
大分赤十字病院
〒870-0033 大分市千代町2丁目2-37
TEL（097）532-6181・FAX（097）533-1207
http://www.oitasekijyuji.jp/

大分赤十字血液センター 献血ルーム・わったん
〒870-0889 大分市大字荏隈717-5
TEL（097）547-1151・FAX（097）547-1141
http://www.bc9.org/

〒870-1198 大分市大字玉沢字楠本755番地の1
　　　　　　 「トキハわさだタウン」3街区2階
TEL（097）574-6822・FAX（097）542-5777
予約専用　　0120-489-150

ヨ ヤ ク   イ コ ー

http://www.oita.jrc.or.jp

大分市
大分城址公園

外壁を赤く照らします

　先人たちが強く訴えた「人道」への理解を深
め、ともにその大切さを発信することを目的と
して、全国の歴史的建造物やランドマークとな
る施設、企業など、５月上旬に赤色でライトアッ
プします。

５月７日㈪～
　　11日㈮

19：00～21：00

赤十字レッドライトアップ 2018
～世界とともに赤十字の灯りをともす日に～

レッドライトアッププロジェクト

なぜ5月なの？
▶５月１日は、日本赤十字社（前身：博愛社）の設立日
▶５月８日は、世界赤十字デー
　（赤十字の創始者であるアンリー・デュナンの生誕日）
このような歴史的な背景から赤十字にゆかりの深い
５月を赤十字運動月間としています。

第２回日本赤十字社大分県支部評議員会が２月９日㈮に大分
市のトキハ会館で開催されました。副支部長をはじめとする
評議員が出席、当支部の平成30年度予算が承認されました。

