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夢の貯金箱の
抱負
夢の貯金箱のミッションは
「みんながみんなを支える社会」の実現です。
私たちの社会が抱える様々な問題を解決するためには、
自らがその問題に関心を持ち、
寄付やボランティアを通して行動し、
そしてその問題の中で孤立している方に、
「ひとりじゃないよ」と声をかけていくことが必要です。
昨年度夢の貯金箱は大きなリニューアルを行いました。
寄付金で取り組む社会課題を、寄付者の投票により決定する
「ゆめちょ総選挙」を開催しました。
また、取り組む活動に皆さんにボランティアとして
直接参加していただく機会を準備しています。
夢の貯金箱の新しい取り組みをどうぞご覧ください。
ひとつひとつの手は小さくても、みんなで手を合わせれば
きっと強く大きな力となっていくでしょう。
みんなでみんなを支え合い、
子どもたちに夢のある社会を残していきましょう。

スタッフ紹介

大島貴司

今年度からチーム夢ちょの一員となりまし
た。今は新しい出会いと発見の連続です。
いつも皆さまの近くに夢の貯金箱が寄り添
っている。そんな環境を目指して社会貢献
型自動販売機を届けていきます。

佐藤優至

日頃よりお世話になっております。今年度
よりチーム夢ちょの一員となりました。夢
の貯金箱1万台設置に向けて、サッカーで
鍛えた体力と根性で活動中です。今後とも
どうぞ宜しくお願い致します。

廣瀬正典

「夢の貯金箱」を担当して5年目、今年で
30歳になりました。今年は夢ちょもリニ
ューアル、私も年齢の節目に心機一転、バ
スケやゴルフなどこれまで出来なかったこ
とを新たに始めたいと思います。

山崎美加

夢の貯金箱メンバーとなり5年目を迎えま
した。夢ちょを通じて多くの方々に出逢い、
心温まるストーリーがうまれました。これ
からも誰かをちょっと笑顔にする、そんな
活動を広げていきたいです。
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1. ゆめちょ総選挙2014結果発表

寄付金の使途を決める「ゆめちょ総選挙」
。

盛況のうちに終わった選挙の結果を報告します。
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長谷川隆治

夢の貯金箱のミッションは「みんながみん
なを支える社会」の実現です。私たちの社
会が抱える様々な問題を解決するためには、
自らがその問題に関心を持ち、寄付やボラ
ンティアを通して行動し、そしてその問題
の中で孤立している方に、
「ひとりじゃな
いよ」と声をかけていくことが必要です。

前田勝也

夢の貯金箱パートナーの皆様、いつも有難
うございます。心より感謝申し上げます。
夢の貯金箱設置1万台突破を目指し、笑顔
のご挨拶が年間1000人の方とできるよう
に活動しています。

ゆめちょ総選挙2014の結果発表

Yumecho
general election

2014

ゆめちょ総選挙2014
結果発表！
夢の貯金箱に寄せられた寄付金の使途を決める
「ゆめちょ総選挙」。
大きな反響をいただき、
多くの寄付者様がご参加くださいました。
「ゆめちょ総選挙」の選挙結果を発表いたします！

1

位

2

位

3

位

4

位

5

災害現場にもっと市民の力を!
獲得ポイント

いじめ自殺をSTOP!
獲得ポイント

11,773,996pt

障害者を一流のショコラティエに!
獲得ポイント

位

13,215,280pt

6,815,830pt

スポーツはボーダレス!
得票ポイント

4,713,563pt

未来のエジソンを日本から!
得票ポイント

3,733,598pt

※獲得ポイント：過去1年間の寄付者の合計寄付金額を、1円＝1ポイントとして合算したものです。
（例：1年に合計10,000円のご寄付いただいた場合、10,000ptとなります。
）
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「ゆめちょ総選挙」
とは
寄付金の使いみちを選挙で決定する、寄付者参加型企画です。

2014年1月10日〜30日に選挙を実施した結果、多くの反響をいただきました。
「面白い仕組みだから継続してほしい」
「どれに投票シールを貼ろうか、悩んだよ」
など嬉しい声をいただきました。毎年1回、今後も継続していく予定です。
皆さまのご参加をお待ちしています！

選挙詳細
期間 ： 2014年1月10日〜30日

対象自動販売機台数 ： 1,973台（設置者数：1,316社・団体）
個人寄付者 ： 99名

有効ポイント率 ： 48%

有効ポイント数合計 ： 40,252,267pt

（内訳）自動販売機：36,840,496pt／個人寄付者：3,410,474pt／いいね！：1,297pt
※フェイスブックで「いいね！」 1つにつき、1ptで計算しています。

事業別獲得ポイント率
詳細

未来の
エジソンを
日本から！
9％
スポーツは
ボーダレス！
12％

災害現場に
もっと市民の力を
33％

■ 13,215,280pt
■ 11,773,996pt
■ 6,815,830pt
■ 4,713,563pt
■ 3.733,598pt

事業別得票数
候補プロジェクト

障害者を一流の
ショコラティエに！
17％
いじめ自殺を STOP！
29％
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未来のエジソンを
日本から！

18％

割合

災害現場にもっと市民の力を！

169 票

36.0％

いじめ自殺を STOP！

212 票

28.0％

障害者を一流のショコラティエに！

79 票

13％

スポーツはボーダレス！

68 票

11.5％

未来のエジソンを日本から！

68 票

11.5％

得票数は「いじめ」がTOPでしたが得票ポイント制度により「被災地」が1位に輝きました。
大口の寄付者ほど、被災地支援に関心があるようです。
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得票数

特集1│ Special Feature1

災害現場にもっと市民の力を

災害ボランテ ィアを全国に︒いざというときに助け合える日本をつくろう︒

!

006

»事業概要

災害ボランティアに関心のある方々
課題

災害発生時におけるボランティア体制の未成熟、
ボランティアの育成環境不足
目標

3年間で600人のボランティアリーダーを育成
33,768,921円
事業費

全国で災害市民ボランティアリーダーを育成し、
緊急時に派遣する
解決策

ンティアリーダー研修にご参加くだ

次の災害に備え︑
今できること
が不足していたことにより︑必要な

さい︒一緒に︑次の災害に備えてい

日に発生した東

現場に必要な支援が届かないなどの

年 月

日本大震災︒日本財団は多くのボラ

年間の激甚災害の指定

きましょう︒

多くの災害ボランティアリーダー

状況一覧﹂︵平成 年︶より

内 閣 府﹁ 過 去

課題も残りました︒

ボランティアリーダーを先遣隊とし

東日本大震災では︑ボランティア

が各地域に育つことは︑次の災害時

※

ンティアを派遣しました︒瓦礫の撤

で蓄積した経験を活かし︑災害時の

﹁夢 の 貯 金 箱﹂ は︑ 東 日 本 大 震 災

方へのサポート︑足湯ボランティア

救援活動で活躍できる市民ボラン

去や炊き出し︑高齢者や障害をもつ
など大小様々な活動が被災地の大き

ティアリーダーになるための研修を

害 は い つ 起 き る か わ か り ま せ ん︒

ズをいち早く掴むことで︑各地域に
最適な人材︑必要な物資をコーディ
ネートし︑現場が抱える課題の素早

参加者側の心構え︑支援を受ける被

の 大 き な 力 と な り ま す︒﹁夢 の 貯 金

い解決を目指します︒

災者側の理解不足︑さらに︑ボラン

箱﹂の寄付者の皆さまも︑是非ボラ

市民ボランテ ィアリーダーの育成

もの際の備えが必要です︒

て迅速に派遣します︒被災地のニー

災 害 発 生 時 に は︑ 最 寄 り の 市 民

災害時の迅速な派遣

に備えます︒

実施し︑育成することで︑次の災害

な力になりました︒
それから 年が経過し︑メディア
の報道は激減︒人々の記憶から震災
の記憶は次第に風化されつつありま
す︒しかし︑東日本大震災のあとに
も︑国が指定する﹁激甚災害﹂は

件 も 発 生 し て い ま す ︵※ ︶
︒次の災

12

5

11

東日本大震災の教訓を生かし︑もし

1

東日本大震災復興支援チーム
樋口裕司

日本へ！

の自助・共助が今よりもっと強い

支援の担い手育成を通じて︑地域

知識・経験・人材をつなぐ︒災害

26

3

3

1

担当者コメント

2
0
1
1
ティアをコーディネートする担い手
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対象

特集2│ Special Feature2

いじめ自殺を

!

極限まで追い詰められた子供の命を救います︒

悪質ないじめにより︑自ら命を絶つ子どもたち︒

S
T
O
P
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»事業概要

事業費
目標

•本気でいじめを止める専門家をいじめの現場に派遣
•解決まで責任を持つ電話相談窓口を開設
（180人→90人）
5年間で子どもの自殺者数を半減させる
33,500,000円
解決策

悪質ないじめにより、
被害を苦にした子どもの自殺が増えている

千件︒

のが現状です︒その結果︑子どもた

も﹂の数を半減させることを目的と

た︑悪質な犯罪が増加しています︒

ど も の い じ め﹂ と い う 名 に 隠 さ れ

強 盗 の 強 要︑ 集 団 レ イ プ な ど︑﹁子

校や警察の介入を促し︑確実にいじ

き︑証拠集めなどを行うことで︑学

行 為 に 対 し︑ 専 門 家 が 現 場 に 出 向

具体的には︑悪質ないじめや犯罪

いじめによる自殺の背景には︑子

発見が難しいケースが増えています︒

続く陰湿ないじめなど︑教師や親も

合って︑抜本的にいじめを解決して

き ま す︒ も ち ろ ん 加 害 者 と も 向 き

めを止めるアクションを起こしてい

いきます︒
ま た︑ こ の 直 接 支 援 に よ り 得 た︑

をうまく出せないこと
が あ り ま す︒﹁家 族 に い じ め ら れ て

﹁具 体 的 な 解 決 策﹂ を 学 校 や 両 親︑

どもが

ることを知られたくない︒心配かけ

らに展開し︑日本

いじめ支援
また︑勇気を振り絞って被害を相

ヵ年で﹁いじめにより

全体のいじめ抑止力を高めていくこ
とで︑今後

人の子ど

※ 警察庁﹁平成 年中における自殺の状況﹂

きません︒

断つことを︑もう見過ごすことはで

子どもたちが絶望の中で自ら命を

しています︒

対策に不足していた︑子どもたちへ

夢の貯金箱は︑これまでのいじめ

くのです︒

ちは孤立し︑自殺に追い込まれてい

いじめの名をかりた
犯罪を許さない

万

年度に確認された小中高

校でのイジメは年間

件︑ 高 校 で

の直接的︑継続的な支援を行うこと

件︑ 中 学 校

件︒ い じ め が 原 因 に よ る 自 殺 は わ
名 ︵※

にしました︒相談を受けてから解決

かっているだけで
及びます︒

また︑携帯電話などを使った 時間

です︒

するまで確実にサポートを行う支援

︶に

62

件︒逮捕・補導者は小学校で

学校が警察に通報した件数は

8

1
8
0

イ ジ メ の 内 容 も 援 助 交 際 の 強 要︑

1

24

日本財団
広報チーム 福田英夫

ラで絶対にSTOP！

メという名の犯罪︒みんなのチカ

子どもを自殺にまで追いやるイジ

24

1
5
0

たくない﹂と相談できないのです︒

S
O
S

1

担当者コメント

19

2
0
1
4
談しても︑相談された側も悪質ない

N
P
O
5

自殺している年間

YUMECHO 2013 ANNUAL REPORT

009

いじめに苦しむ子ども
課題

31 9
0
0
じめになると効果的な対応が難しい

1
8
0

対象

特集3│ Special Feature3

障害者を一流のショコラティエに

手間と愛情をかけただけ美味しくなるショコラが障害者の就労を変える︒

!

