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都道府県別HFV普及状況

全国合計普及台数

708台

※地方自治法　第155条第１項の地方区分による※地方自治法　第155条第１項の地方区分による
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認定NPO法人 ハートフル福祉募金への寄付について認定NPO法人 ハートフル福祉募金への寄付について
ハートフル福祉募金の趣旨をご理解いただき活動にご支援・ご協力をいただきますよう、なに
とぞお願い申しあげます。下記口座をご利用願います。

【郵便局からお振込】
　・振替口座　02240-5-141093
　・加入者名　ハートフル福祉募金

【銀行からお振込】みずほ銀行　仙台支店
　・店番　723　　・口座　普通預金
　・口座番号　4391199
　・名義　特定非営利活動法人ハートフル福祉募金

お客様は自販機を設置いただき、売上金の一部を自動的にご寄付
いただくことにご承認を頂きます。
「ハートフルベンダー」を設置いただくと
１．自動販売機に募金の趣旨を明示します。
２．認定NPO法人ハートフル福祉募金のホームページで協賛企業を掲示します。
３．毎月のご寄付を頂いた金額明細をご報告いたします。

■ 法人が支出した寄附金の損金算入
　認定NPO法人に対する寄附金のうち所得税は、特定寄附
金として、一定の金額を所得控除でき、法人税としては、一
般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限
度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入となります。
　特別損金算入限度額は次の算式で計算します。
①特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない
金額が損金に算入されます。
⑴特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
⑵特別損金算入限度額

②認定NPO法人等に対する寄附金
認定NPO法人等に対する寄附金（指定寄附金に該当する
ものを除きます。）は、①の寄附金に含めて損金参入額を計
算します。

■ 個人が支出した寄附金の控除
　認定NPO法人に対する寄附金は、特定非営利活動法人の
うち一定の要件を満たすものとして認められたもの（認定
NPO法人）に対する寄附金（その寄附をした人に特別の利益
が及ぶものを除きます。）で、特定非営利活動に係る事業に関
連するものとなります。
　認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

「ハートフルベンダー」の設置先を求めています。「ハートフルベンダー」の設置先を求めています。

認定NPO法人への寄附には、税制上の優遇措置があります。認定NPO法人への寄附には、税制上の優遇措置があります。

※国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人に対し、認定の有効期間
内に支出する寄附金について適用されます。

資本金等の額 所得の金額× × ×＋当期の月数
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◎100円未満の
　端数切捨て

あけましておめでとうございます。
　今年は寅年で、寅年は物事の成長や始まりの年と言われており、また“虎視眈眈”と言う四字熟語があり、
ちょっとした隙があれば見逃さずに付け入ろうとしているというふうに、よくない意味に表されていますが、易経
ではこの卦は吉の印とされています。これは万民に仁政をもたらすために有為な人材を、獲物を狙う虎のように索
（もと）め続けることなので積極的な良い意味に用いられていたのです。そういう意味ではハートフル福祉募金は社
会課題に少しでも解決の一助になればと言う考えを持ち、飲料メーカー様、自販機設置先様、オペレーター各社様
のご理解とご協力を得て事業を続けて参りました。
　また福祉事業部もコロナウイルスが蔓延する中で安全に安心して活動
できるよう配慮して事業を行い着実に実績を積み重ねております。
　寅年はどれに対しても芽吹いたも
のが成長すると言われております。
　ハートフル福祉募金は虎視眈眈と
社会課題解決の一助になる認定NPO
団体として活動して参ります。本年も
どうぞ宜しくお願い致します。
　皆様の温かいご支援とご協力をお
願いして新年のご挨拶といたします。

100台以上
51～100台
31～  50台
11～  30台
1～  10台
未設置

設置台数

0120-821-373
https://www.hfv-bokin.jp/●HPもご覧下さい

認定　特定非営利活動法人

ハートフル福祉募金
東日本本部：宮城県仙台市太白区郡山八丁目２ -28

理事長　佐藤　隆雄
認定 特定非営利活動法人ハートフル福祉募金

新年のご挨拶

※国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人
に対し、認定の有効期間内に支出する寄附
金について適用されます。