Q1  日赤病院と血液センターと同じ施設？

Q２  災害の時にだけ活躍するイメージ。
 　普段は何に寄付金が使われているの？

Q３  救援物資として備蓄している資材の
 　種類と数量は？

Q４  赤十字の事業に参加する
 　一般の人ってどれくらい居るの？

日赤大分県支部のこと、もっと知ってほしい日赤大分県支部のこと、もっと知ってほしい

̶̶答えはすべてこのなかに。
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５月は赤十字運動月間です

平成29年７月11日、日田市小野地区へ向かう医療救護班員

赤十字のことどのくらい知っていますか？赤十字３施設の情報をリアルタイムで発信中！「赤十字大分 Facebook」で検索して、いいね！をお願いします。

アートプラザ
●

●
大分県庁

大分城址公園
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大分市保健所
●

松栄神社

大分市
市役所

●

「日赤おおいた」のバック
ナンバーは、こちらから
ご覧になれます。

点灯日

点灯時間

平成30年度予算が承認されました

歳入の部歳入の部
243,873,000円243,873,000円

歳出の部歳出の部
243,873,000円243,873,000円

災害救護活動災害救護活動
社会活動費社会活動費

55,597,000円55,597,000円

その他事業費その他事業費
3,000,000円3,000,000円

1,000,000円1,000,000円

29,882,000円29,882,000円

45,020,000円45,020,000円

25,099,000円25,099,000円

日赤本社への
送納金支出
日赤本社への
送納金支出

総務管理費総務管理費

2,574,000円2,574,000円

資産取得及び
資産管理費
資産取得及び
資産管理費

積立金支出積立金支出

1,200,000円1,200,000円

基礎整備交付金・
補助金支出

基礎整備交付金・
補助金支出 17,684,000円17,684,000円

国際活動費国際活動費
77,000円77,000円

26,075,000円26,075,000円

指定事業
地域振興費
指定事業
地域振興費

18市町村の
赤十字窓口への
交付金支出

18市町村の
赤十字窓口への
交付金支出

社資(寄付金)募集・
広報活動費

社資(寄付金)募集・
広報活動費

36,305,000円36,305,000円

繰入金収入繰入金収入
5,100,000円5,100,000円

補助金及び
交付金収入
補助金及び
交付金収入

1,971,000円1,971,000円
社資(寄付金)収入社資(寄付金)収入
205,000,000円205,000,000円

雑収入雑収入
8,799,000円8,799,000円

前年度繰越金前年度繰越金
23,000,000円23,000,000円

種類 表彰基準額

日
本
赤
十
字
社
か
ら

特別社員 ２万円以上

支部長表彰状・感謝状 10万円以上20万円未満

銀色有功章 20万円以上

金色有功章 50万円以上

日本赤十字社
社長感謝状 金色有功章受章後更に50万円以上

国
か
ら

厚生労働大臣 100万円以上500万円未満

紺綬褒章 500万円以上

区分 措置の内容 適用期間

所得税の

控除

寄付金の全額(ただし、上限は寄
付者の年間所得総額の40％)から
２千円を差し引いた額が、寄付者の
年間所得総額から控除されます。

通年

相続税の
非課税

寄付した相続財産の価格は、相続
人が納めるべき相続税の課税価格
に算入されません。

通年

日本赤十字社への寄付に対する表彰制度 税制上の優遇措置のご案内



緊急時の手当や事故防止に必要な知識と技術の普及に努めています。

県内では208校（園）約34,000人のメンバーが青少年赤十字（JRC）に加盟
し、実践活動を通して、１人１人がリーダーとなり、未来を担う力を育みます。

平成28年度実績
大分県下のJRC加盟率は36.5％（全国平均33.1％）

赤十字職員による防災などの授業を24校（園）で行いました。

世界191か国にある赤十字と連携し、必要
な地域に支援を届けます。大分県支部では、
毎年12月に海外たすけあいキャンペーンを
行い、海外救援金を受け付けます。

　今後起こりうる災害に備えて『防災・減災』の意識向上のため、各地で防災セミナーを開催します。
　発災した際には、医療救護班を派遣し被災者のストレスを軽減するのはもちろん、日頃より様々な公私機関の訓練に参加し、
体制強化に取り組みます。また、救援物資を整備し、被災地へお届けするとともに、義援金の受付を行います。

皆様から寄せられる赤十字への寄付金は、
災害時以外にも、様々な事業に使われています

災害救護活動 　『防災・減災』を広めるとともに被災者に寄り添う支援を行うために

日赤大分県支部が保有する救援物資　　　　 （H30年2月末時点）　　

講習普及事業　 とっさの時に『命を救える人』になるために

青少年赤十字
（JRC＝  unior    ed    ross）JJ CCRR

「気づき、考え、実行する」力を
育むために

世界の紛争や災害で
苦しんでいる人のために国際活動

赤十字ボランティア
社会に役立ちたいという

同志が集まる場所に

日田市小野地区での巡回診療
（平成29年九州北部豪雨）

ＡＥＤの使い方や
心肺蘇生などを学ぶ

「救急法講習」

子どもの事故の予防や
手当などを学ぶ

「幼児安全法講習」

高齢者介助の方法や
自分の家族を守るための
「健康生活支援講習」

JR大分駅で海外たすけあい募金活動を行う園児ら

水の事故から身を守るための
「水上安全法講習」

職員が地域に出向き、
各地で防災セミナーを実施

※当支部庁舎だけでなく、県内18市町村にも赤十字の救援物資を備えています。

定期的に救護訓練を実施
（平成29年九州八県支部合同災害救護訓練）

平成28年度実績
災害関係の訓練・研修会参加回数 14回
防災関係セミナーの開催回数      13回
　　　　　　　　　　受講者　857名

赤十字の活動は、職員だけなく、多くのボ
ランティアの方たちが活躍しています。

平成28年度末時点で41団5,325名の方が
在籍しています。

平成28年度実績
講習回数　　321回
受講者　　11,452名

指導員（延べ人数）
日赤職員　　　83名
ボランティア　69名
　　　    　計152名

救援物資の積み下ろし
（平成29年台風18号災害）

県教育委員会との共催で
教員を対象に

防災教育研修会を行います

夏休みには３日間生活を共にし、
自分にできることを考えます

（リーダーシップトレーニングセンター）

職員が出向き、小中学校での
出前講座を行います

（サポートプログラム）

ボランティアによる
託児付きの講習会も

行っています

毛布 タオル類 緊急セット
(生活消耗品24品)