010

»事業概要

障害者ショコラティエの養成、障害者の雇用拡大、ビジネスモデルの確立
目標

41,990,000 円
事業費

チョコレートの職人、ショコラティエの技術を身につけ、安定した収入につなげる
解決策

自立を目指す障害者
課題

障害者が通う就労支援施設の工賃は驚くほど安く、経済的に自立できない

障害者の自立を
支えるのは
〝ショコラ〟
の職人です︒
ショコラづくりは︑おおがかりな

年 か ら 施 行 さ れ た﹁障

害 者 自立支援法﹂は︑障害 者の働く

年

美味しく作る秘訣です︒

情をこめて丹念に混ぜ合わせるのが

設備が不要です︒手間を惜しまず愛

目的に施行されました︒

このショコラの特性は︑集中して

く︑ショコラティエは障害者が新し

円 ︵※ ︶
︒勤

の は︑ 日 本 の ト ッ プ シ ョ コ ラ テ ィ

事業を全面的にバックアップする

体制で障害者を一流のショコラティ
目 指 す は︑ 高 島 屋 で 開 催 さ れ る

準で︑就労の場が整えられても︑自
﹁夢 の 貯 金 箱﹂ は 障 害 者 の 工 賃 を

バ レ ン タ イ ン フ ェ ア﹁ア ム ー ル・

エに育てます︒
上 げ︑ 本 格 的 に 自 立 を 目 指 す た め

デュ・ショコラ﹂と毎年

月にフラ
﹁ショコラティエ﹂に着目しました︒
ラ ︵純チョコレートのこと︶か ら 様 々 な デ

シ ョ コ ラ テ ィ エ と は︑ シ ョ コ

ラ﹂での出展です︒障害者が手間と

ト の 祭 典﹁サ ロ ン・ デ ュ・ シ ョ コ

ンス・パリで開催されるチョコレー

10

0120-892-139

厚生労働省﹁就労移行支援について﹂国

愛情とかけたショコラを是非一度ご

時 点で 障 害 者の 働 く 就 労 支 援 施 設

賞味ください！

人 ︵※

作業を行うことが得意な障害者に

は
万

しかし︑利用者の大半が利用する

い道を切り開く仕事になると期待し

就労支援

万

日

日で計算すると︑

エ︑野口和男さん︒万全のサポート

フルタイムで働く障害者の平均工賃
は一ヶ月
務日数を月

円という低い水

1
立への道は困難なのが現状です︒

当たりわずか

2

ています︒

型の施設に限って言えば

場が着実に整えられてきました︒

1

3
5
8
6
22

6
1
7

※

年度実績︒厚生労働省﹁障害者

保連データ参照︒

1

日本財団 海洋グループ
荻上健太郎

ます！

広がる夢のプロジェクトがはじまり

たらすショコラ︒一粒のショコラから

手間をかけるほど美味しく︑幸せをも

の就労支援対策の状況﹂参照︒

2
0
1
1

4
8
1
0
B

1

2

担当者コメント

コ ラ の 繊 細 さ は︑ 非 常 に 相 性 が 良

件︑ 利 用 す る 障 害 者 は

本事業は中心となるセンターラボを中心に、
全国でのブランチ展開を予定しています。就
労支援を行う福祉施設に向けてチョコレート
作りの研修を無料で実地、各ブランチと共に
OEM 商品の製造やオリジナルブランドなど
で、展開していきます。私の団体でもショコ
ラティエ事業に取り組んでみたい！と思った
方は、以下までご連絡ください。

※

一緒にショコラをつくる
パートナーになりませんか？

ぴったり︒彼らのひたむきさとショ

夢の貯金箱パートナーの皆さまへ

︶と︑就 労の

2
0
1
2

進し︑障 害 者の自立を目指すことを

場づくり︑社会参加の機会提供を推

2
0
0
6
8
8
3
8
1
8

ザートやお菓子を作るショコラ専門
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対象

鼎談│ Three-way conversation

夢の貯金箱の挑戦
社会変革のあたらしい形
Piggy bank of dream New form of social change

（※）
夢の貯金箱は、
寄付金を最大限有効に活用するために、
今年からプロボノ
との協働をスタートしました。

寄付金とプロボノの両輪で行う新たな取り組みは、
社会変革を生み出すか。
寄付（ファンドレイジング）
において、
日本の第一人者、
日本ファンドレイジング協会の鵜尾雅隆氏が、
夢の貯金箱の新しい取り組みについて聞きました。
※プロボノ：仕事で培った技術や専門知識をボランティアで提供する活動のこと

特定非営利活動法人
サービスグラント 代表理事
い く

ま

嵯峨生馬

さ さ か わ よ う へ い

氏

笹川陽平

う

氏

┼

が

┼

さ

特定非営利活動法人
日本ファンドレイジング協会 代表理事

日本財団 会長

お

ま さ た か

鵜尾雅隆

氏

012

社会貢献のき っかけは感動から

嵯峨

も意識するよ

寄付者の共感や信頼が大事だ

きない課題がたくさん出てきている

解 決の中で︑いまや行政だけではで

うになっていると思います︒ここで

わる人を増やす仕組みがあるという

わけですから︑そういうところに関

ということは︑

コミュニケ

のは︑素晴らしいことだと思います︒

問題になるのが︑

ーション力です︒伝え方や見せ方が

歳以上の

が寄付をした

鵜尾

鵜尾 東日本大震災では︑

日本人人口の

上手な団体は︑たくさんの寄付者を

プロボノをされる方自身も︑

年は

寄付の獲得に苦労しています︒寄付

達成感があるのではないでしょうか︒

得たものが社会に役立つんだという

集められますが︑そうでない団体は︑ 毎日苦労して取り組んでいる仕事で
を得るためにも︑スキルや知恵が必

年︑現 在の日本の

寄付の状況や社会貢献への市民参加に

笹川 実感があるでしょう︒企業の大

きな組織の中の歯車の一員ではなく︑
そういったスキルや知恵をサ
鵜尾

要なのだと思います︒

東 日 本 大 震 災で︑日 本 財 団は

社会課題に直接役立てるわけですから︒
いらっしゃるプロボノなんですね︒

なるほど︑寄付にしても︑プ
ことを言います︒私が運営に関わっ

感や達成感が︑これから大事になっ

ロボノにしても︑自分なりの手触り

鵜尾

夢の貯金箱リニ ューアルの意味

ポートするのが︑嵯峨さんがやって

企業からいただきました︒私たちは

嵯峨

億円ものご寄付を国内外の個人︑

現在も被災地の復興活動を継続して

の方や専門的な資格を持つ方が︑ご

プロボノとは︑企業にお勤め

おりますが︑皆さまからのご寄付は今

自 身 の ス キ ル や 知 識 を 活 か し て︑
や社会的弱者などを支援する

しかし︑寄付者の意識が高まってい

てくるのですね︒そうした中で︑日

ても︑寄付をもらう

の事業計画

のウェブサイトやパンフレッ

り組む社会課題を寄付者の投票で選

ーアルを行い︑寄付金を活用して取

寄付者に感動を与える責任が︑寄付

ア活動は根付いていかないでしょう︒

だかなければ︑寄付文化やボランティ

寄 付 者に活 動を理解︑共 感していた

ていないのが現状です︒情報を開示し︑

で︑寄付者の信頼を得るまでには至っ

めの一歩︑背 中を押すような仕 組み

はたくさんいるんです︒でも︑はじ

思っている人︑能 力のある人は︑実

笹川 お金やスキルの寄付をしたいと

ディネートしています︒

を一緒に考えるといった支援をコー

トを制作したり︑

もらうためには︑どうしたらいいか︒

に主体的な関心と参加意識をもって

笹川

〜 を) 実 施 し ま し た が︑ こ れ に は
どのような意図があるのでしょうか︒

p
3

寄付者の皆さまが︑社会課題

4

ぶ﹁ ゆ め ち ょ 総 選 挙 ﹂︵ 詳 細 は

をいただく側には︑あるんだろうと

の情報公開はまだまだ不十分

十 分 果 たしているとはいえません︒

N
P
O

その答えのひとつが夢の貯金箱の寄

N
P
O

N
P
O

六人の企業人などでチームを組んで︑ 本財団は︑昨年夢の貯金箱のリニュ

ているサービスグラントでは︑五︑

N
P
O
が責任を

寄付の機運は高まっていると思います︒

も続いています︒大震災がきっかけで

約

笹川

日本大震 災から

N
P
O

N
P
O

ついて︑どのようにみられていますか︒

﹁寄付元年﹂とも言われています︒東

とい う 統 計 が あ り︑

76
・
9
%
2
0
15
1
1

3

が十分ではありません︒社会課題の

思います︒
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79

N
P
O

付金の使途を寄付者の皆さまに選ん

先に紹介されましたプロボノとの連
の取り組みは

と連携して進め

でいただくことでした︒具体的には︑ 携です︒選挙で選ばれた社会課題へ
﹁ ゆ め ち ょ 総 選 挙 ﹂ を 開 催 し︑ 私 た

に対して資

金を支援するだけでなく︑プロボノ

ていくのですが︑

か ら︑ 寄 付 者 が﹁ な ん と か し た

によるサポートも提供する仕組みを

ちが提案した社会課題への取り組み
い！﹂と思うものに投票していただ

つくりました︒

の活動を︑資

きました︒
鵜尾

ックアップすることで︑寄付金の効

金とプロボノサービスの両面からバ

とても面白い試みですね︒普

段何気なく利用している自動販売機

果を最大化したいと考えています︒

なるほど︒資金だけなく︑ノ

資金 ┼サービスで
活動がより充実したものに
鵜尾

ウハウや技術も支援していく方法は︑

新しい手法として︑欧米でも注目を

いったり︑ノウハウを水平展開して

集めているそうですね︒具体的には︑ いくことに力を割けません︒そこで︑

は大切なパー

社会課題に取り組むうえで︑

嵯峨

資金による援助だけでなくプ

と協働することにしたんです︒

どのようなメリットがあるのですか︒ 嵯峨さんの進めているプロボノ事業
笹川

専門性を持った

ロボノの支援も加わると︑社会貢献

私の経験の中で多く見てきました︒

事業の成果が大きく飛躍することは︑

進めるためには︑皆さまから寄せら

位に

今 回︑﹁ ゆ め ち ょ 総 選 挙 ﹂ で

は資金不足の状態で︑活動を

ト ナ ー で す︒ し か し︑ ほ と ん ど の

N
P
O

れる寄付金が何よりも必要です︒た

N
P
O

が無駄なく︑ 選ばれた﹁障害者を一流のショコラ
効果的に活用できるかというと︑こ

ティエに﹂という事業は︑その好例

ロジェクトは高いレベルで実施でき

リソースが限られていますから︑プ

が︑ショコラの製造や販売には︑設

ートしようというプロジェクトです

ラティエとして育成し︑自立をサポ

N
P
O

ても︑成果をきちんと情報公開して

れがなかなか難しい︒

になると思います︒障害者をショコ

N
P
O

は人的

だ︑この寄付金を

3

嵯峨生馬氏 （さが いくま）
1974年、横浜市生まれ。民間シンクタンクを経て、2005年、
NPOの情報発信・マーケティング等をプロボノにより支援
する「サービスグラント」の活動を開始。09年にNPO法人
化し、代表理事に就任。現在、2,200名を超える社会人ボラ
ンティアを集め、200件以上のNPO等支援実績を持つ。著書
に「プロボノ〜新しい社会貢献 新しい働き方」等。