令和３年11月度  募金金額ランキング 単位／円

募金ボタン、メーカー、設置者寄付合計ランキング 募金ボタンを押して寄付していただいたランキング

募金・寄付金合計……… 954,332円

募金合計……………………132,990円

順　位 ロケ先名称 都道府県 ＳＰ名称 募金+寄付金額

１ テクノメタル 福島県 1階　食堂側 35,563

２ 道と川の駅花ロードえにわ 北海道 店頭 17,051
３ 筑豊福祉会　第二長寿園 福岡県 屋内 15,946
４ 全星薬品工業 大阪府 和泉工場、岸和田工場 14,946
５ 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 13,979
６ 一如社 東京都 真如苑　応現院 13,717
７ 富士急ハイランド 山梨県 ジェットコースター自販機コーナー 11,690
８ ナガノインテリア工業 福岡県 休憩室 10,602
９ 山梨学院大学 山梨県 学内 A 9,309
10 聖隷三方原病院 静岡県 １階　自販機コーナー 9,104
11 ジョブサポートみろく 福岡県 屋内 8,793
12 パチンコ ブリッジ（RAMO） 東京都 1階　通路 8,520
13 富士病院 静岡県 正面玄関 7,742
14 和歌山県立医科大学付属病院 和歌山県 ６階ディールーム 6,821
15 新宿中央公園 東京都 北ビートオープトイレ横 6,694
16 青葉学園札幌青葉鍼灸兎柔整専門学校 北海道 １階エントランス 6,624
17 山梨学院大学 山梨県 学内 B 5,764
18 ＤＥＫＫＹ４０１ 新潟県 地下　１階 5,484
19 ハヤシ介護研修センター 奈良県 玄関 5,376
20 近江町いちば館管理組合 石川県 １階　通路 5,305
21 サンマルクホールディングス 岡山県 通路 5,253
22 松阪市共同募金委員会 三重県 松阪市社会福祉会館内 5,165
23 岡谷鋼機 愛知県 １階　通路 5,048
24 フクイモール 福井県 ハートフル 4,882
25 障害福祉サービス事業宏栄セルプ 北海道 1階　作業場内 4,855
26 新宮町社会福祉センター 福岡県 屋内 4,854
27 東中富児童館　老人憩いの家 徳島県 屋外 4,842
28 小樽市立病院 北海道 3階　自販機コーナー 4,752
29 大任町役場 福岡県 屋外 4,418
30 山梨市社会福祉協議会 山梨県 屋内 4,331
31 結の里 宮城県 玄関前 4,326
32 新宮町社会福祉センター 福岡県 屋外 4,280
33 大山ガーデンプレイス 鳥取県 トイレ前 4,060
34 積水ハウス東北工場 宮城県 2階　事務所内 4,020
35 ワークセンター・やまびこ 北海道 施設内 3,918
36 カプコン 東京都 48階 3,884
37 新潟県庁　警察庁舎 新潟県 施設内 3,809
38 青雲塾 福岡県 屋内 3,764
39 福智町社福祉協議会 福岡県 屋内 3,752
40 ケアホーム西友 福岡県 屋内 3,742
41 ホーチキ 宮城県 ２階　食堂 3,707
42 軽井沢･ショッピングプラザニューウェスト 長野県 通路 3,704
43 岡谷不動産 愛知県 東海ビルディング内 3,678
44 ケー・アール・ジー 山梨県 売店横 3,547
45 東員町共同募金委員会 三重県 ハートフル 3,499
46 名取市文化会館 宮城県 屋内 3,482
47 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 3,410
48 山梨市万力公園 山梨県 ハートフル 3,384
49 阿波銀行本店 徳島県 屋内 3,347
50 美々川デイセンター分場エコ 北海道 1階　外 3,307
51 岐阜県福祉農業会館 岐阜県 会館内 3,238
52 富士通コンポーネント 長野県 通路 3,196
53 宮城県川崎町役場 宮城県 事務所横 3,140
54 シンクロン鶴岡 山形県 休憩室 3,092
55 十六沼公園　子供広場 福島県 広場西側 右側 3,067
56 和宗総本山四天王寺 大阪府 本社 3,063
57 宮崎富士通 宮崎県 屋内 2,996
58 富士通コンポーネント 長野県 4階　通路 2,988
59 天然温泉 日王の湯 福岡県 屋内 2,974
60 エヌ・ワイ・ケー 埼玉県 休憩室 2,971
61 ハートフルみくも　スポーツ文化センター 三重県 屋内 2,967
62 丸森町社会福祉協議会 宮城県 東入口 2,962
63 東芝テック株式会社　関西支店 大阪府 7階　事務所内 2,948

