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一般財団法人Ｈ２Ｏサンタ

事

業 報 告

2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月 31 日まで
１．当法人の現況に関する事項
（１） 事業の経過及びその成果
当法人の「こども支援をテーマに、地域社会にチャリティーの文化を創造する」という基本
理念の下、次の活動を行いました。
① 社会貢献団体の支援事業
(ｱ) 社会貢献団体と連携した啓発・募金活動
支援を求める社会貢献団体と、チャリティーに少しでも関りたいという一般個人の
方々との橋渡しとして以下の取組みを行いました。
■チャリティーガイド
・会場：阪急うめだ本店 9 階・12 階、神戸阪急、高槻阪急
有意義な活動をされているが、まだ多くの方がご存知でない団体を中心に当年度は
合計 54 団体をご紹介しました。阪急百貨店のお客様に買物がてら立ち寄っていた
だくことで、さまざまな団体の存在を知っていただく良い機会となっています。
■チャリティートークイベント
・会期：毎週土曜日の午後
・会場：阪急うめだ本店 9 階祝祭広場
会場内ステージでＨ２Ｏサンタ係員が社会貢献団体係員にインタビューを行い、活
動現場の生の声をご紹介しながら寄付を募るイベント。今期は合計 35 日、70 回開
催しました。イベントをご覧いただいた方が、ボランティアに参加されたり、寄付
につながったり、一般の方と団体が直接触れ合える良い機会となっています。
■Ｈ２ＯサンタＮＰＯフェスティバル
第 10 回 ・会
・会

期：2019 年 8 月 28 日（水）～9 月 2 日（月）
場：阪急うめだ本店 9 階祝祭広場

・紹介団体数：20 団体
第 11 回 ・会
・会

期：2020 年 2 月 26 日（水）～3 月 2 日（月）
場：阪急うめだ本店 9 階祝祭広場

・紹介団体数：16 団体
社会貢献団体をご紹介し、寄付を募るイベントとして恒例となったＮＰＯフェス
ティバルを開催。会場に社会貢献団体のＰＲブースを設置し団体係員がご来場者に直
接団体の活動内容をご紹介できる場を提供。会場内ステージでの団体ＰＲイベントや
団体関係者による応援パフォーマンスなどを実施。また楽しみながら団体のことを知
っていただくクイズラリーでは参加者が第 10 回、第 11 回の合計で 3,240 名に達する
など好評。ご来場の方々、団体の皆様からは感謝の言葉を多数いただきました。

●世界にひとつだけのブライス
第 11 回ＮＰＯフェスティバルでは、阪急うめだ本店の人気ファッションブランド
の協力により制作された、オリジナル衣装をまとったファッションドール「ブライ
ス」をオークション形式で販売、46 体すべてが落札されました。落札額合計から人
形原価を差し引いた 2,577,032 円を、第 11 回ＮＰＯフェスティバルに出展の 16 の社
会貢献団体に均等に寄付しました。
■Ｈ２Ｏサンタ チャリティー ダンスフェスティバル
第 7 回 ・会期：2019 年 10 月 27 日（日）
・会場：阪急うめだ本店 9 階阪急うめだホール
ダンスのステージを楽しみながら、チャリティーに参加できる人気イベント。今年
度は入場者･出演者合わせて 669 名にご参加いただきました。募金と入場料（税抜）
の全額 630,728 円を、認定ＮＰＯ法人児童虐待防止協会、ＮＰＯ法人ＣＡＰセンター
ジャパン、ＮＰＯ法人つなご、ＮＰＯ法人子どもセンターぬっくに寄付しました。
■Ｈ２Ｏサンタ チャリティーコンサート
第 2 回 ・会期：2019 年 10 月 19 日（土）
・会場：阪急うめだ本店 9 階阪急うめだホール
10 月の里親月間に合わせて、様々な事情で親と暮らせないこどもたちを支援する
ためのチャリティーコンサートを開催。専門学校ＥＳＰエンタテイメント大阪や大阪
府立桜塚高等学校軽音楽部の生徒による生演奏や玉田ピアノ音楽教室のこどもたちに
よるコーラス披露を行いました。出演者、来場者合わせて 312 人にご参加いただき、
募金と入場料（税抜）全額 303,940 円を公益社団法人家庭養護促進協会 大阪事務
所、ＮＰＯ法人日本こども支援協会、ＮＰＯ法人子どもデザイン教室に寄付しまし
た。
■ロハスフェスタ万博へ出展
出展日：2019 年 4 月 27 日（土）
・28 日（日）
2019 年 11 月 16 日（土）
・17 日（日）
会 場：万博記念公園・東の広場
ロハスフェスタにブース出展。
“たのしい、かんたん。チャリティーパーク”をテ
ーマに、社会貢献団体の活動内容を伝えるＮＰＯクイズやチャリティー缶バッジ作り
などを実施。ＮＰＯクイズには合計 5,123 人が参加され、ＮＰＯの認知向上につなが
りました。
■災害被災地支援
Ｈ２Ｏリテイリンググループ企業の各施設において災害募金を行いました。
お客様からの募金にＨ２Ｏリテイリンググループ各社および従業員からの寄付金を加
えた合計金額を寄付いたしました。
募金名
「2019 年台風 19 号災害」支援金

