
  

 

札幌市 ACSネットワーク 

寄附金募集趣意書 
 

 

謹啓 

紅葉の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は私どもの活動に格別のご

高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 札幌市 ACSネットワークは、 

1. 循環器救急疾患患者の速やかな病院搬入 

2. 循環器救急疾患の死亡率低下 

3. 受け入れ拒否のない体制 

4. 札幌市民への啓発活動 

5. ホームページによる情報公開 

6. 学術的検証と評価 

以上の 6つを理念として、以下の 4つの活動を継続しております。 

1. 循環器救急当番（24時間・365日） 

2. 市民への啓発活動：市民フォーラム、AED講習会・医療相談会など 

3. 学術活動：循環器救急搬送症例実態調査 

4. 広報活動：ホームページでの活動内容公開 

2022 年 4 月現在、25 病院を 4 グループに分け、24 時間・365 日、循環器救急患者の受け

入れを行っております。 

 

私どもの活動は、循環器救急患者の救命を第一に考え、札幌市医師会や行政も参加した、

非常に公共性の高いものです。しかし、残念ながら、救急当番は完全に参加病院のボランテ

ィア活動によって支えられており、運営に係り当会が独自に運用できる財源は一切ありませ

ん。札幌市民の命を守る活動ですが、参加病院の好意のみでは、長期間活動を継続させる事

は困難です。このため、皆様の浄財をご寄附頂き、活動を末永く継続したいと考えておりま

す。深刻な感染症拡大の中にあり出費多端なこととは存じますが、本会の意義と諸般の事情

をご勘案戴き、是非、本年度も皆様から、当会にご寄附頂ければ幸甚です。何卒、ご協賛下

さいますよう宜しくお願い致します。 

末筆ながら、皆様のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。 

 

謹白 

 

令和 4（2022）年 10月吉日 

札幌市 ACSネットワーク 

代表世話人・運営委員会委員長 牧野 隆雄（市立札幌病院） 



  

 

副代表世話人 山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

副代表世話人 神垣 光徳（KKR札幌医療センター） 

 

運営委員 

白崎 修一（札幌市医師会） 

上山 正和（札幌市消防局） 

葛岡 修二（札幌市保健福祉局） 

竹中 孝（国立病院機構北海道医療センター）広報委員長 

永井 利幸（北海道大学病院）学術委員長 

明上 卓也（札幌白石記念病院） 

奥山 道記（勤医協中央病院） 

川嶋 望（札幌整形循環器病院）会計監査 

（顧問）村上 弘則（北海道循環器病院） 

（顧問）五十嵐康己（札幌厚生病院） 

 

会員 

岡本 洋（愛心メモリアル病院） 

山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

西村 光弘（天使病院） 

野崎 洋一（北光記念病院）  

藤田 勉（札幌心臓血管クリニック） 

長谷 守（札幌禎心会病院） 

岩切 直樹（北海道大野記念病院） 

今村英一郎（札幌真駒内病院） 

棚澤 哲（北成病院） 

乗安 和将（NTT 東日本札幌病院） 

善岡 信博（札幌循環器病院） 

櫻田 卓（札幌中央病院） 

長谷川 徹（JR 札幌病院） 

丹 通直（時計台記念病院） 

堀田 大介（北海道循環器病院） 

松井 裕（斗南病院） 

國分 宣明（札幌医科大学附属病院） 

北 宏之（JCHO 札幌北辰病院） 

山田 陽一（新札幌循環器病院） 

古谷 純吾（華岡青洲記念病院） 

川初 寛道（手稲渓仁会病院） 

髙橋 将成（JCHO 北海道病院） 



  

 

 寄附金募集要項 

1. 寄附の趣旨 

 札幌市 ACSネットワークの運営に係わる寄附 

 

2. 募集期間 

 令和 4（2022）年 4月〜令和 5（2023）年 3月 

 

3. 寄附金払い込み方法 

① 直接入金 （直接入金の場合、寄附金は寄附金控除の対象にはなりません。） 

＊ 銀行名：北洋銀行 本店（028） 普通預金  口座番号 2394308 

口座名：札幌市 ACSネットワーク事務局 代表 五十嵐 康己 

 

② 「札幌市さぽーとほっと基金」をご利用いただいてもご寄附が可能です。 

 ＊「札幌市さぽーとほっと基金」は札幌市市民まちづくり局が行っている活動促進

基金です。以下の手順で寄附が可能です。寄附金は損金として扱われ、税金が免除に

なります。 

＊ 手順： 

１） 同封の寄附申込書に必要事項を記載し（指定する団体名を札幌市 ACSネット

ワークとしてください）、次のいずれかの方法で担当課へ提出： 

メール添付、FAX 、郵送 、市民活動促進担当課までお持ちいただく 

宛先 〒060-8611 札幌市中央区北 1条西 2丁目 

札幌市市民まちづくり局 市民活動促進担当課（札幌市役所 13F南側） 

TEL 011-211-2964, FAX 011-218-5156,  

E-mail shimin-support@city.sapporo.jp 

※札幌市ホームページからも直接申し込みいただけます。 

札幌市さぽーとほっと基金   検索   

２） 申込後に「納付書」が届きますので、お近くの銀行、郵便局などの金融機

関でお振り込みください（振込手数料はかかりません）。 

※事前にお電話の上、上記担当課に現金をお持ちいただいても結構です。 

 

4. 事務局 及び 問い合わせ先 

 札幌市 ACSネットワーク事務局 向江 豊美 

 札幌市白石区菊水 9条 3丁目 1-17 

 Tel (011) 788-3046, Fax (011) 788-3045 

    E-mail sapporo.acsn.jimu@gmail.com 

 

 

mailto:TEL%20011-211-2964
mailto:shimin-support@city.sapporo.jp


  

 

↑ご寄附いただいた方（ご施設）に ACS ネットワークよりお礼状を差し上げたく、差し支えない範囲で✓をお願い申し上げます 

様式１ 

令和   年  月  日 

寄   附   申   出   書 

さぽーとほっと基金（札幌市市民まちづくり活動促進基金）の趣旨に賛同し、次の通り札

幌市に寄附します。 

（ふりがな） 

ご 氏 名 

 

  

ご 住 所 

〒   -      

 
 

電 話 番 号 （  ）  ― 

Ｅ メ ー ル 

ア ド レ ス 
 

 

 寄附金額       円  

□ 寄附の活用先を指定しない 

☑ 寄附の活用先を指定する…以下の３つから１つお選び、下欄にその内容をご記入く

ださい。 

□ 活動分野を指定する 

※裏面の「活動分野一覧」から１つ選び、番号をご記

入ください 

 

□ テーマを指定する 

※裏面の「テーマＡ」、「テーマＢ」から１つお選

びください 

 

☑ 団体を指定する 
※「登録団体リスト」の最新情報
は札幌市さぽーとほっと基金の
ホームページで随時更新します
ので、ご覧ください。 

※指定する団体名をご記入ください 

札幌市 ACS ネットワーク事務局 

 

※団体指定寄附の場合、指定先の団体宛に通知してもよい情報をチェックしてください。 

□氏名   □住所   □電話番号   □Eメールアドレス 
 

 

 

 

 

 

 

（あて先）札 幌 市 長                        FAX 011-218-515 

札幌市役所のホームページ等におけるご氏名等の公表について 

□ 氏名と寄附金の公表に同意する。 

□ 氏名のみの公表に同意する。 

□ 公表に同意しない。 