順　位 ロケ先名称 都道府県 ＳＰ名称 募金金額

１
道と川の駅

花ロードえにわ 北海道 店頭 13,790

２ 一如社 東京都 真如苑　応現院 4,570
３ ＤＥＫＫＹ４０１ 新潟県 地下　１階 3,930
４ 新宿中央公園 東京都 北ビートオープトイレ横 3,570
５ 富士急ハイランド 山梨県 ジェットコースター自販機コーナー 3,050
６ 富士病院 静岡県 正面玄関 2,430
７ 近江町いちば館管理組合 石川県 １階　通路 2,300
８ 美々川デイセンター分場エコ 北海道 １階　外 1,910
９ 宮城県川崎町役場 宮城県 事務所横 1,640
10 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 1,440
11 山梨市万力公園 山梨県 ハートフル 1,370
12 下野市社会福祉協議会 栃木県 ゆうゆう館 1,340
13 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 1,250
14 ワークセンター・やまびこ 北海道 施設内 1,180
15 サンマルクホールディングス 岡山県 通路 1,170
16 遠藤興業 宮城県 事務所前 1,160
17 和楽会　赤坂クリニック 東京都 ６階　EVホール 1,140
18 聖隷三方原病院ハートフル 静岡県 自販機コーナー 1,070
19 紀ノ国屋本店 香川県 ハートフル 910
20 セルコホーム株式会社 宮城県 歩道脇 900
21 坂本 九 記念館 北海道 外側 900
22 仙台市福祉プラザ 宮城県 １階 入口横 890
23 新潟日報社 新潟県 18階　自販機コーナー 880
24 宇治市総合福祉会館 京都府 玄関　右側 860
25 日本筋ジストロフィー協会 東京都 ７階　通路 860
26 気仙沼商会 宮城県 事務所前 850
27 ウィング・ウィング高岡 富山県 ハートフル 790
28 仙台ローズガーデン 宮城県 店頭 790
29 東北大蔵電気 宮城県 ３階 780
30 気仙沼市社会福祉協議会本吉支所 宮城県 ハートフル 740
31 柴田不動産 宮城県 事務所前 720
32 四天王寺病院 大阪府 １階　奥自販機コーナー 720
33 山梨学院大学 山梨県 学内 A 700
34 須坂市社会福祉協議会 長野県 事務所 700

認定　特定非営利活動法人ハートフル福祉募金実績報告書（速報） 単位／円

普及都道府県
期末稼働台数

直接募金（募金ボタン）
設置者寄付金
メーカー協賛金
その他寄付金
合計

令和３年度実績 本年度累計速報

R２.11（実績）

42都道府県

753台

117,870

649,130

214,325

0

981,325

R３.11（実績）

42都道府県

708台

132,990

618,430

202,912

0

954,332

（R３.４～R３.11）

42都道府県

708台

1,039,240

5,253,791

1,734,107

0

8,027,138

　謹んで新春の祝詞を申し上げます。
　平素は当協会事業に対しご理解とご協力を賜り厚くお礼を
申し上げます。
　当協会は一昨年前より、認定NPO法人ハートフル福祉募金
様と協働し、強化事業の一環として「デフ日本代表候補合宿」
を、また普及事業の一環として「聴覚障害のある児童に向けた
活動」をそれぞれ実施して参りました。
　聴覚障害のある児童向けの活動として予定しておりました
「オリンピック観戦」は残念ながら叶いませんでしたが、デフ
サッカー教室の定期開催という新たな取り組みが出来たこと
は大変喜ばしい限りですし、令和3年度末時点で全10回開催
累計100名以上の児童が参加する全国的に見ても稀な活動と
なっております。
　デフ日本代表候補合宿においては、本年度中に男子サッカー
１回、女子フットサル２回とそれぞれ実施し、また来年３月には
男子フットサルが控えているなど、ご招致くださいました宮城

