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【企業からの声】

【持続可能な社会を赤十字とともに】

日本赤十字社は、企業の皆さまにとって、SDGs（持続可能な開発目標）と

連動した事業を始める際に最も信頼できるパートナーでありたいと考えてい
ます。

この寄付メニューで紹介しているプログラムは、企業の皆さまからのご支
援によってこれまで以上に大きな成果を挙げる可能性を秘めています。

互いにWin－Winとなる枠組みを確立し、継続的なパートナーシップとなる
ことを願っております。



事業分野 メニュータイトル ページ

災害から命と健康を守る
－医療チームの養成にご支援を！－

＜寄付目標額＞　1,500万円

1 ● ● ●

赤十字防災セミナーの開催
－地域コミュニティの

「自助」＆「共助」の力を高める－

＜寄付目標額＞　2,000万円

3 ● ● ● ●

緊急展開型病院（ERU）の整備
－海外での大災害や紛争被災者を救うために－

＜寄付目標額＞　18,000万円

5 ● ● ●

産休サンキュープロジェクト
－生まれてきた赤ちゃんの初めての社会貢献－

＜寄付目標額＞　3,200万円

7 ● ● ● ● ● ●

アジアコミュニティー防災プログラム
－事前の備えで「命を守る」を根付かせる－

＜寄付目標額＞　6,200万円

9 ● ● ● ● ● ● ●

講習

出血死から生命を守る！
－ターニケットを使った止血法－

＜寄付目標額＞　250万円

11 ● ● ●

ボランティア

ボランティアでMake a change!
－共助の中心となるボランティアの育成－

＜寄付目標額＞　210万円

13 ● ● ● ● ●

青少年赤十字

教育現場を通じたボウサイ
－幼稚園から高等学校を対象とした教材普及－

＜寄付目標額＞　350万円

15 ● ● ● ●

医療・看護・血
液・社会福祉

「想い」を「カタチ」に！
－赤十字施設を通じて地域社会に貢献する－ 17 ●

国内災害救護

国際活動



災害発生直後の多様な医療ニーズに対応できる人材を１人でも多く養成します。

災害から命と健康を守る
－ 医療チームの養成にご支援を！ －

全国赤十字救護班研修会

➢ 回数 年間３回（東京都他）
➢ 予算 年間1,500万円

➢ これまでに36回の開催、2,283名が受講

赤十字の医療救護活動 ～様々な医療ニーズに合わせて～

●災害現場での診療 ●仮設診療所を設置しての診療 ●避難所等での巡回診療

社会課題（Sustainable Development Goals）

【赤十字の解決策】

出典：内閣府

南海トラフ地震の発生確率は今後
30年以内に70～80％となっています。
津波災害も想定される中、最大想定
避難者数は500万人とされています。
一方で、首都直下地震の発生確率
も70％程度と高く、最大想定避難者
数は720万人とされています。この

方々の命と健康を守る医療
チームの養成は欠かせません。

迫る大規模災害への対策

広域に及ぶ津波災害（南海トラフ地震）
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研修会を実施する意義

支援特典

100万円以上のご支援で次の特典が提供可能です。

１．赤十字のホームページ等の広報媒体で、支援企業として社名とロゴを掲載
２．研修会見学のご案内（※見学にかかる費用はご負担ください。）

平成30年７月豪雨災害 研修修了者が活躍

発災直後から全国87の救護班（医療チーム）が被災地に入り、救護所や避難所巡回による診療を

3,200名に実施

●机上演習

１人でも多くの人々の命と健康を守るため、体系的な研修を実施
発生が予想される大規模災害に備えます。

●平成30年７月豪雨災害における主な活動

社会的なインパクト

●診療実習
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赤十字防災セミナーの開催
―地域コミュニティの「自助」＆「共助」の力を高める―

社会課題（SDGs: Sustainable Development Goals）

赤十字の解決策（事業内容）

目標額

東日本大震災等過去の災害の教訓を踏まえ、将来発生が予測されている南海トラフ地震、
首都直下地震等大規模災害から、人々のいのちを守るためには地域コミュニティにおける
「自助」と「共助」の力を高める防災教育が極めて重要となっています。