鵜尾雅隆氏（うお まさたか）
1968年兵庫県生まれ。JICA、外務省勤務などを経て、アメリ
カにて非営利組織管理修士号を取得。09年日本ファンドレ
イジング協会を発足。12年より代表理事。
認定ファンドﾚｲｻﾞｰ資格制度の創設、日本最大のファンドレ
イジング大会である「ファンドレイジング日本」など開催し
ている。著書に「ファンドレイジングが社会を変える」等。

N
P
N O
P
O

N
P
O

で︑ドリンクを買って飲むことが社
会貢献に繋がる︒しかも自分の投票

が投票してくださいま

今回は初回にもかかわらず︑

で使い道が決まるわけですから︒
笹川

寄付者の

した︒もうひとつのリニューアルは

48
%

014

全国で約

台︒

日

時

間募金活動中です︒今後多くの企業

そうなんです︒そしてこの先︑

寄付金を活用してプロジェクトが進

にサポーターとなっていただき︑

嵯峨

んでいきますが︑その状況も﹁ゆめ

万台︑

24

ちょフォーラム﹂などのイベントや︑

3
6
5

万台と社会貢献の仲間を増

1

夢の貯金箱のウェブサイトなどで随

鵜尾

やしていきたいと思います︒

万 台！ と て も 大 き な 夢 で す

時発信し︑寄付者のみなさんに状況

化のすそ野が広がるといいなと思っ

うか︒こうやって少しずつ︑寄付文

バトンがつながるのではないでしょ

をお伝えしていくことで︑リレーの

す︒﹁ ま た 寄 付 し た い ﹂ と い う 感 動

報告していくことは肝に銘じていま

し︑寄付金の使途を透明性をもって

笹川

ね！

では︑きっとプロジェクトとしては

級ショコラの作り方を伝授するだけ

題への取り組みまでの一連の流れは︑ てもらい︑最後にはプロボノとして

お話を聞いていて︑寄付から社会課

効果が楽しみですね︒

鵜尾

いて︑徐々に社会課題に興味を持っ

のではなく︑自然と寄付に参加して

む︒社会貢献しようと身構えてする

ます︒喉が渇いたからジュースを飲

売機は︑職場や街にごく自然にあり

思います︒日本独特と言える自動販

文化の土壌づくりに繋がっていくと

社会貢献自動販売機そのものも寄付

笹川

プロボノが個別の

プロボノによる支援を行うことで︑

ーマについて︑集中的かつ継続的に

嵯峨

目してください︒

ですね︒新しい夢の貯金箱に是非注

さんと手を携えて頑張っていきたい

きます︒そのためにも︑今後も嵯峨

し︑寄付文化の醸成にも繋がってい

の〝信頼〟と〝参加〟に繋がります

をもたらすことができれば︑寄付者

もちろん寄付者の皆さまに対

ています︒

うまくいかないでしょう︒商品を売

プロジェクトに参加していただく︒

にとどまらず︑大きな社会課題の解

の課題解決

補完し合っていて力強いですね︒新

鵜尾

感していただける方は︑ぜひプロボ

います︒夢の貯金箱の取り組みに共

機会になるのではないかと期待して

しかし︑設備を整えて︑障害者に高
両団体の協力体制による相乗

すそ野ということで言えば︑

るためのマーケティングやブランデ

善意のリレーになっていると思うん

こんな風に寄付者の皆さまとともに

決に役立つ仕組みであることを示す

寄付文化を根付かせるために

ィングのサポートも必要です︒ここ

です︒寄付して自分の想いを投票す

社会の中で成長していきたいですね︒

には資金の支援が有効です︒

にはプロボノの支援が効果を発揮し

る︒その気持ちを日本財団とプロボ

ゆめちょ総選挙で選ばれたテ

ます︒つまり︑資金の支援とプロボ

会に前向きな変化を起こしていく︒

しい仕組みにワクワクします︒最後

とともに社

ることが重要なんです︒日本財団と

寄付者の善意の気持ちをどんどん引

現在︑社会貢献自動販売機は︑

プロボノが協働することで︑資金の

笹川

ノにもチャレンジしてください︒
思うんです︒

に今後の抱負を教えて下さい︒

N
P
O
き継いで︑想いを成就してくれると

お二人のタッグは︑お互いを

ノが引き継いで︑

備投資などの資金が必要です︒ここ

2
3
0
0

10

10

ノの支援とが︑両輪となって稼働す

笹川陽平（ささかわ ようへい）
1939年生まれ。日本財団会長、WHOハンセン病制圧特別大
使、ハンセン病人権啓発大使（日本政府）
、ミャンマー少数
民族福祉向上大使（日本政府）ほか。 国際ガンジー賞
（2007）
、ノーマン・ボーローグ・メダル（2010）など多数
受賞。著書「若者よ、世界に翔け！」
（PHP研究所）
、
「不可
能を可能に 世界のハンセン病との闘い」
（明石書店）等。

N
P
O

倍の価値として活かす

支援を 倍

3

ことができると思います︒
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事業報告│Yumecho general election 2014

あなたが創る
夢のプロジェクトとは
「社会の役に立ちたい」

「社会貢献したいけれど、
自分ひとりでは出来ない」
こういった声に応えあなたの夢や想いをカタチにするお手伝いをしています。

2013年度に進めた、4つの「あなたが創る夢のプロジェクト」を報告します。
「あなたが創る夢のプロジェクト」は、原則 100 万円以上のご寄付を対象として、
寄付者の望む社会貢献を日本財団が実施するものです。

016

故人の想いをミャンマーの地で叶える
2011年に匿名の女性から

をしている障害児たち。故人

「世界の貧しい子どもたちの

の想いを実現するため、検討

た め に」 と 約1億5,000万 円

を重ね、準備を進めてきまし

のご遺贈をお預かりし、ミャ

た。2015年2月の完成に向け、

ンマーの障害児のための特殊

現在建設中です。この学校が、

学校を造っています。

ミャンマーでの障害児教育の

世界の最貧国であるミャン
マーの中でも特に厳しい生活

スタンダードを変えていくこ
とを目指しています。

難病と闘う子どもたちに当たり前の夢を
吉武和子様より「難病の子
どものために」とお預かりし

特定寄付信託によるもので
す。

た400万円のご寄付で、小児

普段、ベッドの上で過ごす

難病児のための大自然キャン

難病の子どもたちの「外で友

プを北海道で開催しました。

達と遊びたい」という願いを

このご寄付は、三井住友信託

叶える、最高のプレゼントと

銀行と提携して実施している

なりました。

学びたい気持ちを羽ばたかせる
「青い地球の子供たちアーク」

フック郡の奥地で、学校が遠

アの子どもたちのために学校を

くて通えなかった子どもたち

建ててほしい」と200万円のご

に教育のチャンスを与えるこ

寄付をいただき、ベトナムの山

ととなります。ここで学ぶ楽

岳地域で学校を建設中です。

しさを知り、可能性を広げ、

アーク様のご寄付で建てる
学校は、これで3校目。建設

2013 年度 緊急支援金の支給実績
犯罪種別

性被害
殺人

強姦
強姦未遂
強制わいせつ
既遂
未遂

暴行・傷害
業務上過失致傷（交通事故）
傷害致死
強盗致傷

DV

児童ポルノ
放火
合計

017
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件数

22
10
21
27
15
13
10
5
4
1
1
1
130

支出金額

1,080,000
500,000
1,020,000
1,270,000
750,000
630,000
500,000
250,000
200,000
50,000
50,000
50,000
6,350,000