代表理事　野呂　　啓
一般社団法人日本ろう者サッカー協会

新年のご挨拶

県東松島市様には大変良い関係性をいただいております。
　当協会としましても、SDGsの観点からも地域との連携を深
めたこうした取り組みは、共生社会の実現のためにもとても重
要な取り組みであると認識していますので、認定NPO法人
ハートフル福祉募金様との連携も更に強化し新たな可能性を共
に探りより良い関係性を築いていきたいと願っております。
　今年2022年は、アジア大会及びデフリンピックが、そし
て翌年2023年にもデフサッカー及びデフフットサルの世界
選手権大会がそれぞれ予定されております。
　これまで以上に地域関係機関の皆様との連携を密にしなが
ら、国内におけるデフサッカー及びデフフットサルに関わるす
べての選手にとってよりよい環境づくりを目指し、当協会一丸
となって鋭意努力して参りますので、今後とも引き続きのご理
解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和４年元旦

　皆さま健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　福祉事業部を立ち上げてから1年が経ちました。当初は新
型コロナウィルスの影響下でマスク等の配布事業等が主とな
りましたが、2021年度は社会課題により近く寄り添った活
動を行うことが出来ました。
【コロナ禍で離職危機にある女性支援】パブリックリソース財団助成
　コロナ禍で困難な状況にある女性たちへの資格取得と就労
支援事業を行いました。障害がある女性が3割、外国籍、シ
ングルマザーなど多様性ある支援現場となりました。互いが
認め合い切磋琢磨して資格取得へ進む姿はとても美しくあり
ました。
【デフスポーツフェスティバルin宮城】ノエビアグリーン財団助成
　11月に東北初のデフスポーツフェスティバルを開催しまし
た。参加児童30名の他、ボランティアとして県内の聴覚障が
いがある大学生が運営に参加しました。全国からフットサル・
バスケットボール・ダンスの講師を招き子どもたちは普段触れ
る事のないデフアスリートたちとの交流を満喫していました。
　こちらの企画は大阪のNPO法人silentvoice様と協働する
ことで、事前オンラインワークショップ等の仕掛けがあり、
参加児童は当日参加前から楽しむことができました。

オフィサー　松原利江子

認定特定非営利活動法人ハートフル福祉募金
福祉事業部

新年のご挨拶

【デフサッカー教室】みやぎ生協福祉活動助成
　デフサッカー教室開催を全5回開催中です。前年度から継
続した活動であり子どもたちの上達には目を見張るものがあ
り嬉しい限りです。スポーツを通し夢を育む活動です。
【（一社）日本ろう者サッカー協会への支援】
　（一社）日本ろう者サッカー協会デフサッカー・デフフット
サル日本代表合宿への支援等を一昨年より継続して行ってお
ります。2021年度は３回の日本代表合宿を宮城県東松島市
で開催しました。行政とスポーツ団体と連携を取り相乗効果
を得る事はSDGsの実践であり今後関係性を強化し共に実の
ある活動となるよう支援していきたいと考えております。
　2022年度は関係各所との連携を更に強化し、社会課題の
現場目線に立った活動を継続していきたいと存じます。
　寅年という事もありチャレンジ精神を持ち、前進してく所
存です。
　引き続き何卒ご支援とお見守りをよろしくお願い申し上げ
ます。