南海トラフ地震 首都直下地震

今後30年以内の
発生確率 70％～80％程度 70％程度

最大想定死者数 約32万３千人 約２万３千人

【参考】
平成28年（2016年）熊本地震
発生時点 ほぼ０％～0.9％

出典：政府地震調査研究推進本部、南海トラフ巨大地震対策ワーキンググループ、首都直下地震対策検討ワーキンググループ

わたしたちは、赤十字防災セミナーを通じて、地域コミュニティにおける
「自助」と「共助」の力を高めることで、「地域の住民の方々が自ら、災害
からいのちを守り、被災に伴う心身の苦痛を軽減すること」を目指します。

対 象：原則として地域コミュニティの一般成人の方

実施主体：日本赤十字社各都道府県支部（全国47支部）

展開区域：町内会・自治会から小学校区程度

実施会場：地域の公民館、コミュニティセンター、小学校体育館、マンション集会室 等

展開内容：以下のカリキュラムを実施団体のニーズ等に合わせて実施

目標額
2,000万円

災害図上訓練（DIG） 応急手当等災害エスノグラフィー災害への備え
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社会的なインパクト

支援特典

100万円以上のご支援で次の特典が提供可能です。

１．赤十字のホームページ等の広報媒体で、支援企業として社名とロゴを掲載。

２．支援企業として、セミナー実施時の上映用スライド等へ貴社名を名入れ

３．貴社にて、本事業報告会やカリキュラムの体験会を開催（※開催経費はご負担ください）

防災・減災についての考え方や災害別（地震・津波・大雨）の
想定被害等から、平時の備えの重要性を理解する

災害の備え

大規模災害の被災者の経験談を通じて、災害を追体験すること
で被災の具体的なイメージを持つ

災害エスノグラフィー

地域の防災マップの作成を通じ、防災上の資源や危険な箇所
等を把握・理解し、個人や地域で取り組むべきことを考える

災害図上訓練（ＤＩＧ）

身近なものを用いた応急手当（搬送含む）をはじめ、一次救命
処置（心肺蘇生、AEDを用いた除細動）等を学ぶ

応急手当等

Ｑ 地域住民の防災教育は自治体（行政）の仕事では？
Ａ 防災の責任を負うのはもちろん自治体であり、各自治体は災害から住民を守るため、広範な責任

と権限を有しています。しかし、全国で約30万近い地縁団体（自治会、町内会）がある中で、地域
単位での防災教育まで手を広げている自治体は少数です。

災害のイメージを持つことができ、知らなかったことや重要なことを意識すること
で、自分の町内会で何が足りない、必要なのか考えさせられた（宮城県仙台市）受

講
者
の
声

地域力の大切さを思い知らされた！セミナー事例はバツグンの地域力だった。
我が自治会も地域力を上げていこうと思った（香川県高松市）

セミナーを通じて、災害による被害や生活の変化を自分のこととして考えること
ができた（長崎県長崎市）

セミナー開催実績（平成29年度） 576回開催 28,487人受講

地域住民の
防災・減災に
関する知識・
意識・技術の

普及向上

地域における
災害発生時の
応急対応に

あたるリーダー
層の育成

組み合
わせて
実施
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社会課題（SDGs: Sustainable Development Goals）

赤十字の解決策

緊急展開型病院（ERU）の整備
－海外での大災害や紛争被災者を救うために－

海外に緊急展開できる病院資機材を整備します

特別な訓練を受けた日赤病院の医師・看護師等を派遣し、現場での手術を含め、
様々な医療ニーズに対応して、被災者や難民・避難民等の命と健康を守ります。

目標額
1億8千万円

緊急展開型病院
１セットを整備する
のに必要なコスト

多発する大規模な自然災害や、終わりの見えない紛争で
は、現地の医療施設が機能しなくなり、多くの被災者のい
のちが危険にさらされます。

重傷を負い、緊急に手術が必要な場合であっても、その
設備が整った施設が近くにあるとは限らず、救える命が失
われることもあります。また、女性や子供、妊婦など、より
専門的な医療ケアが必要な人々にとっても、現地での早
期の医療提供の再開が必要不可欠です。
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100万円以上のご支援で次の特典が提供可能です。

