　事業費 315,448,801 322,372,697 △ 6,923,896

　（１）ハウス事業運営費 313,666,801 321,063,697 △ 7,396,896
　　 　人件費 124,557,731 118,522,230 6,035,501
 　　　光熱水料費 41,014,816 39,946,161 1,068,655
　 　　租税公課 19,796,229 22,152,380 △ 2,356,151
　 　　減価償却費 69,369,478 78,620,843 △ 9,251,365
　 　　その他の経費 54,675,769 56,080,263 △ 1,404,494
　 　　事業関連経費 4,252,778 5,741,820 △ 1,489,042

　(2）ボランティア事業 1,782,000 1,309,000 473,000
　 　　ボランティア助成費 1,770,000 1,297,000 473,000
　 　　旅費交通費 12,000 12,000 0

 ２　管理費 104,421,593 68,475,189 35,946,404
　　 　役員報酬 12,000,000 12,000,000 0
　　 　人件費 19,342,780 18,991,345 351,435
　 　　旅費交通費 3,670,468 1,123,235 2,547,233
　 　　会議費 825,210 455,878 369,332
　　 　通信運搬費 0 129,802 △ 129,802
　　 　減価償却費 1,714,680 130,680 1,584,000
　 　　消耗品費 9,247,634 6,456,254 2,791,380
　　 　印刷製本費 1,817,640 1,935,533 △ 117,893
　　 　催事費 19,139,005 11,835,267 7,303,738
　 　　諸謝金 1,454,278 1,505,250 △ 50,972
　　 　租税公課 22,316,602 4,949,700 17,366,902
　 　　寄付金 575,863 110,300 465,563
　 　　雑費 12,317,433 8,851,945 3,465,488

　　 　経常費用計 419,870,394 390,847,886 29,022,508
当期経常増減額 314,413,126 118,134,290 196,278,836

２
．経
常
外
増
減
の
部

（1）経常外収益  有価証券評価益 0 0 0
経常外収益計 0 0 0

（2）経常外費用 　　 　固定資産売却損 0 123,493,638 △ 123,493,638
　　 　指定正味財産への振替額 0 0 0
経常外費用計 123,493,638 0 123,493,638
　 　   当期経常外増減額 0 △ 123,493,638 123,493,638
　 　   当期一般正味財産増減額 314,413,126 △ 5,359,348 319,772,474
　 　   一般正味財産期首残高 2,358,660,123 2,364,019,471 △ 5,359,348
　 　   一般正味財産期末残高 2,673,073,249 2,358,660,123 314,413,126

 平成30年12月31日現在　（単位 : 円）

科　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ	

資
産
の
部

1 流動資産 現金 3,010,638 2,443,019 567,619
普通預金 231,655,490 71,193,372 160,462,118
郵便貯金 40,895,678 234,919,023 △ 194,023,345
未収金 0 0 0
　流動資産合計 275,561,806 308,555,414 △ 32,993,608

2 固定資産 基本財産 基本財産定期預金 300,000,000 300,000,000 0
基本財産土地 222,680,900 222,680,900 0
　基本財産合計 522,680,900 522,680,900 0

特定資産 ハウス建設積立資金 447,483,676 280,000,000 167,483,676
 ハウス修繕等費用準備資金 110,000,000 0 110,000,000
　特定資産合計 557,483,676 280,000,000 277,483,676

その他の 建物 1,665,209,343 1,718,157,421 △ 52,948,078
固定資産 構築物 17,534,781 20,118,816 △ 2,584,035

什器備品 18,773,426 25,708,127 △ 6,934,701
ソフトウェア 7,064,640 7,710,120 △ 645,480
電話加入権 76,440 76,440 0
建設仮勘定 134,406,000 0 134,406,000

その他の固定資産合計 1,843,064,630 1,771,770,924 71,293,706
固定資産合計 2,923,229,206 2,574,451,824 348,777,382
　資産合計 3,198,791,012 2,883,007,238 315,783,774

Ⅱ	

負
債
の
部

1 流動負債 未払金 0 0 0
預り金 3,036,863 1,666,215 1,370,648
　流動負債合計 3,036,863 1,666,215 1,370,648