ブルーシート 安眠セット
(マットや簡易枕等 )

1,883枚 1,502枚 975セット 964枚 417セット

従

　来

新
制
度

名　称

社　員

寄付者

名　称

会　員

協力会員

　　　　社 資 額

社費（年額500円以上） 

寄付金（社費以外）

　　　社資(会費)額

年額2,000円以上

目安として年額500円以上

定　義

運営に参画する支援者

幅広い支援者※これまでの寄付者を含む

社員は、会員へ
社費は、会費へ

年額2,000円以上を納入し、赤十字会員として名簿登録を許可して下さった方には、日赤大分県支部よりイベントのご案内や、
広報誌を送付させていただきます。(名簿登録の可否は、書面をもって日赤大分県支部が該当者にご連絡を差し上げたうえでご回答していただきます。)　

皆様には協力会員・会員として、引き続きご支援をよろしくお願いいたします

10年前と比べると
自治会を通していただく寄付が

約2,300万円
少なくなりました。

赤十字に寄せられる自治会を通していただく寄付金の推移(単位：円)
＜参考＞

※平成29年度は、平成30年２月末時点での見込額

※自治会を通していただく寄付の他に個人からの
　高額寄付（20万円以上）や法人からの寄付があります。

県民の皆さまへ

日赤大分県支部って？

　昨年は、大雨や台風により県内が被災し、日赤大分県支部は、県や市町村の要請により救援物資
を届けるとともに、大雨災害では日田市に医療救護班を派遣いたしました。災害への関心が高ま
る今だからこそ、赤十字の「いのちと健康を守る」ための事業を必要とする地域や人々の声に応え
てまいります。
　災害時だけでなく、平時における赤十字事業へもご理解をいただき、引き続き、活動資金へのご
協力をはじめとする皆様からのあたたかいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　日赤大分県支部は、赤十字病院でも
なく血液センターでもない赤十字の施
設です。災害時はもちろん、平時におい
ても職員12名で、様々な事業を行って
います。
　ただし、災害が起きた時に被災地へ
向かう医療救護班は、赤十字病院と血
液センターの職員も班要員になり、赤
十字職員一丸となって被災者支援を行
います。

日本赤十字社大分県支部　支部長　広瀬勝貞

平成29年
４月１日より

「社員制度」が
新しくなりました

災害救護活動
支援・救護資機材の整備・
防災セミナーの開催など

災害救護活動
支援・救護資機材の整備・
防災セミナーの開催など

69円69円

56円56円

22円22円

44円44円

22円22円
20円20円

71円71円

25円25円

99円99円

72円72円

救急法や幼児安全法などの
講習会の開催

救急法や幼児安全法などの
講習会の開催

赤十字ボランティアの活動赤十字ボランティアの活動

青少年赤十字（JRC）の活動青少年赤十字（JRC）の活動

社会福祉活動費/血液事業費
基盤整備交付金・補助金支出
社会福祉活動費/血液事業費
基盤整備交付金・補助金支出

指定事業地方振興費
（市町村への救護資機材整備）/

積立金支出

指定事業地方振興費
（市町村への救護資機材整備）/

積立金支出

国際開発協力事業費分担金
日赤本社への送金（社資の15％）
国際開発協力事業費分担金

日赤本社への送金（社資の15％）

赤十字事務や
事業を行うための
18市町村への交付金

赤十字事務や
事業を行うための
18市町村への交付金

社資募集や広報活動社資募集や広報活動

庁舎や事務用機器の
管理・光熱費・社会保険料など

庁舎や事務用機器の
管理・光熱費・社会保険料など

28年度決算をもとに算出
（災害義援金は含みません）

寄付金の使われ方

(協会会員の目安額)
500円

 

132,539,480

143,410,275

152,714,471

132,168,932
129,320,000

100,000,000

110,000,000

120,000,000

130,000,000

140,000,000

150,000,000

160,000,000

１８年度 ２３年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度