１．赤十字のホームページ等の広報媒体で、支援企業として社名とロゴを掲載。
２．資機材への社名記載について、ご相談の上、調整させていただきます。
３．ご要望に応じて日赤の職員が、講演会・報告会を実施します。

社会的なインパクト

支援特典

２５００万円で手術室を整備できます

大規模な災害や武力衝突では、多くの人々が適切な医療を受けることが難しくなりま
す。そのような状況下では、平時なら救えるはずの命が残念ながら失われてしまう、そ
れは仕方のない現実・・・と諦めることなく、日本からの支援で、何万人もの人々を救う
ことができます。

緊急展開型病院（ERU)の導入により、1か月に5000人の方に医療を提供す
ることが可能になります。
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東アフリカ地域
支援対象国

ルワンダ ブルンジ

国際赤十字・赤新月社連盟
東アフリカ準地域事務所

アフリカにおける保健課題を改善するためには、保健だけでなく貧困や教育といった課
題を含めて包括的に向き合い、きめ細かな支援を行うことが不可欠です。日本赤十字社
は、地域のニーズを熟知した現地赤十字社とともに取り組みを続けています。

産休サンキュープロジェクト
－生まれてきた赤ちゃんの初めての社会貢献－

社会課題（SDGs: Sustainable Development Goals）

赤十字の解決策

出産をきっかけに命について考え、生まれた命と支えてく
れる周囲に感謝する思いを、開発途上国の母子支援につ
なげてみませんか。併せて、日本での産休・育休の推進も
目指しています。

具体的な参加方法はこちら
http://www.jrc.or.jp/activity/international/join/thank/ 

保健指標は世界的に大きく改善傾向にあるもの
の、アフリカ地域の指標は、先進国と比較して、
未だ低いのが現状です。アフリカは保健衛生の
ほかにも、自然災害や紛争、貧困率の高さ、ま
た感染症の蔓延等、様々な課題を抱えています。

南部アフリカ地域
支援対象国

ナミビア マラウイ

スワジランド

国際赤十字・赤新月社連盟
南部アフリカ準地域事務所

世界 サハラ以南の
アフリカ

5歳未満児死亡率
（2016年、出生1000人あたり）※1

48人 78人

基礎的衛生サービスを利用す
る人の割合（2015年）※1

68％ 28％

HIV感染者数
（2016年）※2

3,670万人 2,550万人
（世界の約70％を占める）

平成31年度目標額（事業費総額）
年間3,200万円

参考 ： ※1 ユニセフ世界子供白書2017 ※2 UNAIDS DATA 2017



支援特典

受益者からのメッセージ

「保健」や「防災」 がテーマ
のアニメ映画を通じて、「事
前の備え・予防」を啓発。

託児所で昼食の提供

社会的なインパクト

１．赤十字のホームページやニュースレター等の広報媒体で、支援企業名やロゴを掲載できます。
２．支援企業の広報媒体等で本プロジェクトのロゴ をご使用いただけます。
３．支援を実感いただけるようなフィードバック（ニュースレター）を受けられます。
４．ご要望に応じて、現地の写真や受益者からのメッセージを共有します。
５．ご要望に応じて、日赤職員が、報告会を実施します。
６．日赤の現地視察に同行いただけます（視察にかかる費用は自己負担です。）。

具体的な成果（2017年度実績） 例えば・・・

ナミビア 赤十字が運営する学童保育で、80人の子どもがこころのケア、毛布、マットレス、文具、
衛生用品の支給を受けました。これらの支援により、子どもたちは精神的に元気を取
り戻しています。また、生理用品の支給を受けた女子児童は、月経がきても、安心して
学校に通うことができ、就学率の向上につながっています。

