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大阪市北区角田町 8 番 47 号

一般財団法人Ｈ２Ｏサンタ

事

業

報

告

2020 年 4 月 1 日から
2021 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、チャリティーに関わ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、神戸阪急本館 9 階、高槻阪急 1 階
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 57 団体をご紹介しました。百貨店にご来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。
■第 12 回 ＮＰＯフェスティバル
・会期：2021 年 2 月 16 日（火）～3 月 1 日（月）〔14 日間〕
・会場：阪急うめだ本店 9 階祝祭広場
・紹介団体数：24 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。2020 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で 7 月の開催を中止。
2021 年 2 月の開催時は感染症拡大防止徹底のため各団体係員による会場での活動紹
介は行なわず、ご来場者には各団体の活動内容のパネル展示と H2O サンタが社会貢
献団体を取材して製作した動画「コロナ禍レポート」によりご紹介しました。また、
リモートで社会貢献団体を支援できる仕組みとして wｅｂを活用した募金受付けや各
団体のチャリティーT シャツの販売を実施しました。会場での募金額も約 12 万円集
まるなど社会的関心の高さを垣間見ることができました。団体の皆様や来場者の方々
からは、継続的な支援に対する感謝のお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 チャリティーオークション
・会期：2021 年 2 月 16 日（火）～3 月 1 日（月）
〔14 日間〕
・会場：阪急うめだ本店 9 階祝祭広場
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し、45

体すべてが落札されました。ご来場による従来の入札方式に加え、全ブライスの web
入札も可能にしたことで、関西圏以外の方々からも広くご参加いただきました。落札
額合計から人形原価を差し引いた 3,007,163 円を、第 12 回ＮＰＯフェスティバル出
展の 24 の社会貢献団体に均等に寄付いたしました。
■RED NOSE DAY（レッドノーズデイ）2020
・会期：2020 年 8 月 7 日（金）
・会場：阪急うめだ本店

9 階阪急うめだホール

例年同日に開催する認定 NPO 法人日本クリニクラウン協会主催の「入院中のこど
もたちに笑顔を届けるチャリティーイベント」を新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、今回は阪急うめだホールから無観客で初のライブ配信を行いました。全国 19
ヵ所・約 80 名の闘病中のこどもたちとオンラインでつながり、クリニクラウン（臨
床道化師）のパフォーマンスをみんなで一緒に楽しみました。正午にはクリニクラウ
ンのシンボルマークである赤い鼻（レッドノーズ）を全員で装着し、笑顔の大切さを
感じ合い、こどもたちに元気をとどけるお手伝いができました。
■ロハスフェスタ万博へ出展
・会期：2020 年 10 月 30 日（土）・11 月１日（日）
〔2 日間〕
・会場：万博記念公園・東の広場
12 万人が来場する関西最大級の野外イベントロハスフェスタ万博に新型コロナウ
イルス感染症拡大防止対策を万全に備えたうえで、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、5 つのこども支援団体の活動内容を伝える
ＮＰＯクイズなどを実施。ＮＰＯクイズには合計 2,000 人以上が参加され、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
2020 年 7 月豪雨災害支援金