2 固定負債 固定負債合計 0 0 0
　負債合計 3,036,863 1,666,215 1,370,648

Ⅲ	

正
味
財
産
の
部

1 指定正味財産 522,680,900 522,680,900 0
（うち基本財産への充当額） (522,680,900) (522,680,900)

2 一般正味財産 2,673,073,249 2,358,660,123 314,413,126
（うち基本財産への充当額） 0 0 
（うち特定資産への充当額） (557,483,676) (280,000,000)

　　正味財産合計 3,195,754,149 2,881,341,023 314,413,126
負債及び正味財産合計 3,198,791,012 2,883,007,238 315,783,774

 平成30年12月31日現在　（単位 : 円）

科　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ	

資
産
の
部

1 流動資産 現金預金
　現　金 現金手許有高 ※1  3,010,638
　普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店 ※1  117,524

みずほ銀行成城支店 ※1  54,335
杜の都信用金庫宮城町支店 ※1  24,820
四国銀行高須支店 ※1  8,993
りそな銀行千里北支店 ※1  74,703
足利銀行自治医大出張所 ※1  19,892
三井住友銀行麹町支店 ※1  201,049,614
北海道銀行新川中央支店 ※1  47,040
多摩信用金庫西国分寺支店 ※1  2,586
東京都民銀行春日支店 ※1  26
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 ※1  117
福岡銀行香椎支店 ※1  1,182
東京スター銀行本店営業部 ※1  820
りそな銀行さいたま新都心支店 ※1  48,274
みずほ銀行銀座支店 ※1  30,205,564

　郵便貯金 ※1  40,895,678
　流動資産合計 275,561,806

2 固定資産 （1）基本財産 300,000,000
　　定期預金 みずほ銀行新宿新都心支店 ※2 300,000,000
　　土 地 東京都世田谷区大蔵 ※3 222,680,900
　基本財産合計 522,680,900

（2）特定資産 ハウス建設積立資金　定期預金 ※3 0
ハウス建設積立資金　普通預金 ※3 447,483,676
ハウス修繕等費用準備資金　普通預金 ※3 110,000,000

　特定資産合計 557,483,676
（3）その他の 建　物 宿泊施設 ※3  1,665,209,343

　  固定資産 構 築 物 ハウス看板等 ※3  17,534,781
什器備品 家財及び事務機器等 ※3  18,773,426
ソフトウェア 会計ソフト及びホームページ ※4  7,064,640
電話加入権 施設設置電話 ※4  76,440
建設仮勘定 おおさかすいたハウス ※3  134,406,000

その他の固定資産合計 1,843,064,630
固定資産合計 2,923,229,206
　資産合計 3,198,791,012

Ⅱ	

負
債
の
部

1 流動負債 未払金 ※5 0
預り金  源泉所得税等 ※5 3,036,863
流動負債合計 3,036,863
負債合計 3,036,863
　正味財産 3,195,754,149

※1… 運転資金として。　※2… 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に供している。　※3…公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。　
※4…管理目的の業務に使用する財産。※5…流動資産に対応する負債。

指定正味財産増減の部 
科　目 当年度 前年度 増　減

　　 　一般正味財産からの振替額 0 0 0
　 　   当期指定正味財産増減額 0 0 0
　 　   指定正味財産期首残高 522,680,900 522,680,900 0
　 　   指定正味財産期末残高 522,680,900 522,680,900 0

　正味財産期末残高 3,195,754,149 2,881,341,023 314,413,126

正味財産増減計算書 貸借対照表

財産目録
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2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  （単位：円）

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
●基本財産
　土地 222,680,900 0 0 222,680,900 
　定期預金 300,000,000 0 0 300,000,000 
　小　計 522,680,900 0 0 522,680,900 
●特定資産
　ハウス建設積立資金 280,000,000 300,000,000 132,516,324 447,483,676 
　ハウス修繕等費用準備資金 0 110,000,000 0 110,000,000 
　小　計 280,000,000 410,000,000 132,516,324 557,483,676 
　合　計 802,680,900 410,000,000 132,516,324 1,080,164,576 