ルワンダ 「事前の備え・予防」に関する映画を105回上映しました。防災や保健に関する知識の
定着を図りました。

主な活動

学童保育の運営

地域のクリニックの運営。
ここで妊産婦が健診を受
けたり、子どもが予防接種
を受けます。

家畜の提供を通
じた生計支援

例えば、１8,000円で、
「事前の備え・予防」の映画を

１回上映できます。
（経費には、機材搬送、人件費、
発電機用燃料等が含まれます。）

制服や文房具の支給

トイヴォ・ハムポロ君（13歳）
ナミビア共和国

ニランディクブウィマナ・ジャネットさん（32歳）
ルワンダ共和国

貧困対策
貧困が理由で、子どもたちが就学
できなかったり、女性がセックス
ワーカーになりエイズなどの感染
症の広がりにもつながります。

予防と治療
病気になると、仕事を休まなくては
ならず経済的損失につながります。
また治療費など貧しい家庭の経済
を圧迫します。

教育や栄養支援
文字が読めないと、正しい病気の
予防方法を知ることができません。
また就職も難しくなります。



アジア・コミュニティー防災プログラム
－事前の備えで「命を守る」を根付かせる－

社会課題（SDGs: Sustainable Development Goals）

赤十字の解決策

私たちは、減災・防災のための話し合いの場づくりや地域に
根差した計画づくり、その実践を通じて災害弱者が取り残さ
れることのない、災害や疾病に強い地域づくりを目指してい
ます （＝コミュニティレジリエンス） 。

インドネシアでは、2018年7月のロンボク地震（死者555人,負
傷者7,733人）、同年9月にはスラウェシ島地震・津波（死者
2,101人,負傷者4,438人, 行方不明者多数）という大災害に見
舞われました。私たちの暮らすアジア・大洋州地域は、災害で
被災する可能性が他の地域よりも５倍高いと言われています。

災害と隣り合わせで生きていかなければならない私たちです
が、アジアの、特に地方部では未だに災害への対策が十分で
ない地域が数多く存在します。今まさに、最も脆弱な人々が取
り残されることのない災害に強い地域づくりが問われています。

災害や疾病に強い地域づくりを実現するためには、そのための「場づくり」が欠かせません。

私たちは、地域を最もよく知り、地域を良くしたいという人々とそこに根付く赤十字ボランティアとともに、

人々が実際に直面している問題を話し合い、中長期的な視点で地域の減災活動をサポートします。

赤十字は地域に寄り添い、問題解決を手助けし、行政等の外部への橋渡し役として貢献しています。

ネパール

インドネシア

日本
プログラム支援対象国
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社会的なインパクト

支援特典

日赤は、ネパールとインドネシアで長年、防災・減災活動を支援してきました。例えば、ネパールの支援
地では、住民から聞き取りを行ったところ、過去10年間に約4人に1人が何らかの災害に被災し、5人に
1人が災害で財産を喪失していることが分かっています。こうした地域で、赤十字の支援と、そして何よ

りも住民の地域を良くしたいという努力の結果が成果に結びついています。

１．赤十字のホームページ等の広報媒体で、支援企業として社名とロゴを掲載可能
２．日赤の現地視察に同行が可能。（視察にかかる費用は自己負担となります。）

３．その他、要望がありましたらご相談ください。

ネパールの支援先コミュニティでは、プログラムで立ち上がった地域の防災・減災委員会が災
害時の避難場所等の情報発信源になっています。防災・減災委員会から受け取る情報頻度が高
い人ほど、災害リスクに適切に対応できるということが、住民アンケートの結果から分かりました。

１００万円以上のご支援特典
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出血死から生命を守る！
―ターニケットを使った止血法―

SDGs
ロゴ

社会課題（SDGs: Sustainable Development Goals）

赤十字の解決策

近年、地震や豪雨等による自然災害が

頻発化、激甚化しています。

また、来年の東京オリンピック・パラリン

ピックの開催を控え、テロ等万が一の事態

が起きた時に備え、自分自身や大切なひと

の生命を守る応急手当が実施できるよう、

私たち一人ひとりが身につけておくことが

重要です。

大人の体には約４～５リットルの血液がありますが、出血によって１リットル以上の血

液が急速に失われると、生命に危険が及びます。

日本赤十字社では、自然災害やテロ等で大出血した場合、ただちに止血することがで

きるよう、専用の止血帯（ターニケット）を用いた止血法も取り入れた講習を平成31年度

から実施し、普及していきます。

【専用の止血帯（ターニケット）】 ターニケットの使用法を指導

緊急性の高い大出血に対応した止血法の普及！

目標額
250万円

全国の支部に10個ずつ配付することができます！
・全国で年間約30,000人が講習を受講（H29年度実績）
・ターニケット1個で2人の受講者を指導可能／1回
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100万円以上のご支援で次の特典が提供可能です。
１．赤十字のホームページ等の広報媒体で、支援企業として社名とロゴを掲載。
２．応急手当の体験講習