場所はクアンナム省ティエン

様より、
「学校に通えないアジ

大きく羽ばたいていくことを
期待しています。

犯罪の被害に遭った方へ明日を生きる力を
犯罪被害者を支えたいと寄

2009年から、これまで支援し

せられたご寄付により、一家

た人数は約390人。突然直面さ

の大黒柱を犯罪で失うなど、

せられた悲しみと混乱、苦悩の

経済的に困窮している被害者

中で孤独感に苛まれている犯罪

に「夢の貯金箱犯罪被害者緊

被害者。緊急支援金は経済的支

急支援金」制度を準備してい

援だけでなく、
「ひとりじゃない

ま す。2013年 度 に は130件、

よ」というメッセージも届けま

合計635万円を支給しました。

す。

社会貢献自動販売機「夢の貯金箱」ご紹介

全国に拡がる
夢の貯金箱の輪
合計2,132台が全国で24時間募金活動中

018

019
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寄付者一覧

金箱
夢の貯

寄付者一覧
夢の貯金箱へのご寄付、
いつもありがとうございます。

お預かりしたご寄付は、
無駄なく大切に活用させていただきます。

社会貢献自動販売機
「夢の貯金箱」設置パートナー
企業・団体名・個人名一覧（五十音順 / 敬称略）

【秋田県】

【北海道】

大船渡湾冷凍水産加工業協同組合

北海道イーグル株式会社

社会福祉法人大館圏域ふくし会

重茂漁業協同組合

社会福祉法人北海道宏栄社

愛別町教育委員会

社会福祉法人県北報公会

有限会社釜石造船所

社会福祉法人北海道光生会

特定非営利活動法人蒼空

特定非営利活動法人ドリームホープなかよし

北日本造船株式会社

特定非営利活動法人ホップ障害者地域生活支援センター

社会福祉法人あけぼの福祉会

有限会社成田

鍬ヶ崎番屋

社会福祉法人室蘭福祉事業協会 特養エンルムハイツ

社会福祉法人旭川旭親会

社会福祉法人花輪ふくし会

特定非営利活動法人ケアセンターいこい

社会福祉法人室蘭福祉事業協会 特養白鳥ハイツ

社会福祉法人旭川春光会 セルプ豊里

ボートピア河辺

社会福祉法人光寿会

メープル歯科

NPO 法人アシストセンターちえりす

株式会社互洋大船渡マリーナ

森酒店

社会福祉法人 HOP 障がい者支援施設あっぷ

NPO 法人里・つむぎ八幡平

やきとりと旬さかな 和み
特定非営利活動法人ゆう

社会福祉法人 HOP 障がい者支援施設エンデバー

有限会社三陸とれたて市場
社会福祉法人新生会

社会福祉法人雪の聖母園

社会福祉法人 HOP 豊平 MAX
社会福祉法人えぽっく

社会福祉法人舟和会

特定非営利活動法人そよかぜの家 パン工場

特定非営利活動法人夢家会

小樽掖済会病院

社会福祉法人親和会

社会福祉法人大洋会

株式会社ライクアブリッジ

社会福祉法人柏の里めむろ オークル

NPO 法人福祉サポートセンター山形
舟形町 B&G 海洋センター

タカタネ酒店

特定非営利活動法人わーかーびぃー

上川郡当麻町教育委員会

株式会社 TAKE 通信

ワークハウスひまわり

株式会社上川機械リース

社会福祉法人山形県コロニー協会

社会福祉法人西根会

合同会社癸方苑

ラーメン味角

特定非営利活動法人ハックの家

社会福祉法人クピド・フェア

特定非営利活動法人ひまわり

社会福祉法人栗山ゆりの会

【山形県】

普代村教育委員会
【福島県】

【青森県】

社会福祉法人平成会

株式会社グロウス
社会福祉法人群生会

三井住建道路株式会社 盛岡作業所

社会福祉法人青森県コロニー協会

社会福祉法人敬生会

相浦造船鉄工所

ヤマザキショップ熊谷酒店

青森トヨペット株式会社

剣渕町教育委員会

NPO 法人ウッドピアはなわ

社会福祉法人やまゆり会

アネックス妙光園

社会福祉法人厚生協会

有限会社及川造船所

エムエス工業株式会社

社会福祉法人厚生協会 障害者支援施設 屈足わかふじ園

小名浜造船株式会社

特別養護老人ホームおのえ荘
学職開発株式会社 まなビレッジ

特定非営利活動法人工房・虹と夢 後援会
社会福祉法人更葉園

社会福祉法人川内村社会福祉協議会

【宮城県】

株式会社興洋
社会福祉法人郡山コスモス会

社会福祉法人義栄会 障害者支援事業所 月見野第 2

社会福祉法人札幌協働福祉会

アサヒプリテック株式会社 仙台営業所

北日本造船株式会社

社会福祉法人札幌この実会 北の沢デイセンター

社会福祉法人篤心会 特別養護老人ホームエルピス

石川電装株式会社

心の里うぐいす

特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ

社会福祉法人篤心会 特別養護老人ホームファミーユ

社会福祉法人石巻祥心会

社会福祉法人桜木会

NPO 法人サポートシステムゆうあい

猫ギャラリー& ショップ TOM CAT

社会福祉法人一視同仁会

社会福祉法人寿栄会

積丹郡積丹町長 松井秀紀

株式会社 NESS

A コープ角田店

障害者総合福祉センターなつどまり

斜里町役場

有限会社白鷺運輸

大野電装株式会社

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会

有限会社白木ボデー・ジェミニオート美唄

塙町教育委員会

女川魚市場買受人協同組合

特定非営利活動法人双松福祉会

特定非営利活動法人自立支援センター歩歩路

複合施設ゆふね

株式会社小野寺鐵工所

社会福祉法人田茂木野福祉会 こぶしの家

せたな町 B&G 海洋センター

社会福祉法人福島県福祉事業協会 原町共生授産園

社会福祉法人臥牛三敬会

十和田ブルーベリー農園 日々木

鷹栖町教育委員会

社会福祉法人福島福祉会

木戸浦造船株式会社

中里石油株式会社

滝川市教育委員会教育部社会教育課

三井住建道路株式会社 東北支店

NPO 法人グループゆう

南部町教育委員会 南部町名川 B&G 海洋センター

財団法人滝川市体育協会

特定非営利活動法人メックス

株式会社小鯖造船鉄工所

南部電機株式会社

社会福祉法人当麻かたるべの森

有限会社本柳自動車

佐々栄文盛堂

社会福祉法人平館福祉会 児童デイサービスあおねっと

特定養護老人ホーム緑愛園

ライト工業株式会社

有限会社三揚鉄工所

NPO 法人とむての森

特定非営利活動法人わいわい作業所
渡部圭一歯科

株式会社新和エンジンサービス
株式会社鈴木造船所

社会福祉法人弘前豊徳会
社会福祉法人北光会
みちのく製氷株式会社

社会福祉法人新冠ほくと園

【茨城県】

一般財団法人名寄市体育協会

炭火焼肉処高村屋

社会福祉法人ユートピアの会

社会福祉法人 NIKORI

有限会社藤神地所

よこまちストア

農村公園

東邦エンジニアリング株式会社

社会福祉法人緑風会

函館どつく株式会社 室蘭製作所

特定非営利活動法人ドリームゲート

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

有限会社畑クリーニング商会

社会福祉法人愛和会

二輪工房 PON-TA

社会福祉法人はるにれの里

株式会社アサヒクリエイト

株式会社聖人堀鉄工所

NPO 法人ひなた

株式会社アサヒヤ

社会福祉法人ふれあいの里

社会福祉法人美々川福祉会

北茨城市役所

株式会社三亥塩釜支店

株式会社ヴィオーラ

漁業協同組合 宮戸支所

特定非営利活動法人エイエスピー

宮城ヤンマー株式会社

社会福祉法人愛育会

特定非営利活動法人ふれあい広場タンポポのはら

一般社団法人大洗観光協会
大洗シーサイドホテル

宮城利府掖済会病院
株式会社ヤマニシ

株式会社いわい
有限会社大船渡ドック

医療法人社団豊生会
社会福祉法人北海道厚真福祉会

【岩手県】

社会福祉法人古平福祉会
特定非営利活動法人ふれあいインさろま
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町田市美術工芸館