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  （単位：円）

名称ならびに交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
　補助金(吹田市) 0 2,645,900 2,645,900 0 
　補助金(好仁会) 0 1,000,000 1,000,000 0 
　補助金(高知県) 0 7,707,500 7,707,500 0 
　補助金(自治医大) 0 539,000 539,000 0 
　合　計 0 11,892,400 11,892,400 0 

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳  （単位：円）

科　目 当期末残高 うち指定正味財産
からの充当額

うち一般正味財産
からの充当額 うち負債に対応する額

●基本財産
　土地 222,680,900 (222,680,900) 0 0 
　定期預金 300,000,000 (300,000,000) 0 0 
　小　計 522,680,900 (522,680,900) 0 0 
●特定資産
　ハウス建設積立資金 447,483,676 0 (447,483,676) 0 
　ハウス修繕等費用準備資金 110,000,000 0 (110,000,000) 0 
　小　計 557,483,676 0 (557,483,676) 0 
　合　計 1,080,164,576 (522,680,900) (557,483,676) 0 

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  （単位：円）

科　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建　物 2,331,520,657 666,311,314 1,665,209,343 
構 築 物 40,529,468 22,994,687 17,534,781 
什器備品 122,036,014 103,262,588 18,773,426 
ソフトウェア 21,462,440 14,397,800 7,064,640 
合　計 2,515,548,579 806,966,389 1,708,582,190 

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法について
         その他の有価証券 … 決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算定)によっている。。