社会的なインパクト

支援特典

より緊急性の高い、切迫した状況下に対応した止血法普及

止血帯止血法は、出血している四肢の体に近い方（中枢側）を帯状のもの

（止血帯）で締め上げて、血流を止めることで止血する方法です。太い血管

の損傷や轢断などにより、四肢からの噴き出すような動脈性出血では、短時

間で死に陥る場合があるため、直ちに止血帯止血法を行います。

止血は、出血している傷口をガーゼ

やハンカチ等で直接強く押さえて、

しばらく圧迫する直接圧迫止血法を

行い、止血後包帯を巻きます。

より緊縛性の強いターニケットの正しい使用方法を普及す
ることにより、救命率の向上、そして止血に対する意識啓発
を図ります！
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社会課題（SDGs: Sustainable Development Goals）

赤十字の解決策

ボランティアでMake a change! 
－共助の中心となるボランティアの育成－

人道ニーズを把握し、寄り添い、つなげる、地域に根ざしたボランティアの育成

目標額
210万円

災害時の被害を少なくするためには、公的支援だけに頼
るだけでは不十分です。

例えば、阪神・淡路大震災においては、瓦礫の下から市
民によって救助された人は警察・消防・自衛隊によって救
助された人の 3 倍以上にのぼるなど、災害時における互

助・共助と言うべき地域コミュニティが担う重要な役割があ
ることが広く認識されています。（消防庁報告）

地域に暮らす私たち一人ひとりが、地域社会の一員として
役割を持ち、互いに支え合うことで災害に強い地域社会を
創っていくことが求められています。

ボランティア・リーダー研修
全国のボランティアが集まり、住みよい地域づくりを考え、あらゆる人
道ニーズを捉えた活動を推進するリーダーを養成します。
予定育成数：80人

●その他、若者を中心に、自らと周囲を変え、地域社会を良くするための体験型研修（YABC：Youth as 
Agents of Behavioural Change）も実施しています。 予定育成数30人

防災ボランティアリーダー研修
被災地の復旧・復興にはボランティアの存在が
必要不可欠です。平時の防災から、災害時のボ
ランティア活動を効果的・円滑に推進するコー
ディネーターの役割を担うリーダーを養成します。
予定育成数：90人
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100万円以上のご支援で次の特典が可能です。

１．赤十字のホームページや赤十字ボランティア向け情報誌等の広報媒体での
紹介

２．ボランティア研修使用資材で、支援企業として社名とロゴを掲載

社会的なインパクト

支援特典

―地域コミュニティのニーズに直結した地域力を育む赤十字の活動―
心で理解し、スキルを身につけた赤十字ボランティアだからできる配慮と支援

ボランティアの衛生管理も重要な役割
大雨などの水害で様々なものが混ざった泥には
感染症の原因がたくさんあります。家屋の泥か
き活動を終えたボランティアの泥落としや手洗い
激励など、ボランティアの衛生管理もボランティア
コーディネートの重要な役割です。

地域のみんなをつなげ、地域を元気に
1人暮らしのお年寄りを子どもたちが訪問・
交流することで、世代間を越えて地域で顔
見知りに！お年寄りと子どもがお互いを見
守るまちづくりを目指す活動。

東日本大震災などの経験や教訓と研修を活かし、コーディネーター不足の

災害ボランティアセンターに赤十字防災ボランティアリーダーを長期派遣※

※平成30年西日本豪雨災害
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新学習指導要領が改訂され、「主体的・対話的で深い学
び」（アクティブラーニング）の要素が幼稚園から高校まで順
次採用されています。今の学校現場では、「知識の理解の質
を高め資質・能力を育む」ことが出来るプログラムを提供する
ことが求められています。また、世界的にも自然災害のリスク
が高いとされる日本で、災害から自分のいのちを守る防災教
育こそ、今学校現場から求められています。 青少年赤十字
では、防災教育をきっかけに課題解決に向け、自ら考え行動
することを学ぶ環境を提供します。

