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ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた



　時下ますますご隆盛の段，慶賀の至りに存じます。

　子供が難病に罹った場合，その治療のために家から遠く離れた病院に入院させなければならない場合も

多くあります。このため，患者の家族は自宅と入院先との二重生活を強いられ，それによる経済的な負担や，

家族が離れて暮らす精神的苦痛にも悩まされています。

　米国で始まった「ドナルド・マクドナルド・ハウス」（以下「ハウス」という。）は，このような家族の経済的，

精神的な負担を少しでも軽減するべく，病気の子供とその家族が利用できる滞在施設を病院の近くに建設

し，ボランティアで運営して家族の利用に供するものです。現在では，ハウスの活動は世界的な広がりをもっ

ており，米国のみならずヨーロッパやアジアを含め世界42カ国に367カ所のハウスがあり，特に米国では，

小児病院には必ずと言っていい程ハウスがあります。日本では，東京の国立成育医療研究センターに最初

のハウスが建設されて以来，宮城県立こども病院，国立循環器病研究センター，自治医科大学とちぎ子ども

医療センター，北海道立子ども総合医療・療育センター，東京都立小児総合医療センター，東京大学医学

部附属病院，名古屋大学医学部附属病院，福岡市立こども病院，兵庫県立こども病院，埼玉県立小児医療

センターの11カ所で運営が開始されております。

　ハウスのコンセプトは，“ＨＯＭＥ-ＡＷＡＹ-ＦＲＯＭ-ＨＯＭＥ（わが家のようにくつろげる第二の家）”とい

うものです。患者に付きそう家族が，自宅にいるようにゆったり過ごせるよう，プライバシーが守られるベット

ルームのほか，キッチン，リビング，ダイニングルーム，ランドリー，プレイルームが備わっており，自分で食事

を作ったり，洗濯したりできます。日常の運営は多くのボランティアによって行われ，そのため，費用については

１人１日1,000円と非常に安く設定されています。

　日本海側では初めてとなる「ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた」の開設を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・ジャパンに依頼しておりましたところ，この度，日本で12番目のハウス

として新潟にハウスが開設されることが決まりました。また，設置場所も新潟大学の病院地区構内を予定し，

オール新潟で活用していただく施設としておりますが，ハウス建設資金の調達が未だ十分ではありません。

　そこで，この度，「ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた」の実現に向け，有志の方々に発起人となって

いただき，募金活動をさせていただくことになりました。

　以上の趣旨をお汲み取りいただき，是非ご支援を賜りますようお願い申し上げる次第であります。

　　　2019年10月

　　　　　　ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた 募金委員会代表

　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大学医歯学総合病院長　　冨　田　善　彦

  

募金の趣旨
  代　表 冨田　善彦 新潟大学医歯学総合病院長

  発起人 〈学外〉 斎藤　有子 公益社団法人新潟県看護協会　会長
 佐藤　　勇 亀田製菓株式会社　代表取締役社長ＣＯＯ
 佐藤　宏之 公益社団法人新潟県薬剤師会　会長
 田中　納次 新潟県厚生農業協同組合連合会　代表理事理事長
 寺尾　正義 北越工業株式会社　代表取締役社長
 中原　八一 新潟市長
 並木富士雄 一般社団法人新潟県経営者協会　会長
 　　〃 株式会社第四北越フィナンシャルグループ　代表取締役社長
 花角　英世 新潟県知事
 廣田　幹人 新潟綜合警備保障株式会社　代表取締役社長
 福田　勝之 新潟商工会議所　会頭
 松﨑　正樹 一般社団法人新潟県歯科医師会　会長
 山本　善政 新潟経済同友会　代表幹事
 吉田　　康 株式会社ブルボン　代表取締役社長
 渡部　　透 新潟県医師会　会長 （敬称略，五十音順）

  発起人 〈学内〉 髙橋　　姿 新潟大学長
 濱口　　哲 新潟大学理事・副学長
 大浦　容子 新潟大学理事・副学長
 高橋　　均 新潟大学理事・副学長
 牛木　辰男 新潟大学理事・副学長
 川端　和重 新潟大学理事・副学長
 成田　邦彦 新潟大学理事・副学長
 染矢　俊幸 新潟大学医学部長
 前田　健康 新潟大学歯学部長
 那波　宏之 新潟大学脳研究所長 （敬称略）

  実行委員 〈学外〉 木村　健吉 新潟に子ども病院をつくる会　代表
 佐藤　信昭 新潟県立がんセンター新潟病院　院長
 嶋倉　泰裕 新潟大学小児科同窓会（新仁会）　会長
 田中　　篤 新潟県医師会　理事
 林　　三枝 認定NPO法人ハートリンクワーキングプロジェクト　副理事長
   （敬称略，五十音順）

