
2021 年 11 月 17 日(水) 

会員各位 

公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

代表電話 03-6721-0792

代表メール   rifle@riflesports.jp 

会長 松丸 喜一郎 

拝啓 仲秋の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、日本ライフル射撃協会の運営にご尽力を賜り深く感謝申し上げます。 

ご高承のとおり、本年より、新宿区への寄附（ふるさと納税）を通じた協会へのご支

援が可能となりました。寄付者にとって 2千円の負担のみで、限度額まで寄附金控除の

対象となります。「ふるさと新宿区わがまち応援寄附金」で「公益社団法人 日本ライ

フル射撃協会」をご指定いただくと、新宿区からご寄付額の７割を上限に当協会に支援

金が交付されます。この仕組みはスポーツ団体を代表して当協会が新宿区に要請して実

現しました。他のスポーツ団体も活用できる画期的な制度です。 

東京 2020 大会が終了しスポーツ団体に対する国の財政支援は減少が見込まれます。

理事の皆様におかれましては、ぜひとも本年 12 月末までに新宿区ふるさと納税を通じ

て協会へご支援いただきたくお願い申し上げます。 

ご賛同いただけます場合、お手数ではございますが、同封いたしました寄附金お申込

書にご記入頂き、メールまたはファックスにて協会事務局へお送り頂きますようお願い

申し上げます。 

ご不明な点がございましたら直接事務局寄付担当までご連絡下さい。 

ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

【同封書類】 １．日本ライフル射撃協会への寄附のステップ 

２．ふるさと新宿区わがまち応援寄附金申込書 

３．申込代行依頼書 兼 使途確認書 

【お問い合わせ先】 

公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

担当   塚越（つかごし） 

TEL：03-6721-0792 

E-mail: rifle@riflesports.jp
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日本ライフル射撃協会への支援（新宿区版ふるさと納税）のステップ 

公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

STEP１ 

下記の２つの書類にご記入の上、協会にメール（rifle@riflesports.jp）又は  

FAX（03-6721-0793）でご送付ください。 

① 申込代行依頼書兼使途確認書【添付資料１】※1

② ふるさと新宿区わがまち応援寄附金申込書【添付資料２】※2

STEP２ 

新宿区より 2～3 週間で振込用紙がお手元に届きます。 

STEP３ 

振込用紙で寄附金の納入をお願いいたします（期限：2021 年 12 月 30 日）。 

STEP４ 

新宿区より「寄附金受領証明書」がお手元に直接送付されます。 

STEP５ 

税控除の手続きを行ってください。 

① 確定申告される方：寄附金受領証明書を添付し、2022 年 2 月 16 日〜3月 15 日ま

でに申告してください。 

② 確定申告の必要のない方：新宿区総務課総務係寄附金担当（03-5273-3505）に

ワンストップ制度申請書を申し込み、適宜手続きしてください(2022年 1月 10日

必着)。 

【お問い合わせ先】 

公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

担当   塚越（つかごし） 

TEL：03-6721-0792 

E-mail: rifle@riflesports.jp

********* 

※1 日ラを経由せずに直接、新宿区にふるさと納税の手続きをとることも可能です。日ラの

事務局へお問い合わせください。その際には、日ラへの支援としての寄付であること

を忘れずにお伝えください。 

※2 寄附控除額の上限は、収入や家族構成により異なります。総務省「ふるさと納税ポータ

ルサイト」 をご参照ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furus

ato/mechanism/deduction.html （ふるさと納税の仕組み） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furus

ato/mechanism/procedure.html （ワンストップ制度） 
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※本状および「ふるさと新宿区わがまち応援寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、