道徳が教科化され、教師の多忙化と働き方改革が注
目される中、指導者の負担軽減と質の高い防災教材を
学校教育の中で展開し、課題を解決できるのが青少年
赤十字のプログラムです。

教育現場を通じたボウサイ
―幼稚園から高等学校を対象とした教材普及 ―

社会課題（SDGs: Sustainable Development Goals）

赤十字の解決策

目標額 350万円

日赤が開発した防災教材を使う幼稚園児

指導者養成講習会にて防災教育
プログラムを実践する先生の様子

赤十字が提供した防災教材の活用を促進するため、公的な教材と組み合わせた普
及方法、各種研修会を通じた優良事例の共有を行うことで、学校現場での教材活用
率の向上を図り、身近で災害が発生した際にすぐに活かせるスキルや考え方を伝え
ています。

学校の授業で防災を学ぶ生徒の様子

研修に参加する生徒の様子
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メディアからも高い関心

社会的なインパクト

支援特典

100万円以上のご支援で次の特典が提供可能です。

１．赤十字のホームページ等の広報媒体で、支援企業として社名やロゴを掲載

２．研修会見学のご案内（※見学にかかる費用はご負担ください）
３．研修資料や研修実施時の上映用スライド等への名入れ
４．指導者向け情報誌で紹介

日赤、教材贈呈
奉仕団員が講師に

今回、「まもるいのち ひろめるぼうさい」の教材を使って防災について学びました。最
初に実際起きた災害の映像を見たとき、地震は怖いと思いました。また、「地震が起き
た時、考えられる危険は？」のワークシートの内容をグループで話し合った時、道端に
ある塀は改めて危険だと思いました。この防災授業を終えて、災害に対する意識が変
わりました。

中学生の声

防災教材

幼稚園・保育所向け
「ぼうさい まちがいさがし

きけんはっけん！」

小～高校向け
防災教育プログラム

全国の学生に向けて防災教育を実施

小～高校向け教材・・・・・・・・全国 36,000 校へ無償配付

幼稚園・保育所向け教材・・・青少年赤十字へ加盟する1,660 園へ無償配付

この防災教材の良いところはすべての活動がよく考えて作られており、「児童・生徒が
主体的に活動し、振り返りができるようにプログラムが仕組まれている」ことに尽きると
思います。また指導案も自由にアレンジできるように幅を持たせてある点もよいと思い
ます。熊本地震を経験し、この教材を通して子どもたちが学んだことを避難所で活用
することができたという報告もあり、この教材の有用性がわかるかと思います。未来の
被災者を一人でも減らすという日本赤十字社の思いがこの教材には凝縮されていま
す。

先生の声
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「想い」を「カタチ」に！
― 赤十字施設を通じて地域社会に貢献する ―

社会課題（Sustainable Development Goals）

日本国内では、若年層の人口減・高齢者の人口
増に伴う献血者の減少や認知症患者への対応、
へき地医療や慢性的な医師不足など多くの社会
課題を抱えています。

これらの課題に対応するため、それぞれの赤十
字施設では、最適な医療機器や福祉用品の整備
に取り組んでいます。

赤十字事業に応じた支援内容

輸血血液運搬用
緊急自動車 300万円

福祉機材・用具（１台）
数万円～数百万円

医療機器・用具（１台）
数万円～数千万円

【赤十字施設に具体的な資機材支援を選択可能なプログラム】

◎病院を支える
全国に92ある赤十字病院・産院は、公的医療機関として救急医療、が

ん治療、周産期母子医療、へき地医療などを行っています。

◎看護教育を支える
保健・医療・福祉のニーズの変化に対応し、国内外を問わず広く社会に

貢献できる質の高い看護師などを養成しています。

◎献血を支える
年間95万人の方が輸血を必要としており、血液センターや献血ルーム

では、多くの皆さまに献血へのご協力を頂いております。

◎社会福祉施設を支える
様々な事情で自立した生活を送れない人のため、全国28ヶ所で児童福

祉施設や高齢者福祉施設などを運営しています。

寄付物品に支援企業のロゴを表示した事例
＊資機材や教材に使用
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支援特典