寄付先
中央共同募金会

寄付額
4,761,276 円

実施期間
10 月 15 日～10 月 31 日

(ｲ)社会貢献団体への寄付
●今期は合計 60 団体に、合計 18,992,739 円の寄付を行いました。
＜寄付明細（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）＞
（単位：円）
寄付先
認定ＮＰＯ法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会（フィリピンのこどもの就学支援）
認定ＮＰＯ法人アニマルレフュージ関西（行き場をなくした犬猫の里親探し）

寄付額
82,833
50,540

認定ＮＰＯ法人児童虐待防止協会（児童虐待防止のための活動）

264,040

認定ＮＰＯ法人ジャパンハート（発展途上国への医師・看護士の派遣などアジアのこどもの医療支援）

190,234

認定ＮＰＯ法人女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ（女性やこどもの人権の擁護や福祉の増進事業）
認定ＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス（アフリカの元こども兵の社会復帰支援）

79,579
96,993

認定ＮＰＯ法人日本クリニクラウン協会（長期入院生活を送るこどもたちの支援）

749,079

認定ＮＰＯ法人日本レスキュー協会（災害救助犬の育成と派遣）

460,453

認定ＮＰＯ法人ノーベル（訪問型病児保育）

74,931

認定ＮＰＯ法人ふぁそらぼ（FaSoLabo）京都（食物アレルギーのあるこどもと家族の支援）

289,340

認定ＮＰＯ法人プール・ボランティア（障害児へ水泳の体験を提供）

309,412

認定ＮＰＯ法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン（こどもたちの健康改善のために保健衛生教育を実施）
認定ＮＰＯ法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン（ボルネオの森林・動物保護）

89,366
179,195

認定ＮＰＯ法人メリーミーズ（児童養護施設を出たこどもたちの支援）

71,874

ＮＰＯ法人アイケアキッズ京都（i-care kids)（医療的ケアが必要なこどもたちと家族の支援）

47,258

ＮＰＯ法人アスロン（発達障害のこどもたちが対象の運動教室）

79,686

ＮＰＯ法人あっとオーティズム（自閉症の理解促進のための啓発活動）

92,396

ＮＰＯ法人あっとすくーる（ひとり親家庭のこどもたちの学習支援）

290,422

ＮＰＯ法人おおさかこども多文化センター（外国にルーツを持つこどもたちへの教育支援）

267,742

ＮＰＯ法人オーシャンゲート ジャパン（障害児も楽しめるダイビング体験の提供）
ＮＰＯ法人関西こども文化協会（10代のこどもたちのコミュニティスペースの提供）

92,953
83,220

ＮＰＯ法人ＣＡＰセンター・ジャパン（こどもの安全・安心を守る予防教育の推進・啓発）

455,200

ＮＰＯ法人子どもセンター ぬっく（居場所がない少女のための避難ハウス運営）

452,322

ＮＰＯ法人子どもデザイン教室（児童養護施設や里親宅のこどもを支援）

383,982

ＮＰＯ法人コンセント（児童養護施設や被災地における理美容支援）
ＮＰＯ法人しぶたね（病気のこどものきょうだい支援）

58,815
34,447

ＮＰＯ法人ＪＨＤ＆Ｃ（ジャーダック）（頭髪に悩みを抱えるこどもたちへウィッグを提供）
ＮＰＯ法人弱視の子どもたちに絵本を（視覚障害のこどもたちの支援）

146,677
2,224,972

ＮＰＯ法人性暴力被害者支援センター・ひょうご（性暴力被害にあわれた方への支援）

375,411

ＮＰＯ法人そらいろプロジェクト京都（障害を持ったこどもたちへの散髪活動）

119,282

ＮＰＯ法人タイ国学生日本語教育環境支援プロジェクト（タイ国アカ族の教育支援）
ＮＰＯ法人チャイルド・ケモ・ハウス（小児がんや難病のこどもの家族滞在型療養施設の運営）
ＮＰＯ法人つなご（居場所がない少女のための避難ハウス運営）
ＮＰＯ法人西成チャイルド・ケア・センター（こども食堂を通じた地域のつながり作り）