12 月 10 日(金)までに、日本ライフル射撃協会事務局【Fax：03-6721-0793／E-mail：

rifle@riflesports.jp】にお送りください。 

申込代行依頼書 兼 使途確認書（2021年度） 

記入日：2021年 月 日 

公益社団法人 日本ライフル射撃協会 

会長 松丸喜一郎 あて 

お名前

 別紙「ふるさと新宿区わがまち応援寄附金申込書」の通り、新宿区のふるさと納税制度を

活用し、日本ライフル射撃協会の支援を行いますので、新宿区への提出を代行いただきた

くお願いいたします。 

また、支援金は、全額以下の用途にお使いください。 

支援金の使途 

日本ライフル射撃協会の運営全般 

以上 

※新宿区寄附金申込書および申込代行依頼書兼使途確認書に記載された個人情報は、

申込代行および日本ライフル射撃協会の寄附金関連業務にのみ使用いたします。

【添付資料１】 
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第１号様式（第２条関係） 

ふるさと新宿区わがまち応援寄附金申込書 

年  月  日 

新宿区長宛て 

住  所 〒 

（ふりがな） 

氏  名 

電話番号 

私は、下記のとおりふるさと新宿区わがまち応援寄附金を申し込みます。 

記 

１ 寄附金額                    円 

２ 希望する寄附方法（□部分にチェック（レ）をしてください。） 

□納付書（区からお送りする納付書で金融機関の窓口にてお振込み。手数料無料。）

□現金書留（郵便料・手数料は寄附者のご負担。）

□窓口（新宿区役所本庁舎３階１番窓口、総務部総務課総務係へご持参。）

３ 「ふるさと新宿区わがまち応援寄附金による団体への支援金交付要綱」に規定する対象

団体（別紙一覧あり）から、支援したい団体を１団体選び、団体名を記入してください。 

【団 体 名】 

【団体所在地】新宿区 

※団体名称は省略せず、正式名称で記入してください。

４ 支援したい団体への情報提供（□部分にチェック（レ）をしてください。） 

支援したい団体が寄附者情報の提供を希望した場合、区から当該団体に寄附内容（本申込書

記載の「住所、氏名、電話番号、寄附金額」）を伝えることができます。なお、情報提供を希望した

場合、当該団体から連絡がある場合があります。 

□希望する □希望しない ※チェックがない場合「希望しない」とさせていただきます。

５ 寄附金控除に係る申告特例（ワンストップ特例）（□部分にチェック（レ）をしてください。） 

□希望する □希望しない ※チェックがない場合「希望しない」とさせていただきます。

６ 注意事項（必ずご確認の上、□部分にチェック（レ）をしてください。） 

□寄附金は、寄附受付期間（１～１２月）終了後の翌年度に、支援したい団体からの申請

に基づき、寄附金の７割を上限として対象団体に交付します。

□支援したい団体が支援金交付申請の意思がない場合や、支援金交付申請から支援金交付

確定（実績報告後に確定します）までに対象団体から外れた場合は、寄附金は区政全般

へ活用させていただくこととし、寄附者への返還はいたしません。

※寄附金の申込みに係る個人情報については、新宿区個人情報保護条例に基づき適正に管

理し、寄附金に関する事務以外には使用しません。

公益社団法人　日本ライフル射撃協会

霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

レ
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全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安 

詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。
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ふるさと納税寄付制度についての Q＆A 

Q1 寄付者の負担増はあるのか？ 

A1 ほとんどありません！ 2,000 円の負担だけです 
※この２０００円というのは、ふるさと納税として支払った額が税金を支払ったもの

とみなされる額となるわけですが、ただ、２０００円だけはみなされないという金額で

す。年間の金額ですので、何回ふるさと納税をしたとしても、毎回、支払額から２００

０円が控除されるわけではありません。

（例）A さん 給与所得（年）５００万円 妻と共働き 

支払う税金は年間約３８万円

所得税 14 万円 + 住民税 24 万円 ＝ 38 万円

A さんが「新宿区の日ラ応援」ふるさと納税を６万円し

た場合、

支払う税金の総額は年間約３８万円で変わらない

※ 正確には３８万２０００円となります。

所得税 13 万円+住民税 19 万円+ふるさと納税６万円＝

38 万円
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Q2.返礼品はありますか？ 

A2.  

  一般的にはふるさと納税には返礼品がつきもので

あり、これを楽しみにふるさと納税をされる方が大半だ

と思います。しかし今般、会員の皆様にお願いをするの

は、ライフル射撃競技の普及、ジュニア育成、会員サー

ビス向上のための資金を日本ライフル射撃協会として

得るためのふるさと納税です。新宿区にふるさと納税を

していただく際に、支援したい団体として日本ライフル

射撃協会を選んでいただきますと、寄付された金額の７

割が日本ライフル射撃協会に寄付されるというシステ

ムです。このようなシステムですので、寄付していただ

いた皆様には、特に返礼品はありません。

なお、日本ライフル射撃協会に入った寄付金については、 

その一部を加盟団体へ分配したいと考えており、現在、

その詳細について検討中です。
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Q3. 申込み手続きはどのようにするのですか？ 

A3. ご案内の２ページ「日本ライフル射撃協会への支援

(新宿区版ふるさと納税)のステップ」をご覧ください。 

Q4. 年金収入だけで税金を払っていないが、 

ふるさと納税はできるのか？

A4. できますが控除される税金がないので純粋な 

寄付になります。

Q5. 税金を控除する手続きは必要ですか？ 

A5. 必要です。ご案内の２ページ「日本ライフル射撃協

会への支援(新宿区版ふるさと納税)のステップ」の

STEP５をご覧ください。 
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	5 全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安
	6 ふるさと納税のQA