令和４年元旦



令和３年11月度  募金金額ランキング 単位／円

募金ボタン、メーカー、設置者寄付合計ランキング 募金ボタンを押して寄付していただいたランキング

募金・寄付金合計……… 954,332円

募金合計……………………132,990円

順　位 ロケ先名称 都道府県 ＳＰ名称 募金+寄付金額

１ テクノメタル 福島県 1階　食堂側 35,563

２ 道と川の駅花ロードえにわ 北海道 店頭 17,051
３ 筑豊福祉会　第二長寿園 福岡県 屋内 15,946
４ 全星薬品工業 大阪府 和泉工場、岸和田工場 14,946
５ 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 13,979
６ 一如社 東京都 真如苑　応現院 13,717
７ 富士急ハイランド 山梨県 ジェットコースター自販機コーナー 11,690
８ ナガノインテリア工業 福岡県 休憩室 10,602
９ 山梨学院大学 山梨県 学内 A 9,309
10 聖隷三方原病院 静岡県 １階　自販機コーナー 9,104
11 ジョブサポートみろく 福岡県 屋内 8,793
12 パチンコ ブリッジ（RAMO） 東京都 1階　通路 8,520
13 富士病院 静岡県 正面玄関 7,742
14 和歌山県立医科大学付属病院 和歌山県 ６階ディールーム 6,821
15 新宿中央公園 東京都 北ビートオープトイレ横 6,694
16 青葉学園札幌青葉鍼灸兎柔整専門学校 北海道 １階エントランス 6,624
17 山梨学院大学 山梨県 学内 B 5,764
18 ＤＥＫＫＹ４０１ 新潟県 地下　１階 5,484
19 ハヤシ介護研修センター 奈良県 玄関 5,376
20 近江町いちば館管理組合 石川県 １階　通路 5,305
21 サンマルクホールディングス 岡山県 通路 5,253
22 松阪市共同募金委員会 三重県 松阪市社会福祉会館内 5,165
23 岡谷鋼機 愛知県 １階　通路 5,048
24 フクイモール 福井県 ハートフル 4,882
25 障害福祉サービス事業宏栄セルプ 北海道 1階　作業場内 4,855
26 新宮町社会福祉センター 福岡県 屋内 4,854
27 東中富児童館　老人憩いの家 徳島県 屋外 4,842
28 小樽市立病院 北海道 3階　自販機コーナー 4,752
29 大任町役場 福岡県 屋外 4,418
30 山梨市社会福祉協議会 山梨県 屋内 4,331
31 結の里 宮城県 玄関前 4,326
32 新宮町社会福祉センター 福岡県 屋外 4,280
33 大山ガーデンプレイス 鳥取県 トイレ前 4,060
34 積水ハウス東北工場 宮城県 2階　事務所内 4,020
35 ワークセンター・やまびこ 北海道 施設内 3,918
36 カプコン 東京都 48階 3,884
37 新潟県庁　警察庁舎 新潟県 施設内 3,809
38 青雲塾 福岡県 屋内 3,764
39 福智町社福祉協議会 福岡県 屋内 3,752
40 ケアホーム西友 福岡県 屋内 3,742
41 ホーチキ 宮城県 ２階　食堂 3,707
42 軽井沢･ショッピングプラザニューウェスト 長野県 通路 3,704
43 岡谷不動産 愛知県 東海ビルディング内 3,678
44 ケー・アール・ジー 山梨県 売店横 3,547
45 東員町共同募金委員会 三重県 ハートフル 3,499
46 名取市文化会館 宮城県 屋内 3,482
47 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 3,410
48 山梨市万力公園 山梨県 ハートフル 3,384
49 阿波銀行本店 徳島県 屋内 3,347
50 美々川デイセンター分場エコ 北海道 1階　外 3,307
51 岐阜県福祉農業会館 岐阜県 会館内 3,238
52 富士通コンポーネント 長野県 通路 3,196
53 宮城県川崎町役場 宮城県 事務所横 3,140
54 シンクロン鶴岡 山形県 休憩室 3,092
55 十六沼公園　子供広場 福島県 広場西側 右側 3,067
56 和宗総本山四天王寺 大阪府 本社 3,063
57 宮崎富士通 宮崎県 屋内 2,996
58 富士通コンポーネント 長野県 4階　通路 2,988
59 天然温泉 日王の湯 福岡県 屋内 2,974
60 エヌ・ワイ・ケー 埼玉県 休憩室 2,971
61 ハートフルみくも　スポーツ文化センター 三重県 屋内 2,967
62 丸森町社会福祉協議会 宮城県 東入口 2,962
63 東芝テック株式会社　関西支店 大阪府 7階　事務所内 2,948