寄付先
社会福祉法人
中央共同募金会

寄付額

実施期間

3,171,770 円

7 月 8 日～7 月 21 日

(ｲ)社会貢献団体への寄付
●今期は合計 65 団体に、合計

17,576,708 円の寄付をおこないました

＜ 2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日）＞
支払先
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教育支援)
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）
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）
認定ＮＰＯ法人ジャパンハート(発展途上国へ医師･看護師の派遣などアジアのこどもの医療支援)
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(女性や子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)
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)
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)
認定ＮＰＯ法人ノーベル(訪問型病児保育)
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）
認定ＮＰＯ法人プール・ボランティア(障がい児へ水泳の体験を提供)
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実施)
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）
ＮＰＯ法人アイケア キッズ（i-care kids）京都（医療的なケアを必要とするこどもたちと家族の支援）
ＮＰＯ法人アスロン(発達障がいのこどもたちが対象の運動教室)
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)
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)
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の教育支援)
ＮＰＯ法人オーシャンゲート ジャパン(障がい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)
ＮＰＯ法人ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ（こどもの安全・安心を守る予防教育の推進・啓発)
ＮＰＯ法人子どもセンターぬっく(居場所がないこどもたちの避難ハウスの運営)
ＮＰＯ法人子どもデザイン教室(児童養護施設のこどもを支援)
ＮＰＯ法人コンセント（児童養護施設や被災地における理容支援）
ＮＰＯ法人しぶたね（病気のこどものきょうだい支援)
ＮＰＯ法人ジャーダック（JHD＆C）(頭髪に悩みを抱える子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(視覚障害のこどもの支援)
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）
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法人そらいろプロジェクト京都(障がいを持った子ども達への散髪活動)
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法人つなげる（多胎児家庭（双子、三つ子など）のつながりを支援）
ＮＰＯ法人つなご（居場所がないこどもたちの避難ハウスの運営）
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）
ＮＰＯ法人西淀川子どもセンター(こどもの食事・教育支援)
ＮＰＯ法人日本こども支援協会(里親制度の啓発・里親支援）
ＮＰＯ法人日本サービスドッグ協会(引退補助犬の支援)
ＮＰＯ法人兵庫介助犬協会(介助犬の育成、貸与)
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法人ペッツ・ フォー・ライフ・ジャパン(行き場をなくした動物の里親探し)
ＮＰＯ法人マミー（ＭＡＭＩＥ）（視覚障がい児などの学習支援）
ＮＰＯ法人ラマモンソレイユ（音楽・芸術療法で障がいやつまづきがあるこどもたちを支援）
ＮＰＯ法人レインボーチルドレン(インド・スラムに住むこどもたちの教育支援)
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）
公益財団法人関西盲導犬協会(盲導犬の育成、貸与)
公益財団法人ジョイセフ（世界の妊産婦と女性の命と健康を守る活動）
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)
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）
公益社団法人こどものホスピスプロジェクト(難病のこどもとその家族を支援)
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)
社会福祉法人大阪ボランティア協会
社会福祉法人中央共同募金会
社会福祉法人日本ライトハウス（盲導犬の育成、貸与)
社会福祉法人兵庫盲導犬協会(盲導犬の育成、貸与)
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)
一般社団法人小さないのちのドア（妊産婦や赤ちゃんのいのちを守る活動）
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（こども用車椅子の社会的認知を高める活動）
あかりバンク(病院などへ手作りランプを提供)
日本赤十字社
大阪府健康医療部（新型コロナウイルス対策医療関係者支援）
福岡県保険局医療介護総務課新型コロナウイルス感染症対策本部
人吉市（７月豪雨災害ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ義援金募金）

(単位：円）
寄付額
196,496
100,000
32,466
237,792
360,179
199,997
284,851
121,136
228,355
33,020
264,602
199,959
351,064
382,770
371,152
203,674
52,607
203,497
379,659
365,050
10,918
62,949
102,659
370,328
212,216
200,131
23,828
26,520
279,749
241,127
195,583
226,674
25,399
188,858
239,383
211,397
213,333
102,748
287,644
190,000
100,000
190,000
199,374
205,440
195,792
164,935
10,800
194,223
415,882
185,401
466,582
39,729
50,000
3,484,911
345,347
212,182
190,000
23,939
196,115
4,898
196,209
141,000
2,316,272
58,680
9,227

(ｳ)ボランティアの仲介
ボランティアに興味がある従業員に、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：3 団体
・参加人数

：延べ 118 名

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＞
（2021 年 3 月 31 日現在）
・法人会員…275 法人

413 口（1 口 5 万円）

・個人会員… 58 名

143 口（1 口 5 千円）

■募金箱の設置
（2021 年 3 月 31 日現在）計 205 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）等に募
金箱を設置。
(ｲ)広報活動
■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 7 月、12 月の 2 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。
■動画「コロナ禍レポート」の製作
コロナ禍におけるこども支援の現場を取材し動画にまとめた「コロナ禍レポート」
を製作。こども支援に関わる 37 団体の活動のきっかけや取組み内容、コロナ禍で困
っていること、新しく始めたことなどをインタビュー形式で取材し、5 分程度の動画
にまとめ、新開設のＨ２Ｏサンタ YouTube チャンネル配信やＮＰＯフェスティバル会
場等で放映しました。団体の方々からは感謝のメッセージを数多くいただくととも
に、視聴された方が寄付してくださるなど、意義のあるレポートとなりました。
■Ｅメール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。
■Ｈ２ＯサンタＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの開設（2020 年 11 月）。
■阪急うめだ本店、阪神本店、イズミヤ、阪急オアシス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。

（１） 資金調達の状況
全額自己資金によって運営しています。
（２） 設備投資の状況
設備投資はありませんでした。
（３） 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 14 階Ａ

２．役員に関する事項
（１） 理事及び監事（2021 年 3 月 31 日現在）
役職名

氏

名

鈴木

篤

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役会長

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

克弘

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

理

事

橋本

裕一

阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 代表取締役副社長

理

事

西田

哲也

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 ＣＳＲ推進部 部長

監

事

野村

肇

代表理事
（理事長）

重要な兼職の状況

阪急本店 マーケティング１部

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 財務室長
株式会社阪急アクトフォー 代表取締役社長

（２） 評議員（2021 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 総務室長

〃

高橋

正明

株式会社阪急阪神百貨店

総務室

〃

菅

重明

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

〃

西谷

克也

イズミヤ株式会社 取締役執行役員

〃

松下

直昭

Ｈ２Ｏサンタ社員基金

ＧＭ

総務経理部兼品質保証部 部長
理事長

（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。

ＧＭ

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
りです。

理事及び監事、評議員に記載の通