75,046
68,624
454,735
65,240

ＮＰＯ法人西淀川子どもセンター（こどもの食事・教育支援）

112,431

ＮＰＯ法人日本こども支援協会（里親制度の啓発）

419,951

ＮＰＯ法人日本サービスドッグ協会（引退補助犬の支援）

588,480

ＮＰＯ法人兵庫介助犬協会（介助犬の育成、無償貸与）

498,170

ＮＰＯ法人兵庫県子ども文化振興協会（長期入院生活を送るこどもたちの支援）
ＮＰＯ法人全国不登校新聞社（不登校が問題にならない社会づくり）
ＮＰＯ法人ペッツ・フォー・ライフ・ジャパン（行き場を失った動物の保護と動物愛護の啓発活動）
ＮＰＯ法人マミー（ＭＡＭＩＥ）（聴覚障害児などの学習支援）
ＮＰＯ法人ラマモンソレイユ（発達につまづきがあるこどもたちの支援）
ＮＰＯ法人レインボーチルドレン（Rainbow Children Japan）（インド・スラムに住むこどもたちの教育支援）
あかりバンク（病院などへ手作りランプを提供）

70,812
64,989
289,953
90,425
66,832
138,058
23,683

公益財団法人梅ヶ枝中央きずな基金（ひとり親家庭のこどもたちの支援）

22,219

公益財団法人関西盲導犬協会（盲導犬の育成、無償貸与）

348,004

公益財団法人ジョイセフ（女性のいのちと健康を守るために活動）

552,600

公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（世界最大規模の自然環境保護団体）

61,304

公益財団法人民際センター（アジアの貧困地域のこどもの教育支援）

23,741

公益社団法人アジア協会アジア友の会（きれいな水がないアジア地域へ井戸を提供）
公益社団法人家庭養護促進協会 大阪事務所（里親・養親家庭をさがす活動）
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（飢餓、紛争、災害からこどもを守る支援）
社会福祉法人中央共同募金会（2019年台風19号災害被災地支援）

82,007
487,516
60,000
4,761,276

社会福祉法人日本ライトハウス（盲導犬の育成、無償貸与）

270,277

社会福祉法人兵庫盲導犬協会（盲導犬の育成、無償貸与）

665,200

社会福祉法人大阪ボランティア協会（ボランティア、ＮＰＯ、企業市民活動を支える活動）

50,000

一般財団法人日本ドリームボード財団（こどもたちの夢を見つけ出す取組み）

15,436

一般社団法人ニュールック（new-look）（高校を中退した若者の支援）
一般社団法人ミナファミリー（こども用車いすの社会的認知を高める活動）
合計

83,237
289,839
18,992,739

●今期は大阪府下の社会福祉施設（児童養護施設、乳児院等）にハンドソープ 4,000
本、ミネラルウォーター12,000 本など、物品による寄付を行いました。
(ｳ) ボランティアの仲介
ボランティアをしたい従業員、モノによる寄付実施を希望する賛助会員企業へ社会
貢献団体をマッチングする取組みを行いました。
■個人ボランティア
・ボランティア訪問先：7 団体
・参加人数：54 名
■賛助会員企業の活動
・支援先社会貢献団体：5 団体
・活動賛助会員数：5 法人

② その他の事業
(ｱ)当法人の活動を安定的に維持、継続するための経済的支援を広く募るための活動
■賛助会員制度
＜賛助会員 年会費＞
（2020 年 3 月 31 日現在）
・法人会員…314 法人 458 口（1 口 5 万円）
・個人会員… 52 名

121 口（1 口 5 千円）

■募金箱の設置
（2020 年 3 月 31 日現在）計 224 個
阪急・阪神百貨店本支店、スーパー一部店舗（イズミヤ・阪急オアシス）等の店頭
に募金箱を設置。
(ｲ)広報活動
■Ｈ２Ｏサンタ年次報告会の実施
会期：2019 年 6 月 27 日（木）
会場：阪急うめだ本店９階阪急うめだホール
賛助会員への年間の活動報告を目的として実施。来場者 58 名。
■Ｈ２Ｏサンタ年次報告書の発行
年間の活動報告を目的とした報告書を発行し、賛助会員へ送付しました。
■Ｈ２Ｏサンタチャリティー活動報告の発行
活動報告を目的とした小冊子を 5 月、9 月、1 月の 3 回作成し、賛助会員に送付し
ました。また、阪急・阪神百貨店本支店、スーパー一部店舗（イズミヤ・阪急オアシ
ス）で配布しました。
■Ｈ２ＯサンタＮＥＷＳの配信
活動報告と活動予定のお知らせを目的としたＥメール「Ｈ２ＯサンタＮＥＷＳ」を
賛助会員と希望者に、毎月月末に配信しています。
■ＳＮＳを通じた情報発信として Facebook を活用。
■阪急電車・阪神電車「ＳＤＧｓトレイン ゆめ・まち号」へＨ２Ｏサンタの取組みを
お伝えするポスターを掲載
■阪急オアシス 47 店舗のデジタルサイネージでＨ２Ｏサンタの活動紹介動画を放映
■公立高等学校で進路選択学習の一環として企業の社会貢献活動の出張講義を実施