順　位 ロケ先名称 都道府県 ＳＰ名称 募金金額

１
道と川の駅

花ロードえにわ 北海道 店頭 13,790

２ 一如社 東京都 真如苑　応現院 4,570
３ ＤＥＫＫＹ４０１ 新潟県 地下　１階 3,930
４ 新宿中央公園 東京都 北ビートオープトイレ横 3,570
５ 富士急ハイランド 山梨県 ジェットコースター自販機コーナー 3,050
６ 富士病院 静岡県 正面玄関 2,430
７ 近江町いちば館管理組合 石川県 １階　通路 2,300
８ 美々川デイセンター分場エコ 北海道 １階　外 1,910
９ 宮城県川崎町役場 宮城県 事務所横 1,640
10 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 1,440
11 山梨市万力公園 山梨県 ハートフル 1,370
12 下野市社会福祉協議会 栃木県 ゆうゆう館 1,340
13 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 1,250
14 ワークセンター・やまびこ 北海道 施設内 1,180
15 サンマルクホールディングス 岡山県 通路 1,170
16 遠藤興業 宮城県 事務所前 1,160
17 和楽会　赤坂クリニック 東京都 ６階　EVホール 1,140
18 聖隷三方原病院ハートフル 静岡県 自販機コーナー 1,070
19 紀ノ国屋本店 香川県 ハートフル 910
20 セルコホーム株式会社 宮城県 歩道脇 900
21 坂本 九 記念館 北海道 外側 900
22 仙台市福祉プラザ 宮城県 １階 入口横 890
23 新潟日報社 新潟県 18階　自販機コーナー 880
24 宇治市総合福祉会館 京都府 玄関　右側 860
25 日本筋ジストロフィー協会 東京都 ７階　通路 860
26 気仙沼商会 宮城県 事務所前 850
27 ウィング・ウィング高岡 富山県 ハートフル 790
28 仙台ローズガーデン 宮城県 店頭 790
29 東北大蔵電気 宮城県 ３階 780
30 気仙沼市社会福祉協議会本吉支所 宮城県 ハートフル 740
31 柴田不動産 宮城県 事務所前 720
32 四天王寺病院 大阪府 １階　奥自販機コーナー 720
33 山梨学院大学 山梨県 学内 A 700
34 須坂市社会福祉協議会 長野県 事務所 700

認定　特定非営利活動法人ハートフル福祉募金実績報告書（速報） 単位／円

普及都道府県
期末稼働台数

直接募金（募金ボタン）
設置者寄付金
メーカー協賛金
その他寄付金
合計

令和３年度実績 本年度累計速報

R２.11（実績）

42都道府県

753台

117,870

649,130

214,325

0

981,325

R３.11（実績）

42都道府県

708台

132,990

618,430

202,912

0

954,332

（R３.４～R３.11）

42都道府県

708台

1,039,240

5,253,791

1,734,107

0

8,027,138

　謹んで新春の祝詞を申し上げます。
　平素は当協会事業に対しご理解とご協力を賜り厚くお礼を
申し上げます。
　当協会は一昨年前より、認定NPO法人ハートフル福祉募金
様と協働し、強化事業の一環として「デフ日本代表候補合宿」
を、また普及事業の一環として「聴覚障害のある児童に向けた
活動」をそれぞれ実施して参りました。
　聴覚障害のある児童向けの活動として予定しておりました
「オリンピック観戦」は残念ながら叶いませんでしたが、デフ
サッカー教室の定期開催という新たな取り組みが出来たこと
は大変喜ばしい限りですし、令和3年度末時点で全10回開催
累計100名以上の児童が参加する全国的に見ても稀な活動と
なっております。
　デフ日本代表候補合宿においては、本年度中に男子サッカー
１回、女子フットサル２回とそれぞれ実施し、また来年３月には
男子フットサルが控えているなど、ご招致くださいました宮城