株式会社アリスエンターテイメント

興亜化工株式会社埼玉工場

株式会社カシワテック

社会福祉法人町田真弘会

株式会社石川組

社会福祉法人五霞愛隣会

かすみがうら市千代田 B&G 海洋センター

株式会社マツイ

伊藤忠マシンテクノス株式会社

株式会社小松電気

社会福祉法人慶育会

松田物産株式会社

株式会社エイチ・アイ・エス

特定非営利活動法人 CIL ひこうせん

株式会社サンライズ

株式会社みやこ食品

株式会社エクセノヤマミズ

社会福祉法人織舩会

品川重工株式会社

有限会社メディアシップ KU

社会福祉法人かがやけ福祉会

森林霊園管理事務所

なごみ弁当 水戸店

ヤンマー株式会社 東京支社

社会福祉法人合掌苑

社会福祉法人昴

特定非営利活動法人虹

郵船商事株式会社

関東興業株式会社

特定非営利活動法人つばさの会

独立行政法人日本原子力研究開発機構

リコーロジスティクス株式会社

株式会社北澤電機製作所

NPO 法人トゥッティフォルテ

社会福祉法人博友会

株式会社ワイズ・インフィニティ

キンコーズ・ジャパン株式会社

株式会社とだか建設

社会福祉法人斑山会

一般社団法人くるみの会

株式会社中山商事

京急開発株式会社

社会福祉法人滑川珠美園
公益社団法人日本モーターボート選手会 埼玉支部

株式会社彦八 ミヨヒコ
社会福祉法人ふたば会 筑波エコー学園

【神奈川県】
社会福祉法人青い鳥

青木孝行（NPO 法人そよ風）

株式会社フルヤ金属

株式会社日立ニコトランスミッション

特定非営利活動法人メロディハウス

特定非営利活動法人ことのはサポート

株式会社日原運輸

社会福祉法人百音の会 特別養護老人ホーム水彩館

株式会社小松電気

社会福祉法人平野の里

株式会社ユニマットライフ

株式会社アクト

コムテック株式会社

深谷市岡部 B&G 海洋センター

株式会社ワークスヤグチ

朝日電気株式会社

社会福祉法人小茂根の郷

ボッシュ株式会社
堀川 雅子

アサヒプリテック株式会社 横浜営業所

株式会社笹川記念会館

特定非営利活動法人厚木あすなろの会

株式会社サンリツ

真心絶品 C・ネット関東店

財団法人育生会 横浜病院

株式会社シーアールエス

松伏町長 会田 重雄

株式会社石川組

株式会社 JTB コーポレートセールス

社会福祉法人武蔵会

社会福祉法人足利むつみ会
社会福祉法人あゆみ園

【栃木県】

社会福祉法人一乗会

株式会社社会起業家パートナーズ

社会福祉法人明正会

NPO 法人いのちを守る人道支援ネットワーク

社会起業大学

株式会社ユースケア

株式会社エヌゼットケイ

社会福祉法人上村鵠生会

公益財団法人十四世六平太記念財団

社会福祉法人ゆたか会

特定非営利活動法人鹿沼さつき会デイホームさつき

株式会社宇津木計器

社会福祉法人寿公会

嵐山町

社会福祉法人京福会 特別養護老人ホーム寿山荘那須

株式会社エクセノヤマミズ

シリコンテクノロジー株式会社
NPO 法人自立生活センター東大和

リコーテクノシステムズ株式会社

社会福祉法人恵友会 いぶき
社会福祉法人恵友会 なごみ

株式会社オーテックジャパン
社会福祉法人小田原福祉会

リコーロジスティクス株式会社

スズキ株式会社

工房つばさ

桂化学株式会社

株式会社 STELLA

老人保健施設ファミール滝の原

神奈川機器工業株式会社

スバル興業株式会社

財団法人鎌倉能舞台

墨田川造船株式会社

鎌倉プライエムきしろ

株式会社スリーライト

社会福祉法人愛光

社会福祉法人せせらぎ会

かもめプロペラ株式会社

医療法人財団青溪会 駒木野病院

特定非営利活動法人 i&i i 工房 C･S･d

特別養護老人ホーム誠心園

社会福祉法人喜楽会

社会福祉法人清峰会

株式会社アサヒクリエイト

社会福祉法人とちのみ会

グリーン歯科医院

株式会社生保リサーチセンター

有限会社石美

社会福祉法人飛山の里福祉会

特定非営利活動法人グループピコ

聖路加看護大学

医療法人社団泉中央病院

那須鳥山市 B&G 海洋センター

社会福祉法人恵和

社会福祉法人全国スモンの会

有限会社鴨川自動車整備工場

那須烏山市役所 教育委員会

社会福祉法人敬和会 厚木市荻野地域包括支援センター

株式会社ソーケン

社会福祉法人九十九里ホーム

那須戦争博物館

社会福祉法人光友会

大成建設株式会社東京支店

特定非営利活動法人ケアネット成田

社会福祉法人なすびの里 なすび食堂

コムテック株式会社

ダイハツ工業株式会社 東京支社

社会福祉法人さつき会 特別養護老人ホームつつじ苑

株式会社金剛コルメット製作所

ダイハツディーゼル株式会社 東京支社
多摩川衛生組合 職員互助会

サロン・ド・タビダチ

日光杉並木ユースホステル
芳賀町 B&G 海洋センター

株式会社サンリツ

堀江 泰寛

特定非営利活動法人多摩草むらの会

社会福祉法人益子のぞみの里福祉会

社会福祉法人幸会
社会保険相模野病院

021

有限会社劇団俳優座
ゴーウェル株式会社

【千葉県】

社会福祉法人すぎなみき会
社会福祉法人清幸会

株式会社シネヴィス

株式会社ダンクス

特定非営利活動法人シェーネ・ルフト
株式会社沼南中央自動車

社会福祉法人寿考会

地域活動支援センターはるえ野

鈴木商工株式会社

社会法人みようぎ会 やまゆり学園

社会福祉法人寿徳会

中国塗料株式会社

スバル興業株式会社

株式会社ユニマットライフ 宇都宮営業所

特定非営利活動法人障碍者支援センター鮎の風

株式会社 TBB プロネックス

NPO 法人スポーツアカデミー

社会福祉法人夢の森福祉会

特定非営利活動法人湘南クリエイティブサービス

テクタイト株式会社

特定非営利活動法人生活支援センターあらかると

特定非営利活動法人より道

社会福祉法人湘南福祉協会

社会福祉法人同愛会 日の出福祉園

社会福祉法人晴山会 障害者支援施設鎌取晴山苑

特別養護老人ホーム和見山苑

有限会社湘南ユニット

社会福祉法人同愛会 プロシード

社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園

昭和医院

社会福祉法人東京援護協会 町田荘・サルビア荘

社会福祉法人泉寿会

社会福祉法人白根学園 しらねの里

東京計器株式会社 / 東京計器テクノポート株式会社

社会福祉法人創成会 ワイズホーム

社会福祉法人親善福祉協会

個人タクシー協同組合新宿支部

株式会社タガワ

社会福祉法人すみなす会

社会福祉法人東京リハビリ協会

株式会社テックエステート

社会福祉法人清光会

社会福祉法人東京リハビリ協会 日の出事業所

株式会社習志野自動車興業

社会福祉法人宏志会

社会福祉法人誠幸会

東洋熱工業株式会社

有限会社白鷺運輸

特定非営利活動法人総合格闘技道場武門會

社会福祉法人清正会

NPO 法人トータルケアサービス エオラ八王子

特定非営利活動法人ふく笑らい

株式会社タイヨウ群一葬儀社

社会福祉法人聖隷福祉事業団

中嶋 竜生

社会福祉法人豊珠会

大洋電機株式会社

株式会社ゼンテック
NPO 法人宝島

ナショナル・ベンディング株式会社
新潟原動機株式会社

株式会社ほがらか
社会福祉法人槇の実会

玉村町 B&G 海洋センター
特定非営利活動法人つばさ

社会福祉法人地域サポート虹

有限会社錦部製作所

誠石材工業有限会社

一般財団法人日本モーターボート競走会 桐生支部

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団

財団法人日本海事科学振興財団

有限会社マツオカ

ヤマト発動機株式会社

特定非営利活動法人ちゃれんじ倶楽部

財団法人日本海事広報協会

有限会社丸原自動車

株式会社竜匠

テクノス株式会社

日本電気株式会社

有限会社メカニック銚洋

特定非営利活動法人でっかいそら

NPO 法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会 横浜支部

株式会社ユニマットライフ

社会福祉法人同愛会

一般財団法人日本モーターボート競走会 関東支局

社会福祉法人陽光会 特別養護老人ホーム陽光苑

特定非営利活動法人ともにあゆむ

株式会社日本海事新聞社

横芝光町教育委員会

日絹倉庫株式会社

有限会社蓮田電設

株式会社吉川自動車
社会福祉法人和光会 グランモア和光苑

社会福祉法人みゆきの杜

【群馬県】

NPO 法人かてて

【埼玉県】
アサヒプリテック株式会社 関東事業所

日本電気株式会社

ハマヤ株式会社

NPO 法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会 横浜支部

社会福祉法人原町成年寮

ECC ジュニア 藤塚教室

社会福祉法人日本キリスト教奉仕団

はる歯科室

ボランティア団体運転ふれあいの会

日本舶用エレクトロニクス株式会社

有限会社バンプ

社会就労センターハートピア湘南

株式会社東京ビー・エム・シー

東希望が丘親睦会館
社会福祉法人ひかり

びおら株式会社

【東京都】

アサヒプリテック株式会社 埼玉工場

株式会社エクセノヤマミズ
株式会社岡部コントリビューションパーク 代表取締役 中島 卓也

株式会社アイアクト
株式会社アイエスエフネット

学栄館
加島屋酒店

富士貿易株式会社

光が丘興産株式会社
ファンチーム株式会社

相田化学工業株式会社

NPO 法人かたくり

PRO 株式会社

株式会社福田組

株式会社アイテム

株式会社グッドジャパン

社会福祉法人朋光会

プラザ神谷

社会福祉法人あかつきコロニー

株式会社倉本産業

宝蔵院会館

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

株式会社アサヒクリエイト

久喜市 栗橋 B&G 海洋センター

社会福祉法人訪問の家

株式会社ベドリントン

社会福祉法人あすはの会 福生学園

特定非営利活動法人ケアサポートすずらん

社会福祉法人蓬莱の会

社会福祉法人マザアス

アメリカン・テーラー

特定非営利活動法人 K ファミリー
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社会福祉法人豊橋市福祉事業会