100万円以上のご支援で次の特典が提供可能です。

１．赤十字のホームページ等の広報媒体で、支援企業として社名とロゴを掲載。
２．支援対象資機材に企業ロゴを掲載。

社会的なインパクト/企業のメリット

＜赤十字の医療施設の利用者数＞ 入院患者 1,085万人 1日平均 2.9万人
外来患者 1,662万人 1日平均 6.7万人

＜赤十字の看護学数＞ 4,630人（全定員数）
＜献血者数、血液製剤の供給本数＞ 473万人 1,770万本
＜赤十字の社会福祉施設の定員＞ 28施設 2,000名

【献血にありがとうの声】 女優 友寄 蓮（ともよせ れん）さん

お芝居を始めたのは中学の部活。高校生になっても演技をすることが好きでレッスンに通って
いました。そんな高校2年生の秋に「急性リンパ性白血病」と診断されました。

治療中は身体的のみならず、気持ち的にもつらかったです。薬の副作用で、髪の毛もまだらに
なって抜けていくし、顔もむくみ、外見が変わってしまって。そんな中、支えになったのが担当医や

看護師さん。治療のみならず、節分のときは看護師さんが鬼の格好をしてくれたり、クリスマス
は研修医の先生がサンタクロースの格好をして病室をまわってくれたり。何より、母はずっと一緒
に付き添ってくれました。

そして多くの輸血にも支えてもらいました。輸血前は具合が悪くて意識が遠のくほどふらふらしてしまっていても、
輸血を始めるとだんだん体全体が温まってきて、頬がほてるのを感じるんです。「あぁ生きているんだな」って実感が
ありました。

私の体にめぐっているものって、100人以上の方の好意、優しさです。みなさんが献血してくれるおかげで私たち患
者はこうして元気に今生きています。

・周年を記念して「カタチ」に残る寄付で地域社会に貢献する。
・株主や顧客に社会課題への取り組みを目に見える形で示す。

献血バスの整備（1台/4000万円）
１日利用者 約50名
年間利用者 約10,000名
年間配車台数 4万台以上

＊地域によって稼動が異なるため、数値は目安
となります。

【献血を支援した事例】
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お問い合わせからご支援までの流れ

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

お問い合わせ・ご相談内容の連絡

法人寄付、企業のCSR、社会貢献に関するご相談等について下記担当まで

お問い合わせください。

ヒアリング・お打合せ

詳細を伺いながら、貴社の目的にあったメニューをご相談させていただき

ます。

検討・提案

寄付メニューについて検討させていただき、ご提案いたします。

支援決定

貴社のご支援により寄付メニューの事業を実施いたします。

ご寄付について

全てのメニュー共通で100万円以上のご寄付で、当社HPへ企業名等を掲載いたします。
その他メニューごとに支援特典がございます。

別途お渡しする「寄付申込書」に必要事項を記入いただき、担当者あてご提出願います。
振込先はメニューごとに指定の口座をお知らせします。
入金確認後に貴社へ受領証を発送いたします。

寄付金額と支援特典

入金方法
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税制優遇と表彰制度

寄付メニューへのご支援は法人税の控除が受けられます。
寄付金名称：特定公益増進法人に対する寄付金
根拠法令：法人税法 第37条第4項
免税措置：寄付金は、貴社が通常有する寄付金損金算入限度額とは別枠で、損金に算入

赤十字活動資金のご協力に対しては、日本赤十字社や国からの表彰制度がございます。

＜ 表彰の例 ＞

[ 金色有功章 ]

50万円以上のご協力で贈呈

[ 厚生労働大臣感謝状 ]

300万円以上のご協力で国へ内申

〒105-8521 東京都港区芝大門１－１－３
日本赤十字社 事業局 パートナーシップ推進部 ファンドレイジング課
TEL ０３－３４３７－７０８２（ダイヤルイン）
MAIL fund@jrc.or.jp

お問い合わせ先

税制優遇

表彰制度
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