代表理事　野呂　　啓
一般社団法人日本ろう者サッカー協会

新 年 の ご 挨拶

県東松島市様には大変良い関係性をいただいております。
　当協会としましても、SDGsの観点からも地域との連携を深
めたこうした取り組みは、共生社会の実現のためにもとても重
要な取り組みであると認識していますので、認定NPO法人
ハートフル福祉募金様との連携も更に強化し新たな可能性を共
に探りより良い関係性を築いていきたいと願っております。
　今年2022年は、アジア大会及びデフリンピックが、そし
て翌年2023年にもデフサッカー及びデフフットサルの世界
選手権大会がそれぞれ予定されております。
　これまで以上に地域関係機関の皆様との連携を密にしなが
ら、国内におけるデフサッカー及びデフフットサルに関わるす
べての選手にとってよりよい環境づくりを目指し、当協会一丸
となって鋭意努力して参りますので、今後とも引き続きのご理
解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和４年元旦

　皆さま健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　福祉事業部を立ち上げてから1年が経ちました。当初は新
型コロナウィルスの影響下でマスク等の配布事業等が主とな
りましたが、2021年度は社会課題により近く寄り添った活
動を行うことが出来ました。
【コロナ禍で離職危機にある女性支援】パブリックリソース財団助成
　コロナ禍で困難な状況にある女性たちへの資格取得と就労
支援事業を行いました。障害がある女性が3割、外国籍、シ
ングルマザーなど多様性ある支援現場となりました。互いが
認め合い切磋琢磨して資格取得へ進む姿はとても美しくあり
ました。
【デフスポーツフェスティバルin宮城】ノエビアグリーン財団助成
　11月に東北初のデフスポーツフェスティバルを開催しまし
た。参加児童30名の他、ボランティアとして県内の聴覚障が
いがある大学生が運営に参加しました。全国からフットサル・
バスケットボール・ダンスの講師を招き子どもたちは普段触れ
る事のないデフアスリートたちとの交流を満喫していました。
　こちらの企画は大阪のNPO法人silentvoice様と協働する
ことで、事前オンラインワークショップ等の仕掛けがあり、
参加児童は当日参加前から楽しむことができました。

オフィサー　松原利江子

認定特定非営利活動法人ハートフル福祉募金
福祉事業部

新 年 の ご 挨拶

【デフサッカー教室】みやぎ生協福祉活動助成
　デフサッカー教室開催を全5回開催中です。前年度から継
続した活動であり子どもたちの上達には目を見張るものがあ
り嬉しい限りです。スポーツを通し夢を育む活動です。
【（一社）日本ろう者サッカー協会への支援】
　（一社）日本ろう者サッカー協会デフサッカー・デフフット
サル日本代表合宿への支援等を一昨年より継続して行ってお
ります。2021年度は３回の日本代表合宿を宮城県東松島市
で開催しました。行政とスポーツ団体と連携を取り相乗効果
を得る事はSDGsの実践であり今後関係性を強化し共に実の
ある活動となるよう支援していきたいと考えております。
　2022年度は関係各所との連携を更に強化し、社会課題の
現場目線に立った活動を継続していきたいと存じます。
　寅年という事もありチャレンジ精神を持ち、前進してく所
存です。
　引き続き何卒ご支援とお見守りをよろしくお願い申し上げ
ます。

令和４年元旦



福
祉
情
報

　ハ
ー
ト
フ
ル
通
信

●
発
行
・
刊
行
／
認
定
 特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
ハ
ー
ト
フ
ル
福
祉
募
金

●
住
所
／
宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
郡
山
八
丁
目
２
‒28

●
発
行
日
／
2022

年
１
月
８
日
【
通
巻
30
号
】

●
電
　
話
／
0120‒821‒373　

FA
X
／
022‒281‒8232

福祉情報福祉情報

ハートフル通信
Vol.30Vol.30

都道府県別HFV普及状況

全国合計普及台数

708台

※地方自治法　第155条第１項の地方区分による※地方自治法　第155条第１項の地方区分による
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認定NPO法人 ハートフル福祉募金への寄付について認定NPO法人 ハートフル福祉募金への寄付について
ハートフル福祉募金の趣旨をご理解いただき活動にご支援・ご協力をいただきますよう、なに
とぞお願い申しあげます。下記口座をご利用願います。