  実行委員 〈学内〉 齋藤　昭彦 新潟大学教育研究院医歯学系（小児科）　教授
 今井　千速 新潟大学教育研究院医歯学系（小児科）　准教授
 土田　正則 新潟大学教育研究院医歯学系（呼吸器外科）　教授
 木下　義晶 新潟大学教育研究院医歯学系（小児外科）　准教授
 遠藤　　裕 新潟大学教育研究院医歯学系（救急医学）　教授
 今村　　勝 新潟大学医歯学総合病院小児科　講師
 沼野　藤人 新潟大学医歯学総合病院小児科　助教
 高桑　好一 新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　教授
 金子　孝之 新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　講師
 杉田　洋子 新潟大学医歯学総合病院　看護部長
 白砂由美子 新潟大学医歯学総合病院看護部（西病棟６階）　看護師長
 藤江　　進 新潟大学医歯学総合病院　事務部長 （敬称略）

ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた

募金委員会名簿
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ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた

建設概要
  １　場　　所 新潟県新潟市中央区旭町通一番町７５６番地
 新潟大学医歯学総合病院敷地内 康楽会館跡地

  ２　規　　模 約700平米，２～３階建10室（バストイレ付）
 キッチン，リビング，ダイニングルーム，ランドリー，プレイルーム他

  ３　名　　称 ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた

  ４　開設時期 2022年４月（予定）

  ５　建築スケジュール（予定） 2020年 8 月～ 2020年11月　入札手続（公告～契約）
 2020年12月～ 2021年12月　設計・建築申請・建設工事
 2022年 1 月～ 2022年 3 月　開設準備
 　※ 設計・施工一括発注方式を予定

　自宅からはなれて入院しているお子さんと，はなればなれは辛いから・・・。
　ご家族が一緒にいられるための滞在施設が，ドナルド・マクドナルド・ハウスです。

●どんな目的で作られたの？
　お子さんの治療が地元の病院では難しい場合，ご家族は，自宅と入院先との二重生活による
経済的な負担や，家族がはなればなれで暮らす精神的苦痛に悩まされることになります。
　医療に携わる方々からは，ご家族が付き添うことで，入院中のお子さんの治癒力が高まるとい
われていますが，遠くはなれた病院に，ご家族の滞在場所はないのです。
　そこで，ドナルド・マクドナルド・ハウスは，このようなご家族をサポートするために生まれました。

●ハウスの中はどんな感じ？
　ホテルではなく，「第二のわが家」がコンセプト。
　日常生活をスムースにおくるための設備とともに，利用者同士が会話して，孤独感が軽減でき
るよう，共用の設備になっています。もちろん，プライバシーを守るためのベッドルームもあり，
ゆったりとくつろぐこともできます。

●どのように運営されているの？
　地域の「ボランティア」が，利用者がくつろげるようにサポート。
　多くの個人と企業の「募金」によって運営され，１人１日1,000円でハウスを利用することが
できます。

数え切れない入退院
　幹汰は生まれたときから入退院の連続で，これまで14回
の手術を受けてきました。
　ハウスを利用させていただくまでは，普通のアパートのよう
な宿泊施設を利用していました。

母親同士の会話が救いに
　本音を言うと，利用しはじめの頃は，共用スペースがあるこ
とに少し抵抗があったんです。
　食堂などで他のご家族と一緒になったとき，お互いに気を
遣ってしまわないかなって。
　でも，同じ境遇のお母さんたちと何気なく会話すること
で，「自分だけじゃないんだ」と前向きな気持ちになっていきま
した。

「お帰りなさい」の一言で
　ボランティアの皆さんが，いつも「お帰りなさい」と迎えて
くれるから・・・疲れて帰ってきた日も，人の優しさに触れて，
元気をもらいましたね。
　夜，寝かしつけるまで面会して，一緒に笑顔でいられる時
間が増えたので，幹汰も安心してくれているようでした。

  ６　ドナルド・マクドナルド・ハウスとは？

「自分だけじゃないんだ」と，
感じられた場所

利用されたご家族の声
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  １　募金目的及び使途 ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがたの建設・運営

  ２　募金目標額 １．８億円

  ３　募集期間 2019年10月～ 2020年８月

  ４　申込方法 

　新潟大学ホームページ内「寄附の申し込み」ページに設置した
申し込みフォームからお申し込みいただけます。

新潟大学TOP〉大学案内〉寄附・サポート〉新潟大学基金〉寄附の申し込み
https://www.niigata-u.ac.jp/university/donation/foundation/contribution/