特別養護老人ホームみさやま

社会福祉法人祥穂会

NPO 法人ホームヘルパー福祉センター

特定非営利活動法人どんぐりの会

社会福祉法人みまき福祉会

塩田食品株式会社

社会福祉法人馬島福祉会

特定非営利活動法人なかよし

特定非営利活動法人結いの街

社会福祉法人白根学園 しらねの里

三上船舶工業株式会社

名古屋掖済会病院

社会福祉法人夢工房 福祉会夢屋ふぁーむ

社会福祉法人白女林

社会福祉法人明星会

社会福祉法人名古屋キリスト教社会館

社会福祉法人りんどう信濃会 上田悠生寮

第一防災株式会社

株式会社村山電機製作所

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会

社会福祉法人大日園

株式会社モーターボートヨコハマ

一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部

武生三国モーターボート競走施行組合

横浜掖済会病院

公益社団法人日本モーターボート選手会 勤労青少年水上スポーツセンター

社会福祉法人つみきハウス

国立大学法人横浜国立大学

株式会社浪速ポンプ製作所

華リハビリデイサービス

一般財団法人 日本モーターボート競走会蒲郡支部

【岐阜県】

公益社団法人日本モーターボート選手会 常設訓練所

特定非営利活動法人あんきや

一般財団法人日本モーターボート競走会 三国支部

特定非営利活動法人らぽおる

株式会社ノーブル・インターナショナル
特定非営利活動法人ひだまり

特定非営利活動法人ウエルネットぎふ
社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

特定非営利活動法人ピアファーム
福井ケーブルテレビ

社会福祉法人らぽおるの樹

ファミリーホームわが家

特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会

社会福祉法人福授園

社会福祉法人ふそう福祉会

特定非営利活動法人ぎふ村

株式会社フクタカ

社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑成会

NPO 法人ふれあいサロン さん・さんガーデン

社会福祉法人岐阜老人ホーム

三国観光産業株式会社

社会福祉法人麗寿会

特定非営利活動法人プレママクラブ

社会福祉法人祥雲会

ミテネインターネット株式会社

社会福祉法人ポテト福祉会

大洋電機株式会社

社会福祉法人友愛会

特定非営利活動法人ポパイ

社会福祉法人たんぽぽ福祉会

社会福祉法人ポレポレ

社会福祉法人土岐市社会福祉協議会

特定非営利活動法人ぽんぽこネットワーク

NPO 法人日本武道総合格闘技連盟 空手道禅道会東海 浜松本部

眞鍋造機株式会社

社会福祉法人白寿会

ランディング株式会社

【新潟県】
【山梨県】

イーグルブルグマンジャパン株式会社

社会福祉法人みどりフレンドリー福祉会

社会福祉法人万灯会

社会福祉法人アドバンス

社会福祉法人いなほの郷福祉会

社会福祉法人無門福祉会

ひだ白川郷高齢者福祉施設瀬音さくら山荘

飯富病院

社会福祉法人小越会

やすらぎの里

独立行政法人水資源機構

甲斐市役所

社会福祉法人亀田郷芦沼会

NPO 法人ゆめじろう

社会福祉法人芽生会

社会福祉法人ぎんが福祉会

桐生工業株式会社

社会福祉法人養楽福祉会 地域サポートセンター坂下

甲州市役所

社会福祉法人県央福祉会

NPO 法人楽笑
NPO 法人全国福祉理美容師養成協会

社会福祉法人興邦会
幸芳耳鼻咽喉科医院

社会福祉法人紫雲寺加治川福祉会

社会福祉法人韮南福祉会

社会福祉法人心友会
社会福祉法人中東福祉会

株式会社赤阪鐵工所

社会福祉法人深敬園

社会福祉法人つなん福祉会

HIS 御殿場サポートセンター

社会福祉法人新友会

社会福祉法人十日町福祉会 あかね園

特定非営利活動法人掛川市体育協会

社会福祉法人ひとふさの葡萄

社会福祉法人十日町福祉会 三好園

社会福祉法人共済福祉会

社会福祉法人ぶどうの里

社会福祉法人にいがた寿会

株式会社石吉組

社会福祉法人草笛の会

社会福祉法人三富福祉会

社会福祉法人二王子会

海の博物館

有限会社クラフト

社会福祉法人手をつなぐ親の会 立梨の実寮

社会福祉法人能生名立福祉会

菰野町 B&G 海洋センター

株式会社静岡朝日テレビ

山梨市牧丘 B&G 海洋センター

社会福祉法人村上岩船福祉会 垂水の里

五洋建設株式会社

社会福祉法人梓友会

友和会

社会福祉法人東蒲原福祉会

志摩市教育委員会 生涯学習スポーツ課

社会福祉法人春風会

特定非営利活動法人わたげの会

社会福祉法人豊寿会

志摩市総合スポーツ公園

社会福祉法人大東福祉会

渡辺整形外科

社会福祉法人南魚沼福祉会 まいこ園

志摩市 B&G 海洋センター

株式会社高田ビル

社会福祉法人鈴の音会 軽費老人ホーム泰山荘

日新興業株式会社中部支店
NPO 法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会 東海浜松本部

【三重県】

株式会社帝国機械製作所

NPO 法人てとて

【静岡県】

社会福祉法人南魚沼福祉会 ゆのさと園
ミニボートピア阿賀野
【長野県】

社会福祉法人村上市社会福祉協議会 山北支所
株式会社やひこドリーム

社会福祉法人富田浜福祉会

一般財団法人日本モーターボート競走会 浜名湖支部
社会福祉法人博友会

上松町公民館

一般財団法人日本モーターボート競走会 津支部

浜名湖競艇企業団

障害者支援施設 梓荘

ニュージャパンマリン株式会社

社会福祉法人富岳会

社会福祉法人アンサンブル会

はなや

特定非営利活動法人ふくでハッピーハンズ

社会福祉法人飯島町社会福祉協議会 こまくさ園

社会福祉法人百楽の会

富士レックス株式会社

社会福祉法人育護会

株式会社松井鉄工所

松崎町教育委員会

社会福祉法人稲田会

上市町 B&G 海洋センター体育館

特定非営利活動法人夢工房

株式会社村上開明堂

社会福祉法人伊南福祉会

株式会社金閣自動車商会

医療法人財団百葉の会

障害者支援施設上田しいのみ園

だいご清水館

ヤンマーエンジニアリング株式会社

株式会社ウスダ製作所

社会福祉法人高岡市身体障害者福祉会 志貴野ホーム

大萱の里

社会福祉法人たかおか万葉福祉会

社会福祉法人からしの種の会 緑の牧場学園

社会福祉法人つみきハウス

社会福祉法人木曽社会福祉事業協会 障害者支援施設上松荘

富山新聞社

社会福祉法人木曽社会福祉事業協会 こまくさワークセンター

社会福祉法人めひの野園

【滋賀県】
あがりゃんせフットサルクラブ
稲垣自動車工業有限会社

【愛知県】

社会福祉法人吉田福祉会

【富山県】

北島酒造株式会社 社長 北島吉彦

財団法人愛恵会

株式会社北澤電機製作所 本社工場

社会福祉法人梨雲福祉会

図司自動車工業株式会社

社会福祉法人愛知慈恵会

凌雲館村雲道場

ダイハツディーゼル株式会社 守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社 守山第二工場

株式会社アクティブコーポレーション
社会福祉法人明知会

障害者支援施設霧が峰療護園
社会福祉法人くりのみ園
社会福祉法人恵清会 特別養護老人ホーム真寿園

ダイハツディーゼル株式会社 守山寮

特定非営利活動法人あたたかい心

社会福祉法人幸充

中国塗料株式会社

株式会社足立ライト工業所

社会福祉法人廣望会

社会福祉法人虹の会

社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会 工房桜

特定非営利活動法人朝凪

社会福祉法人こまくさ福祉会

社会福祉法人うめの木学園

ヤンマー株式会社

NPO 法人一宮まごころ
特定非営利活動法人 NPO かわせみ
NPO 法人地域とともに生きるめだかの会

社会福祉法人サン・ビジョン

社会福祉法人ジェイエイ小松福祉会

ヤンマーキャステクノ株式会社 甲賀事業部

カントリーモーニング

科野の里

ジェイ・バス株式会社

ヤンマー農機製造株式会社

社会福祉法人くすの木福祉事業会

社会福祉法人信濃友愛会

社会福祉法人福寿会

社会福祉法人紘寿福祉会 特別養護老人ホームひがしばた

社会福祉法人下伊那社会福祉会

社会福祉法人明峰会

特定非営利活動法人こすもす畑

下條村

社会福祉法人やちぐさ会

社会福祉法人コスモス福祉会

障害者支援施設ささらの里

障がい者センター あいさんハウス

障害者支援施設共立学舎

社会福祉法人親愛の里 そよ風

社会福祉法人親愛の里

株式会社新東通信

有限会社信州雪国科学

杉浦パーキング

社会福祉法人清明会

株式会社アイ・エヌ・ジー

社会福祉法人すこやか会
高棚デイサービスセンターあんだんて

社会福祉法人豊智福祉会
社会福祉法人ながのコロニー

越前松島水族館

株式会社田邊空気機械製作所
社会福祉法人知立福祉会

NPO 法人日本武道総合格闘技連盟禅道会 諏訪支部
NPO 法人日本武道総合格闘技連盟禅道会 総本部

大野市エキサイト広場総合体育施設
社会福祉法人かすみが丘学園

社会福祉法人長生園

特定非営利活動法人東海福祉移動研究協議会

特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅道会 松本支部

勝山市教育委員会 史跡整備課

社会福祉法人成相山青嵐荘
ヒエン電工株式会社

特別養護老人ホーム 愛厚ホーム岡崎苑

ハッピーリタイアコンサルティング株式会社

勝山市教育委員会

常滑市観光協会

社会福祉法人花工房福祉会

勝山市 B&G 海洋センター

社会福祉法人常滑市社会福祉協議会

社会福祉法人誠心会

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい

特定非営利活動法人ホームスイートホーム

【京都府】
社会福祉法人五十鈴会
株式会社大阪マリン
社会福祉法人勧修福祉会
木津川市社会福祉協議会
京都弘道館
社会福祉法人仙人福祉事業会
社会福祉法人大樹会

社会福祉法人みずなぎ学園

【石川県】

【福井県】

大野市
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モリマシナリー株式会社

公益社団法人西部医師会

上野丘更生寮

ヤンマー農機製造株式会社

社会福祉法人和

株式会社エクセノヤマミズ

医療法人渡辺医院

社会福祉法人日南福祉会

株式会社エスエーシー

特定非営利活動法人フリーダム

株式会社大阪アサヒメタル工場

社会福祉法人まつぼっくり

株式会社学研アイズ

社会福祉法人もみの木福祉会

金川造船株式会社

特定非営利活動法人あいらぶ

社会福祉法人やず

金澤鐵工株式会社

NPO 法人アクティブネットワーク

ヤンマー舶用システム株式会社

兵庫県立兎和野高原野外教育センター

株式会社アクティブライフ

社会福祉法人 IGL 学園福祉会

株式会社カワムラサイクル

社会福祉法人遺徳会

株式会社アイメックス

関西鉄工株式会社

特定非営利活動法人いばらき

社会福祉法人あおかげ
社会福祉法人あおかげ 介護老人福祉施設しまなみ苑

株式会社神崎高級工機製作所

渦潮電機株式会社
株式会社大阪アサヒメタル工場

【広島県】

Gu Choki Pan

【大阪府】

社会福祉法人あおかげ 特別養護老人ホームほたるの里

社会福祉法人吾郷会

社会福祉法人健仁会 香楽園

大阪掖済会病院

社会福祉法人あさ

社会福祉法人出雲南福祉会 ケアハウス寿生の郷

神戸掖済会病院

任意団体大阪障害者労働センター・マツサクぐる ~ ぷ

旭・スチール工業株式会社

一畑工業株式会社

神戸ペイント株式会社

株式会社大阪ボイラー製作所

アルファデンタルオフィス

社会福祉法人いわみ福祉会

社会福祉法人ささゆり会

株式会社大阪マリン

社会福祉法人アンダンテ

社会福祉法人ウェルエヌシー

株式会社 JMU アムテック

有限会社かしやま

イーグル工業株式会社 KEMEL カンパニー 呉事業所

社会福祉法人おおつか福祉会

公益財団法人修武館

社会福祉法人門真福祉会

特定非営利活動法人いきいきクラブたかみや

社会福祉法人隠岐共生学園

社会福祉法人聖隷福祉事業団

社会福祉法人慶徳会

株式会社生田合金鋳造所

社会福祉法人隠岐共生学園 静和園

社会福祉法人聖隷福祉事業団宝塚せいれいの里

株式会社ケーイーアイシステム

因島鉄工業団地協同組合

社会福祉法人隠岐共生学園 デイサービスセンターえびすの郷

NPO 法人宅老所ろまん

株式会社高工社

因島鉄工株式会社 代表取締役 宮地 秀樹

社会福祉法人かしま福祉会

特定非営利活動法人宅老所ろまん デイサービス立杭

NPO 法人コミュニティー・オーガニゼーション

渦潮電機株式会社

カナツ技建工業株式会社

特定非営利活動法人地域活動ステーションぬくもりの家

酒谷タイヤ株式会社

社会福祉法人内海福祉会

社会福祉法人亀の子

特定非営利活動法人でかけ隊

特定非営利活動法人サンライズ 夢楽人

特定非営利活動法人江田島市スポーツ振興協議会

社会福祉法人喜和会

鉄建建設株式会社

株式会社信貴造船所

株式会社江田島造船所
大西電機工業株式会社

社会福祉法人恵寿会

東洋カーマックス 尼崎レース場前 駐車場
中川歯科医院

ジャパンハムワージ株式会社

特定非営利活動法人お年寄りの家ことぶき

西村興産株式会社

社会福祉法人心生会 ミルキーウェイ
株式会社新東通信

社会福祉法人輝き奉仕会 特別養護老人ホーム輝き

社会福祉法人山陰家庭学院
社会福祉法人慈光会

公益社団法人日本モーターボート選手会 兵庫支部

水鉄タクシー株式会社

社会福祉法人柏学園

社会福祉法人島根ライトハウス

公益社団法人日本駆け込み寺 兵庫サポートセンター

社会福祉法人水平会

鐵萬商事株式会社

障害者支援施設愛香園

阪神内燃機工業株式会社

株式会社 STEP UP

川根振興協議会

社会福祉法人しらゆり会

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

住之江興業株式会社

株式会社神田造船所

社会福祉法人親和会

兵庫県立西脇北高等学校

NPO 法人泉州自立支援センター

北広島町大朝 B&G 海洋センター

特別養護老人ホーム清流園

兵神機械工業株式会社

株式会社ダイゾー

株式会社京泉工業

社会福祉法人高田会

株式会社平原精機工業

ダイハツディーゼル株式会社

株式会社共立機械製作所

特定非営利活動法人地域活動支援センターよしかの里

株式会社福岡鉄工所

特定非営利活動法人地域ひといき

共和工業株式会社

社会福祉法人千鳥福祉会

不二印刷株式会社

社会福祉法人地域ゆめの会 ワークセンター飛行船

黒瀬 B&G 海洋センター

医療法人同仁会 海星病院

富士貿易株式会社

特定非営利活動法人 Dear friends

NPO 法人高次脳機能障害サポートネットひろしま

社会福祉法人仁摩福祉会

古野電気株式会社

デルソル株式会社

hair Ange

社会福祉法人天王福祉会

社会福祉法人恵心会

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

社会福祉法人梅寿会 軽費老人ホーム コーポ「ますだ」

三工電機株式会社

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

ボートピア姫路

有限会社トーヨー

株式会社三和ドック

社会福祉法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ふれんど

ボルカノ株式会社
社会福祉法人まほろば

とらいあんぐる
社会福祉法人なでしこ会
株式会社浪速ポンプ製作所

庄原市口和老人福祉センター
社会福祉法人庄原市社会福祉協議会

社会福祉法人放泉会

特定非営利活動法人みちくさ

株式会社シンコー

公益社団法人益田市医師会立 益田地域医療センター医師会病院

株式会社八瀬鉄工所

日新興業株式会社

協同組合せとだサンプラザ

松江市 B&G 海洋センター

山根クリニック

一般財団法人日本モーターボート競走会 近畿支局

株式会社セトテック

社会福祉法人みずうみ

ヤンマー株式会社

特別養護老人ホーム梅香苑

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場

社会福祉法人やまゆり

ヤンマー株式会社特機エンジン

社会福祉法人博光福祉会

社会福祉法人創樹会

ヤンマーキャステクノ株式会社 松江事業部

社会福祉法人吉川福祉会

社会福祉法人博光福祉会 介護老人福祉施設寿里苑サラ

株式会社大晃産業

社会福祉法人よこた福祉会

社会福祉法人博光福祉会 介護老人福祉施設寿里苑フェリス

大成建設株式会社 中国支店

社会福祉法人若草福祉会

社会福祉法人博光福祉会 特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷

社会福祉法人高見福祉会

和幸株式会社

社会福祉法人博光福祉会 特別養護老人ホーム寿里苑フルール

【奈良県】

NPO 法人地域福祉活動支援協会人間大好き
ツネイシクラフト & ファシリティーズ株式会社

社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会 ファミリーサポートせいわ

社会福祉法人富岳会

ツネイシヒューマンサービス株式会社

共栄建設株式会社

特定非営利活動法人福祉住環境整備センター

特別養護老人ホーム でじま・くにくさ
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【島根県】

社会福祉法人利生会 高齢者あんしんサポートハウスりしょう

【岡山県】

社会福祉法人博光福祉会 特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜

株式会社崎山組

不二印刷株式会社

株式会社寺本鉄工所

社会福祉法人愛和会

ミニボートピア大和ごせ

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会

特定非営利活動法人あおぞら会

社会福祉法人萌

特定非営利活動法人ベルビー
ボートレース住之江

社会福祉法人東城有栖会
東洋機械株式会社

社会福祉法人郁青会
社会福祉法人泉学園 デイセンターなずな

よしむらファミリー歯科

社会福祉法人ポポロの会

内海造船株式会社

社会福祉法人王慈福祉会

中谷造船株式会社

特定非営利活動法人岡山自立支援センター

株式会社中野鉄工所

社会福祉法人吉備の里 吉備の里チャレンジ

有限会社中野ビル

社会福祉法人恭和会 ケアハウス四季が丘

特定非営利活動法人歩の会

社会福祉法人みささぎ会

社会福祉法人虹の会

社会福祉法人浩志会

ミニボートピアりんくう

一般財団法人日本モーターボート競走会 宮島支部

桜田工業株式会社

社会福祉法人一麦会
恋野マッシュルーム

社会福祉法人沼隈社会福祉協会

社会福祉法人閑谷福祉会 瀬戸内市地域生活支援センタースマイル

社会福祉法人山水会

ミハマホーム

能美金属工業団地協同組合

株式会社スチールハブ

社会福祉法人つばさ福祉会

一般社団法人桃山会 桃山作業所

バブ日立工業株式会社

社会福祉法人正和会 特別養護老人ホームけしごの里

社会福祉法人橋本福祉会 知的障害者通所授産施設夢あじさい

株式会社ヤンマービジネスサービス

東広島市安芸津 B&G 海洋センター

社会福祉法人千寿福祉会

特定非営利活動法人はまゆう作業所

社会福祉法人友愛の里

社会福祉法人広島常光福祉会

特定非営利活動法人土田の里

社会福祉法人ふたば福祉会

特定非営利活動法人夢みらい

特定非営利活動法人広島自立支援センターともに

社会福祉法人津山みのり学園

横浜金属商事株式会社

社会福祉法人広島聖光学園

特定非営利活動法人ドリーム・プラネット

株式会社ラフィン・ハーツ

深江特殊鋼株式会社

ナカシマプロペラ株式会社

特定非営利活動法人福山スポーツ元気ネットワーク ヘッズアップ
扶桑工業株式会社

ナカシマメディカル株式会社
奈義町 B&G 海洋センター

有限会社旭鉄工所

株式会社フューレック

一般財団法人日本モーターボート競走会 中四国支局

社会福祉法人あすなろ会

株式会社フルサワ

特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター

ウィルモア皆生 S

社会福祉法人朝日の会

ボルカノ株式会社

NPO 法人ぼろんた
【和歌山県】

本城金属株式会社
株式会社毎日新聞社

御浜住宅株式会社

【鳥取県】
【兵庫県】

社会福祉法人豊寿会

真庭市役所 北房支局

NPO 法人美作自立支援センター

社会福祉法人こうほうえん
NPO 法人就労支援センター和貴の郷

社会福祉法人あそう

ボートレース宮島外向発売所等整備工事作業所
特定非営利活動法人ぽでーる

株式会社ムラカミ

社会福祉法人祥和会

井河原産業株式会社

本瓦造船株式会社

社会福祉法人めやす箱

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

猪名川町 B&G 海洋センター
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社会福祉法人尼崎あすなろ福祉会