【郵便局からお振込】
　・振替口座　02240-5-141093
　・加入者名　ハートフル福祉募金

【銀行からお振込】みずほ銀行　仙台支店
　・店番　723　　・口座　普通預金
　・口座番号　4391199
　・名義　特定非営利活動法人ハートフル福祉募金

お客様は自販機を設置いただき、売上金の一部を自動的にご寄付
いただくことにご承認を頂きます。
「ハートフルベンダー」を設置いただくと
１．自動販売機に募金の趣旨を明示します。
２．認定NPO法人ハートフル福祉募金のホームページで協賛企業を掲示します。
３．毎月のご寄付を頂いた金額明細をご報告いたします。

■ 法人が支出した寄附金の損金算入
　認定NPO法人に対する寄附金のうち所得税は、特定寄附
金として、一定の金額を所得控除でき、法人税としては、一
般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限
度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入となります。
　特別損金算入限度額は次の算式で計算します。
①特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない
金額が損金に算入されます。
⑴特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
⑵特別損金算入限度額

②認定NPO法人等に対する寄附金
認定NPO法人等に対する寄附金（指定寄附金に該当する
ものを除きます。）は、①の寄附金に含めて損金参入額を計
算します。

■ 個人が支出した寄附金の控除
　認定NPO法人に対する寄附金は、特定非営利活動法人の
うち一定の要件を満たすものとして認められたもの（認定
NPO法人）に対する寄附金（その寄附をした人に特別の利益
が及ぶものを除きます。）で、特定非営利活動に係る事業に関
連するものとなります。
　認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

「ハートフルベンダー」の設置先を求めています。「ハートフルベンダー」の設置先を求めています。

認定NPO法人への寄附には、税制上の優遇措置があります。認定NPO法人への寄附には、税制上の優遇措置があります。

※国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人に対し、認定の有効期間
内に支出する寄附金について適用されます。

資本金等の額 所得の金額× × ×＋当期の月数
12

3.75
1,000

6.25
100 ×

1
2

×40％＝
その年中に支出した

認定NPO法人等に対する
寄附金の額の合計額

２千円－
特定NPO法人等
寄 附 金
特 別 控 除 額

◎100円未満の
　端数切捨て

あけましておめでとうございます。
　今年は寅年で、寅年は物事の成長や始まりの年と言われており、また“虎視眈眈”と言う四字熟語があり、
ちょっとした隙があれば見逃さずに付け入ろうとしているというふうに、よくない意味に表されていますが、易経
ではこの卦は吉の印とされています。これは万民に仁政をもたらすために有為な人材を、獲物を狙う虎のように索
（もと）め続けることなので積極的な良い意味に用いられていたのです。そういう意味ではハートフル福祉募金は社
会課題に少しでも解決の一助になればと言う考えを持ち、飲料メーカー様、自販機設置先様、オペレーター各社様
のご理解とご協力を得て事業を続けて参りました。
　また福祉事業部もコロナウイルスが蔓延する中で安全に安心して活動
できるよう配慮して事業を行い着実に実績を積み重ねております。
　寅年はどれに対しても芽吹いたも
のが成長すると言われております。
　ハートフル福祉募金は虎視眈眈と
社会課題解決の一助になる認定NPO
団体として活動して参ります。本年も
どうぞ宜しくお願い致します。
　皆様の温かいご支援とご協力をお
願いして新年のご挨拶といたします。

100台以上
51～100台
31～  50台
11～  30台
1～  10台
未設置

設置台数

0120-821-373
https://www.hfv-bokin.jp/●HPもご覧下さい

認定　特定非営利活動法人

ハートフル福祉募金
東日本本部：宮城県仙台市太白区郡山八丁目２ -28

理事長　佐藤　隆雄
認定 特定非営利活動法人ハートフル福祉募金

新年のご挨拶

※国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人
に対し、認定の有効期間内に支出する寄附
金について適用されます。