  ５　税制上の優遇措置

　個人によるご寄附は「所得控除」による優遇措置が受けられます。新潟大学からお送りする「寄附
金領収書」を添付して，確定申告により手続きを行ってください。
＜ご参考＞　所得控除を行った後に所得税率をかけるため，所得税率の高い方が減税効果は大きく

なります。所得税率は各人の収入により５～45％の範囲で変動します。

  ６　寄附者特典

❶　寄附金額にかかわらず，ご芳名を新潟大学基金のホームページに掲載させていただきます。
（ご同意をいただいた方のみ）
❷　新潟大学の活動をお知らせする情報誌をお送りさせていただきます。（ご同意をいただいた方のみ）
❸　寄附金額に応じた特典

※１ ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた内の「感謝の樹」に掲示させていただきます。
※２ 新潟大学附属中央図書館１階インフォメーションラウンジの銘板に掲示させていただきます。

個　　人 法 人 ・ 団 体

寄
附
金
額

寄
附
金
額

感謝の樹掲示  ※１
銘板掲示  ※２
感謝状贈呈

10万円以上

50万円以上

100万円以上

20万円以上 感謝の樹掲示  ※１

上記に加え
銘板掲示  ※２
感謝状贈呈

50万円以上

上記に加え
記念品贈呈

200万円以上 上記に加え
記念品贈呈

上記に加え
学長との懇談会 500万円以上

上記に加え
学長との懇談会

なお，法人からのご寄附は，全額損金算入が可能です。

寄附金額
寄附金控除
対象額
（ａ）

寄附金による税額軽減の例 （控除対象外2,000円）
所得税の軽減額　（ａ）×所得税の税率

所得金額
（税率）

300万円
（10％）

4,800円

29,800円

500万円
（20％）

9,600円

59,600円

700万円
（23％）

11,040円

68,540円

1,000万円
（33％）

15,840円

98,340円

50,000円
（48,000円）

300,000円
（298,000円）

【インターネットから】

以下の口座を開設しています。
※　第四銀行及び北越銀行の窓口で手続きをしていただいた場合，手数料は無料となりま
すが，その他の手続きでは，手数料が発生しますので，恐れ入りますがご負担願います。

　お振込み時に以下の内容を「お問い合わせ先【寄附手続きに関すること】」まで 
E-mail または FAX でご連絡いただきますようお願いします。

※ご連絡のない場合は，領収書の発行及び特典の授与ができません。

【金融機関等の窓口，ＡＴＭ・インターネットバンキングから】

　現金でのご寄附をご希望の方は，「お問い合わせ先【寄附手続
きに関すること】」までご連絡ください。

【その他の方法】

口座名義：ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた支援募金
第四銀行　本店　普通預金　５０７９０８３

● 銀 行 振 込：後日，専用の振込用紙をお送りしますので，最寄りの金融機関から
　　　　　　　　　お振込み願います。
● クレジットカード：ご利用のカード情報をご入力いただき，そのまま決済が可能です。

お振込名義，お振込日，ご支援金額，領収書の宛名・送付先住所
ご連絡先電話番号，氏名掲載の可否，金額公表の可否

銀 行 振 込

新潟大学 寄附の申し込み 検索

寄附金募集要項
添付の「振込取扱票」に必要事項をご記入のうえ，最寄りの郵便局からお振込みください。

郵 便 振 込

　申し込みフォームの「お支払い方法の選択と入力」から下記のいずれかをご選択ください。
その際，「ご寄附の目的」欄には，必ず「ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがたの建設・
運営」の項目にチェック願います。

※　クレジットカード決済をご利用の場合，領収書のお届けに２か月程度要することがご
ざいますので予めご了承ください。

募金方法の選択

スマートフォンからは
下のQRコードからも
アクセスできます。
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【建設計画等に関すること】
 住　　所 〒950-8520
  新潟市中央区旭町通一番町754 番地
  新潟大学医歯学総合病院経営企画課
 電　　話  025-227-2932　　　FA X　025-227-0720
 E -m a i l hpkeiei@adm.niigata-u.ac.jp
 担　　当 経営企画課長  清水 紀之

【寄附手続きに関すること】
 住　　所 〒950-2181
  新潟市西区五十嵐二の町8050 番地
  新潟大学サポーター連携推進室
 電　　話  025-262-6010　　　FA X　025-262-7796
 E -m a i l kikinjimu@adm.niigata-u.ac.jp
 担　　当 サポーター連携推進室長  長谷川 英美

お問い合わせ先