株式会社 TPT

社会福祉法人親和園

特定非営利活動法人こどもの発達研究室 きりん

社会福祉法人的場会 ロータスインまとば

テクノシステム株式会社

介護付有料老人ホーム菫野花舘

社会福祉法人仁栄会 春叢園

株式会社マンセイ

株式会社電友社

東予ブラスト工業株式会社

医療法人鈴木会 介護老人保健施設 ライフケア応神

社会福祉法人三矢会

一般社団法人東建アグリ 代表理事 古賀 重年

特別養護老人ホームサンランド

社会福祉法人心身障害者福祉会 障害者支援施設あおばの杜

宮島競艇施行組合

株式会社都市計画設計事務所

社会福祉法人馴鹿

社会福祉法人身体障害者連合会 小星園

向島ドック株式会社

株式会社ナイス

伯方造船株式会社

社会福祉法人身体障害者連合会 眉山園

YAMAX 株式会社

株式会社西日本光創

檜垣造船株式会社

社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会

ヤンマー舶用システム株式会社

一般財団法人日本モーターボート競走会 芦屋支部

NPO 法人ひだまり工房

財団法人徳島市体育振興公社

社会福祉法人優輝福祉会

一般財団法人日本モーターボート競走会 福岡支部

眞鍋造機株式会社

徳島人生たすけあい家

株式会社よしみね 広島工場

一般財団法人日本モーターボート競走会 やまと学校

マリンパーク新居浜

社会福祉法人徳島蒼生福祉会

社会福祉法人倫

一般財団法人日本モーターボート競走会 若松支部
社会福祉法人のぞみの里

三井住友建設株式会社 総合文化施設作業所
村上石油株式会社

社会福祉法人丹生谷会
社会福祉法人柏涛会 ばんそう S&S 大地阿南

社会福祉法人若葉 すきっぷ
社会福祉法人若葉 ドリームズ

社会福祉法人野の花学園

村上秀造船株式会社

社会福祉法人柏涛会 ばんそう S&S 花畑

社会福祉法人和楽会

博多ふ頭旅客ターミナル組合

山中造船株式会社

株式会社フィット

伯玄オーシャンハイツ

特定非営利活動法人ゆいまーる

複合型サービスなかよしホーム

阪九フェリー 新門司神戸行きターミナル

株式会社ゆずえサービス

三加茂 B&G 海洋センター

社会福祉法人悲田院

有限会社ユヤマモータース

一般財団法人日本モーターボート競走会 鳴門支部

【山口県】

株式会社ヒューマンハーバー

社会福祉法人有誠福祉会

社会福祉法人福岡愛育福祉会

社会福祉法人悠林舎 シーズ今津

社会福祉法人暁会

社会福祉法人由岐福祉会

亜興産業不動産販売株式会社

社会福祉法人凌雲福祉会

社会福祉法人アス・ライフ

福岡空港ビルディング株式会社

【高知県】

社会福祉法人福岡コロニー
福岡造船株式会社

株式会社 SKK

社会福祉法人緑樹会 介護老人福祉施設おおつ苑

宇部観光株式会社 ハイツ南浜

ホームアート

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

社会福祉法人緑樹会 グループホーム癒音

株式会社オー・ビー・エム

株式会社マーコムプラン

社会福祉法人大野見福祉会 せせらぎ園

レディスファイブ

有限会社花咲美

ミニボートピア嘉麻

社会福祉法人かど福祉会

社会福祉法人華世会

社会福祉法人明和会 障害者支援施設 陽だまりの里

有限会社釜原鋳鋼所

社会福祉法人鹿野福祉会 やまなみ荘

門司掖済会病院
八百勝

香美市教育委員会

株式会社共立機械製作所

社会福祉法人八千代会

社会福祉法人北川村社会福祉協議会
特定非営利活動法人介護の会

【香川県】
特定非営利活動法人アイルコート

社会福祉法人やまと医正会 特別養護老人ホームみづま敬和苑

NPO 法人ふるさと回帰支援センター

葵工業株式会社

ヤンマーエンジニアリング株式会社

社会福祉法人こうち福祉会

社会福祉法人朝日園

社会福祉法人光栄会
特定非営利活動法人サポートセンターゆうゆう

社会福祉法人友愛会 障害福祉サービス事業所明幸学園

社会福祉法人さわらび会 理事長 水上 佳与子

今治造船株式会社

社会福祉法人山陽福祉会

社会福祉法人悠光会

四万十町 B&G 海洋センター

渦潮電機株式会社

社会福祉法人慈光福祉会

株式会社優志 訪問看護ステーションみやび

社会福祉法人太陽福祉会

公益社団法人香川県看護協会

株式会社しのだ住研

社会福祉法人陽南会

社会福祉法人田野町社会福祉協議会

社会福祉法人香川県社会福祉事業団

社会福祉法人周南北部福祉会

株式会社ライフ・サポートくらじ

株式会社特殊製鋼所

興亜産業株式会社

社会福祉法人親誠会 山口秋穂園

社会福祉法人レーヴ福岡立花園

土佐共同産業株式会社

株式会社幸真

社会福祉法人仁泉会 やすらぎ苑

NPO 法人列島会「小さなしあわせ」

社会福祉法人土佐清風会

社会福祉法人サマリヤ

和新工業株式会社

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

社会福祉法人サンシャイン会

周防大島町 B&G 海洋センター
（すぱーく大島）

社会福祉法人わたつみ会

社会福祉法人光の村

社会福祉法人三豊広域福祉会 地域支援センターまるやま

大晃機械工業株式会社

四国ドック株式会社

宅老所のびのび

NPO 法人まあるい心 ちゃれんじどの応援団

清水木材株式会社

社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園

社会福祉法人室戸はまゆう会

社会福祉法人瑞祥会

デイサービスセンターきくや

社会福祉法人明成会

特定非営利活動法人デイサービス豆たん
社会福祉法人同心会

【佐賀県】
株式会社 i・ライフソリューションズ

入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）

いまりマリーナ

ら・ら・らホーム

株式会社セーフティーサポート
全世界空手道連盟 新極真会香川中央支部坂出道場

株式会社ウェルビジョン九州

特定非営利活動法人ワークスみらい高知

旭洋造船株式会社
社会福祉法人くだまつ平成会

有限会社末永整骨院

社会福祉法人多度津福祉会

特別養護老人ホーム友愛園

社会福祉法人唐津市社会福祉協議会

ツネイシヒューマンサービス株式会社

徳山医師会病院

唐津市長 坂井 俊之

株式会社豊中クリーン

ドックサービス株式会社

特定非営利活動法人ケアサポートまんねん

一般財団法人日本モーターボート競走会 丸亀支部

株式会社中村造船鉄工所

株式会社フィット

一般財団法人日本モーターボート競走会 徳山支部

株式会社マキタ

公益社団法人日本モーターボート選手会 山口支部

眞鍋造機株式会社

有限会社ハシモト

【福岡県】

KY バスセンター 北パーキング
社会福祉法人玄海町社会福祉協議会

社会福祉法人愛光会

社会福祉法人佐賀春光園

株式会社 i・ライフソリューションズ

就労支援センター天心園

株式会社アイル

水野 貴之

特定非営利活動法人ピースオブマインド・はまゆう

社会福祉法人聖仁会 特別養護老人ホームすみれ園

朝倉市甘木 B&G 海洋センター

特定非営利活動法人みんと

社会福祉法人稗田福祉会

株式会社泰山興業

アサヒプリテック株式会社 福岡営業所

株式会社山真

社会福祉法人ひかり苑

株式会社堤鐵工所

株式会社飯塚メタル

ヤンマー舶用システム株式会社

ひかり保険

東亜工機株式会社

社会福祉法人育心会

社会福祉法人祐正福祉会

合同会社ひだまりねっと

西谷クリニック

社会福祉法人栄光福祉会

NPO 法人ラーフ やまもも

陽だまりの家デイサービスセンター

一般財団法人日本モーターボート競走会 唐津支部
株式会社野口商会

株式会社エフ・ティ・シー通信

一般社団法人楽笑
社会福祉法人ルボア

社会福祉法人ひとつの会
有限会社 FOMAX

特定非営利活動法人のんびらぁと

株式会社エンジンドック
川崎町役場 社会教育課

特定非営利活動法人武闘塾

株式会社北商事

ホームアート

北設備工業株式会社

みやき町役場

有限会社木本設備工業

有限会社吉川造船所

社会福祉法人久英会

特定非営利活動法人アイコン

九郵マリンサポート株式会社

浅川造船株式会社

社会福祉法人山口県コロニー協会

久留米運送株式会社

潮冷熱株式会社

山口市ボランティアグループじゃがいもの会

社会福祉法人恵愛会

渦潮電機株式会社

NPO 法人優喜会

コインランドリーゆーかりの木

うららか福祉サービス株式会社

楊貴妃の里二尊院

光栄テクノシステム株式会社

ヱスケヱ鉄工株式会社

伊藤鉄工造船株式会社

光華株式会社

愛媛車体株式会社

大阪鋼管株式会社

社会福祉法人さつき会 はまゆうワークセンター

F, オートサービス

大島総合サービス株式会社

社会福祉法人松寿会

有限会社勝山商店

株式会社沖新船舶工業

社会福祉法人自立の里

株式会社ガルバ興業

社会福祉法人愛心会

株式会社外港工業

全国労働者共済生活協同組合連合会

株式会社九州スチールセンター

ダイハツディーゼル西日本株式会社

共立工業有限会社
グランドライフあいじゅ新川

障害者支援施設あおばの郷
浅井缶詰株式会社

グループホームあゆの郷
五島運輸株式会社

株式会社鷹取製作所
社会福祉法人多々良福祉会

株式会社栗之浦ドック

井村造船株式会社

社会福祉法人光明会

特別養護老人ホーム おおあさ苑

株式会社佐世保航海測器社

特定非営利活動法人たんがく

社会福祉法人三恵会 介護老人保健施設 希望の館

社会福祉法人カリヨン

特定非営利活動法人佐世保サンライズ

株式会社筑紫工業

社会福祉法人三恵会 総合福祉施設やすらぎの郷

神例造船株式会社

株式会社サセボフーズ & ライフ

社会福祉法人長生会

四国溶材株式会社

社会福祉法人共生会

社会福祉法人三省会

社会福祉法人翼会

株式会社新来島どっく

国民の宿「うみがめ荘」

【長崎県】
株式会社井筒造船所

社会福祉法人豊浦福祉会
社会福祉法人豊北福祉会
【愛媛県】

社会福祉法人美祢市社会福祉協議会
株式会社安川電機
特定非営利活動法人山口ウッドムーンネットワーク

【徳島県】
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社会福祉法人白鳩会

ヤンマーエンジニアリング株式会社

星峰会

社会福祉法人慈愛会

社会福祉法人正栄会 愛泉園デイサービスセンター

有限会社吉岡船舶工業

社会福祉法人聖母会 聖母の丘

島原ドック協業組合

社会福祉法人正栄会 障害者（児）通所施設アリス

渡辺 リカ

第二明星学園

社会福祉法人青山会

社会福祉法人正栄会 特別養護老人ホーム愛泉会

玉名市岱明 B&G 海洋センター

社会福祉法人清潮会

社会福祉法人清風会

社会福祉法人池修会

セレクトショップ・リバティ

社会福祉法人天上会

津奈木町役場

大成建設（株）長崎市新市立病院整備運営事業建設工事

東洋運輸株式会社

【宮崎県】

特定非営利活動法人トカラインターフェイス
社会福祉法人常盤会 障害者複合施設しろやまの風

社会福祉法人明和会

T・S トレーディング株式会社

つばきマリーナ

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会

東部重工業株式会社 佐世保工場

株式会社ハタノ

時津町 B&G 海洋センター

社会福祉法人浜友会

株式会社時津鉄工所

鳥居タバコ店

入交キャピタル株式会社（ボートピア高城）