（２） 資金調達の状況
全額自己資金によって運営しています。
（３） 設備投資の状況
設備投資はありませんでした。
（４） 事務所の状況
名称

所在地

事務局

大阪市北区角田町 8－47 阪急グランドビル 15 階

２．役員に関する事項
（１） 理事及び監事（2020 年 3 月 31 日現在）
役職名
代表理事

氏

名

重要な兼職の状況

椙岡 俊一

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 特別顧問

常務理事

内山 啓治

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 顧問

理

事

林

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 代表取締役副社長

理

事

宮武 昭宏

株式会社阪急阪神百貨店 阪急本店 マーケティング１部 ＧＭ

理

事

橋本 裕一

株式会社阪急デザインシステムズ 社長

監

事

野村

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 財務室長

（理事長）

克弘

肇

（２） 評議員（2020 年 3 月 31 日現在）
役職名

氏名

重要な兼職の状況

評 議 員

中谷 敏昭

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 総務人事室長

〃

高橋 正明

株式会社阪急阪神百貨店 総務室 ＧＭ

〃

菅

株式会社阪急阪神百貨店 阪急本店 販売促進部 ＧＭ

〃

坂上 準

株式会社阪急オアシス 総務経理部

〃

西谷 克也

イズミヤ株式会社 人事総務部 総務担当部長

〃

松下 直昭

Ｈ２Ｏサンタ社員基金 理事長

重明

（３） 役員等の報酬等
理事、監事、評議員のいずれも無報酬となっています。

３．業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）
(1)内部統制の基本方針の策定
当法人は、業務の適正かつ効率的な運営を図るため、2015 年 11 月開催の理事会において、次
のとおり内部統制の基本方針を定めました。
① 経営に関する管理体制
（ｱ）理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・定款、評議員会の
決議に従い、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監
督する。
（ｲ）理事会及び評議員会の役割、権限及び体制を明確にし、適切な理事会及び評議員会運
営を行う。
（ｳ）業務を執行する理事等で組織する企画委員会を随時開催し、業務執行上における重要
事項について機動的、多面的に審議する。
（ｴ）決裁規程に基づき、理事の担当業務を明確化し、決裁権限を明確にする。
（ｵ）評議員会、理事会、経営会議等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報
については、定款及び規程に基づき、適切に作成、保存及び管理する。
② リスク管理に関する体制
（ｱ）リスク管理に関し、体制及び規程を整備する。
（ｲ）個人情報保護に関する規程に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。
（ｳ）事業活動に関するリスクについては、法令やリスク管理規程等に基づき、職務執行部
署が自律的に管理することを基本とする。
（ｴ）当法人の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、業務執行理
事は必要に応じて対策等の必要な事項を決定する。
③ コンプライアンスに関する管理体制
(ｱ)当法人の役職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、不正防止等に関
わる役職員への教育及び啓発活動を継続して実施、周知徹底を図る。
(ｲ)Ｈ２Ｏリテイリンググループの内部通報制度に参加し、不正の未然防止を図るとともに、
速やかな調査と是正を行う体制を推進する。コンプライアンスに関する相談又は違反に
係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱いは行わない。
④ 監査環境の整備
(ｱ)監事は、理事会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を通して、
理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。
(ｲ)理事又は職員等は、当法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、定款その
他の規程等に反する行為等を発見したときは、直ちに他の理事及び監事に報告する。
(ｳ)理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかに
これに応じる。
(2)当期における内部統制システムの運用状況の概況
① Ｈ２Ｏリテイリンググループのグループコンプライアンス連絡会に参加し、リスク管理等の
施策や情報を共有しています。
② 2015 年 11 月開催の理事会におきまして、決裁規程、リスク管理規程その他所要の規程を制
定し、当該規程に従い適正に業務を行っています。

事業報告の附属明細書

当法人の役員と、他の法人等の理事等との重要な兼職の状況
重要な兼職の状況は、事業報告２．役員等に関する事項 理事及び監事、評議員に記載の通
りです。