（2）固定資産の減価償却について
         建物、構築物、什器備品及びソフトウェア … 定額法によっている。

（3）消費税等の会計処理
　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

役　職 氏　名 所　属

理 事 長 柳澤 正義 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 名誉総長

専 務 理 事 御立 尚資 株式会社ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー

常 務 理 事 木村 恵美子 常勤

理 事

村上 陽一郎 東京大学・国際基督教大学 名誉教授

中津濵 健 スターゼン株式会社 代表取締役会長兼社長

ホルヘ ガルドゥニョ 日本コカ・コーラ株式会社 代表取締役社長

炭谷 茂 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 理事長（元環境事務次官）

ケネス ライリー AIG損害保険株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

安田 智彦 フジパングループ本社株式会社 代表取締役会長兼社長

五十嵐 隆 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長

宮原 道夫 森永乳業株式会社 代表取締役社長

下平 篤雄 日本マクドナルド株式会社 代表取締役副社長兼最高執行責任者（COO）

長瀬 淑子 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 初代事務局長

監 事
二村 隆章 公認会計士

玉置 良光 公認会計士

西村 由美子 オーガストネットワークインク 代表

残間 里江子 プロデューサー

宮田 佳代子 フリーキャスター

後藤 亘 株式会社エフエム東京 名誉相談役

評 議 員 大熊 由紀子 国際医療福祉大学大学院 教授

南 砂 読売新聞東京本社 常務取締役 調査研究本部長

好本 一郎 東京大学アメリカンフットボール部 シニアアドバイザー

門脇 孝 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 教授

河野辺 孝則 日本マクドナルド株式会社 マーケティング本部 ナショナルマーケティング部 上席部長

選 考 委 員

窪田 満 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 総合診療部 部長

栗山 真理子 NPOアレルギー児を支える全国ネット「アラジーポット」専務理事

松谷 美和子 国際医療福祉大学 成田看護学部 学部長

高崎 明美 日本マクドナルド株式会社 CR本部 統括マネージャー

Financial Report  決算報告 Board of Directors, Councilors and Selection Members
役員・選考委員名簿
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Bronze Sponsor
赤見内 銀次
浅野 潔
アッヴィ合同会社
株式会社アムズ
株式会社アメリコ
株式会社アルゴ
有限会社アルファイン
石井 奈津子
石田 ひかり
石渡 勲
伊藤 秀敏
イワイ マサト
株式会社ウィザード
株式会社ウェーブ
上杉 雅之
植田油脂株式会社
上村 寛二
宇佐美 十魚・仁魚・真魚
SK ロジスティックス株式会社
MDRT Foundation - Japan
小川 達次
小倉 克之
長田 充弘
オリーブ在宅クリニック
片岡 大
学校法人カネディアン・アカデミー
河野辺 孝則
北澤 豪
吉川 清志
株式会社キノシタ
木村 恵美子
株式会社 GOOD VIBES
有限会社クラッチ
株式会社グランツ
小泉 清則・小泉 雅子
神戸市環境共栄事業協同組合
神戸灘ライオンズクラブ
NPO 法人小江戸大江戸トレニックワールド
小寺 美男
小林 蘭人 ・ 舞夢 ・ 塁都
株式会社小松崎
株式会社小松崎 社員一同
今野 房子
埼玉養蜂株式会社
酒井 紀子
有限会社サクセスフーズ
迫田 優一

佐々木 琢磨
株式会社札幌フードシステムズ
佐藤 恒之
佐藤 仁志
Sarah L. Casanova 
株式会社ジェイアール
柴田 一生
下平 篤雄
株式会社昌平不動産総合研究所
株式会社新興
シンノウ紙源株式会社
杉野モータース 杉野茂樹
鈴木 明
鈴木 誠一
SpaDe 合同会社 高田 友則
スマイルハート
Smile ＆ Love　チャリティーマーケット（上野潤子）
Secure 2018
一般社団法人セドナ・レインボー・クラブ
竹川 喜庸
武松商事株式会社
有限会社タナカ
一般社団法人玉川医師会
堤 厚誌
堤 幸二
株式会社デサキ
手島 彩花・希穂・菖仁
株式会社電通
公益財団法人東京都軟式野球連盟
医療法人社団東晴会
トキア企画株式会社
合名会社徳永商店
栃木県軽自動車協会
株式会社ドリーム千歳船橋駅前店 金子・鈴村・熊本・高木・
鈴木・飯田・菅原
鳥潟 美夏子
中井 洋史
中浦 雅子
中尾 秀人
中村 健太郎
日世株式会社
株式会社ニューアド社
有限会社ニューステージ 社員一同
株式会社ニュートラル
株式会社布屋
Neolive
野中 圭樹

株式会社ハーベスト
橋本秋夫・小夜子
花城 純代
濱崎 純則
株式会社はまだ
濱田 博文
濱田 米紀
濱野 英明
有限会社濱フーズ
原本 俊則
菱沼 秀仁
藤尾 美江子
株式会社フジカワ
藤久保 真季
有限会社フリーバード
株式会社ベルエポック
株式会社ヘルス
北東哲也・美苗・澪
北海道フランチャイジー ドナルドハウス チャリティーゴルフ大会
本坊 雄一
前田 文夫
マクドナルド熊本日赤通り店

増田 春樹
まなみ薬局
株式会社マルハン 従業員一同
三浦 成寿
宮下 建治
茗荷谷レディースクリニック 河合有希
株式会社メディチュア
メロディアン株式会社
最上 実
森島 正宏
谷田部 優
株式会社山全フーズ
Yumiko Nishimura
横手 明義
吉田 康広
四倉 幹夫
リフレッシュ
Robert Larson
和丘株式会社
渡辺 利文・惠美子
渡辺 優

（五十音順）

Supporters
サポーター紹介
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公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
〒163-1339 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー39階

TEL：03-6911-6068  FAX：03-6911-6198
http://www.dmhcj.or.jp

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

HAVI サプライチェーン・
ソリューションズ・
ジャパン合同会社

2018 Aon Walking 
on Water Hokkaido 

Challenge

生田 有吾

有限会社
ベルエキップ

株式会社オカダ

株式会社
ケイエスアイ

株式会社
アグレッシブスタッフ

株式会社
アドバンス

株式会社富士紙業

シオノギ社会貢献
支援会

株式会社
スペースエム 竹内 久雄

都市クリエイト
株式会社

橋本 大輔 ヒロフーズ
株式会社

マクドナルド
中部ブロック
オーナー会

ジボダン ジャパン
株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン
社会貢献委員会

株式会社遊

クォリティフーズ
株式会社 けいたくんを守る会

株式会社ドリーム

一般財団法人
好仁会

株式会社
ビッグタイム
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