公益財団法人ネイチャリング財団

特定非営利活動法人心の芽
児玉 憲文

社会福祉法人ひまわり福祉会
社会福祉法人まつの木会 まつの木作業所

長崎掖済会病院

特定非営利活動法人笑福会

リサイクルやまもと

有限会社橋口製作所
社会福祉法人豊生会

長崎県金属工業協同組合

国立療養所 星塚敬愛園

社会福祉法人仁愛会

社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会
長崎杉本工業株式会社

マリックスライン株式会社

神宮ペット

長崎船用品株式会社

丸福建設株式会社

株式会社だいきち

三島村役場 日高 郷士

社会福祉法人たらちね会

社会福祉法人瑞穂会 ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美

社会福祉法人同潤会

特定非営利活動法人アース

株式会社西日本流体技研

社会福祉法人明和会

ドリームワークス

社会福祉法人安岐の郷

一般財団法人日本モーターボート競走会 大村支部

特定非営利活動法人ユーアイ自立支援の会

社会福祉法人日南市社会福祉協議会

株式会社 EC

社会福祉法人のぞみ会

ゆめみらい

日南市役所

社会福祉法人生愛会

野母商船株式会社 青方代理店

有限会社吉徳福祉機器販売

特定非営利活動法人ハートム

社会福祉法人一燈園

株式会社早瀬鉄工所

特定非営利活動法人隣の会

長谷川 紀子

株式会社臼杵造船所 臼杵造船労働組合

株式会社深町組

特定非営利活動法人若あゆ作業所

富士自動販売機 宮崎センター

有限会社エムアールナカオ

株式会社ホーセイ

ホテルメリージュ

杵築市

社会福祉法人ほかにわ共和国

益山商工株式会社

共栄船渠株式会社

北松通運株式会社

株式会社まつの

社会福祉法人共生荘
特定非営利活動法人五蘊の風

有限会社松尾鉄工所

寿工業株式会社

【沖縄県】

【大分県】

社会福祉法人まほろば福祉会
宮崎カーフェリー株式会社

長崎造船株式会社
長崎マリンサービス株式会社

社会福祉法人民生会

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団 知的障害総合福祉施設向陽の里

佐伯市職員労働組合 共済会

郵船商事株式会社
社会福祉法人ゆうわ会

株式会社沖縄機械整備

社会福祉法人宮崎福祉会 救護施設すみよし

佐伯重工業株式会社

養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人沖縄コロニー

ヤンマーエンジニアリング株式会社 日南サービスグループ

下ノ江造船株式会社

有限会社吉井工業

勝連漁業協同組合

NPO 法人ライフカンパニー新富

社会福祉法人翔南会

医療法人和光会 恵寿病院

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会

株式会社スピードネイル九州

株式会社渡辺造船所

シャトレ マイレス

社会福祉法人千寿会

石垣島トータルマリン

障害者就労支援施設エール

社会福祉法人大樹会

【鹿児島県】

障害者就労支援施設イノー

大電工業株式会社

【熊本県】

仁愛療護園

社会福祉法人愛生会

日本文理大学 1 号館

新糸満造船株式会社

財団法人奄美市開発公社

社会福祉法人ひまわり会

株式会社アートプロセス

財団法人総合教育研究所

社会福祉法人奄美市社会福祉協議会

社会福祉法人百徳会 特別養護老人ホーム彦岳の太陽

あさぎり町役場

社会福祉法人中陽福祉会

社会福祉法人宇検村社会福祉協議会

豊後内燃機工業有限会社

株式会社オー・ディー・エー

有限会社津島工業

A"LINE マルエーフェリー株式会社

文理大学 インドア・サバイバルゲームスペース GUN ショップトレマーズ

介護老人保健施設フォレスト熊本

社会福祉法人名護学院 児童サポートセンターカラーズ
社会福祉法人ニライカナイ

有限会社エムアールナカオ

社会福祉法人別福会

社会福祉法人環友會

社会福祉法人社会福祉事業団

本田重工業株式会社

株式会社ネオテック

風の転生 自然癒

増永海運株式会社

社会福祉法人きらきら 就労センターほし
社会福祉法人熊本県コロニー協会

特定非営利活動法人初穂 障害者自立支援センターえむの里

株式会社風の村

株式会社三浦造船所

ケアハウスまほろば

社会福祉法人まつみ福祉会

株式会社叶運輸

社会福祉法人みずほ厚生センター

社会福祉法人寿量会

株式会社ミリオン

協同組織むぎのめ

南日本造船株式会社

障がい者総合支援施設第二明星学園

ヤンマー沖縄株式会社

社会福祉法人クオラ

特定非営利活動法人三保の杜作業所

障がい者総合支援センター心陽

琉球内燃機株式会社

株式会社国料建設

ミヤギ設計室

株式会社城野印刷所

社会福祉法人若竹福祉会

特定非営利活動法人薩摩川内市手をつなぐ育成会

社会福祉法人萌葱の郷 めぶき園

白鷺電気工業株式会社

社会福祉法人若夏会

NPO 法人 JOY HEART

ももたろう

医療法人社団仁誠会

ほかに匿名希望の皆さま 4 件

社会福祉法人暁星会

大和鉄工株式会社

社会福祉法人聖嬰会

寄付パートナー
（50 音順 / 敬称略）

025

寄付者一覧

前田 勝也

住之江 一郎

川本 圭祐

松浦 之子

高畠 輝男

木内 脩岳

青木 覚

松田 芳夫

一般社団法人つちや徳風会

グリーンマウンテン英会話

NPO 法人いこい広場 DANDAN 理事長 中西 和也

ミミコ

特定非営利活動法人東京ソテリア 地域活動支援センターはるえ野

黒い弾丸

石井 伸和

宮武 悟

特別養護老人ホーム栄荘

黒岡 久美子

石戸 研

無料喫煙所ホッとアイランド神田西口店ご利用の皆様

富田 厚司

坂本 浩之

和泉 清矢

株式会社モーターボートヨコハマ

豊福 康之

阪本 寛之

岩本 由里

山崎 美加

中村 英章

沢渡 一登

浦田 和幸

山根 敏子

中元 伊知郎

柴田 直治

株式会社オーテックジャパン

特定非営利活動法人ユーアイ自立支援の会

一般財団法人日本モーターボート競走会 東海支局

島勉

株式会社オーテックジャパン 社員一同

ゆち

野副 伸一

白樫 浩之

オーテックファンの皆様

吉澤 光治

長谷川 隆治

末吉 健一

大輪 明浩

よちょちょ
オンラインリサイクルショップ NAF

鳩野 明子

小野 一郎

hiro

株式会社スクーナ
鈴木 賢一

他に匿名希望 59 名

藤井 英治

鈴木 錦

YUMECHO 2013 ANNUAL REPORT

オンラインリサイクルショップ NAF
河合 裕子

ゆめちょインフォメーション

会 計 報 告
2013 年度「夢の貯金箱」活動にかかる収支報告書
自2013年4月1日

至2014年3月31日

Ⅰ 収入の部

寄付金収入

決算額（単位：円）

内訳と備考

一般寄付

14,871,300

400 件（前年比 +-0 件）

香典寄付

50,000

1 件（前年比− 5 件）

贖罪寄付

4,514,850

24 件（前年比＋ 3 件）

自動販売機寄付

2140台（前年比＋ 519 台）

88,996,794

募金箱寄付

3 件（前年比＋ 3 件）

40,406

当期収入合計（A）

108,468,250

前期繰越収支差額

142,381,904

当期収入合計（B）

250,850,154

Ⅱ 支出の部

決算額（単位：円）

内訳と備考

（一社）こどものホスピスプロジェクト 10,840,000（※）

1. 事業費支出

18,340,000

2. 管理費支出

（特）アジア教育友好協会

3,500,000

（特）ホームホスピス宮崎

2,000,000（※）

（特）老いと病いの文化研究所

2,000,000（※）

32,283

当期支出合計（C）

18,372,283

当期収支差額（A）-（C）

90,095,967

次期繰越額（B）-（C）

232,477,871

※（一社）こどものホスピスプロジェクト、
（特）ホームホスピス宮崎、
（特）老いと病いの文化研究所と協働で実施していた事業は、夢の貯金箱のリニューアルに伴い、事業完了となりました。今後は、
日本財団の他の財源での活動を予定しています。

「夢の貯金箱」寄付金額の推移

寄付金収入の内訳（2013 年）
0.04％

0.04％

募金箱寄付

香典寄付

40.406 円

50.000 円

479,421,147

一般寄付

4億

14.871,300 円

贖罪寄付

4.514.850 円

累計（円）

587,889,397

5億

13.71％

4.16％

寄付金額（円）

6億

合計

1 億 846 万円

82.05％
自動販売機寄付

88.996.794 円

347,389,076

3億
172,236,421
2億
1億
0

175,152,655

132,032,071

108,468,250

63,530,328
2010 年度

2011 年度

2012 年度

2013 年度
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日本財団概要
代

表

者

会長

笹川陽平

所

在

地

〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2
総合案内（コールセンター） Tel.03-6229-5111 Fax.03-6229-5110
公式サイト http://www.nippon-foundation.or.jp

設立年月日

1962 年（昭和 37 年）10 月 1 日
日本財団は、ボートレース事業からの拠出金をもとに、船舶の技術開発や
海上の安全確保、福祉や教育の向上、人道支援や人材育成を通じた国際貢献など、
人々のよりよい暮らしを支える活動を推進しています。

基 本 財 産

288 億円

人 員 構 成

役員 10 名

評議員 8 名

アドバイザリー会議委員 5 名

職員 87 名／平均年齢 39.9 歳

役職名

会長
理事長
常務理事
常務理事
常務理事
常務理事
常務理事
監事（常勤）
監事
監事

笹川
尾形
海野
大野
佐藤
田南
前田
金子
大藪
吉田

氏 名
陽平
武寿
光行
修一
英夫
立也
晃
明
卓也
博

役員

元・日本財団 理事長
元・日本財団 常務理事
元・日本財団 海洋グループ長
元・日本財団 国際部長
元・日本財団 国際協力グループ長
元・日本財団 国際協力グループ長
元・日本財団 経営企画グループ長
元・日本財団 総務グループ長
公認会計士 税理士
税理士
計10名（50音順）

河村 幹夫
下川 のぶ子
田久保 忠衛
千野 境子
波多野 茂丸
皆川 浩二
屋山 太郎
渡部 昇一

評議員

多摩大学 名誉教授
（株）海竜社 代表取締役社長
杏林大学 名誉教授
産経新聞社 客員論説委員
芦屋町長
（一財）日本モーターボート競走会
政治評論家
上智大学 名誉教授

会長

計8名（50音順／敬称略）

杉 良太郎
玉木 研二
角田 克
中瀬 ゆかり
マリ・クリスティーヌ

アドバイザリー会議委員

日・ASEAN 特別大使、日本ベトナム特別大使
毎日新聞 論説室専門編集委員
朝日新聞 文化くらし報道部長
新潮社 出版部部長
異文化コミュニケーター
計5名（50音順／敬称略）
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