
2022年

危機を前に、人は弱い。
でも、

危機を前に、人は強い。
災害や感染症の脅威が訪れた時。

人は不安になる。恐怖に怯える。

けれど、人は励まし合い、前に進むことができる。

私たちは知っています。

大切な人を守ろうとする姿を。

災害に立ち向かおうとする人たちの強さを。

そんな思いに応えて、ともに乗り越えていくために。

災害の現場で、赤十字の医師・看護師・ボランティアが活動をつづけます。

　　　　　救うを託されている。あなたとともに。

076‐432‐8137 076‐432‐8238

日本赤十字社富山県支部
富 山 赤 十 字 病 院
富山県赤十字血液センター
マ リ エ 献 血 ル ー ム

930‐0859 富山市牛島本町2丁目1番38号

日本赤十字社富山県支部・施設所在地一覧

上記の他、日本赤十字社に対するご寄付について、以下の表彰に
内申いたします。
●厚生労働大臣感謝状…個人100万円以上、法人300万円以上
を一時または数次（同一年度内）に納められた方。
●紺綬褒章…個人500万円以上、法人1000万円以上を一時また
は数次に納められた方（数次の場合、分納のお申し出が必要）。

　近年、大切な方を亡くされた方々から「故人の遺産を社会のために寄付したい」というご相談や、「自分で築いた
財産を相続させた後の余剰財産を寄付したい」というお申し出をいただいております。
　日本赤十字社は、こうした尊いご意志に応えるために、遺言によるご寄付・相続財産のご寄付を承っております。
信託銀行等の専門機関の紹介なども行っておりますので、支部総務課にご相談ください。

遺贈・相続財産
のご寄付

赤十字会員の加入・寄付金の納入方法

赤十字へのご寄付に適用される税の優遇措置

※②、④につきましては募集額に制限がありますので、支部総務課にお問い合わせください。

1 お住まいの地域で 市町村・行政センターの福祉担当課や社会福祉協議
会に日赤窓口があります。

2 銀行からのお振込は 専用の振込用紙（手数料無料）をお送りいたします。
（北陸銀行・富山第一銀行 取扱）

3 口座からの自動引落は 専用の申込用紙をお送りいたします。

4 インターネット（クレジットカード）で 日本赤十字社のホームページ「寄付をしたい」から
クレジットカードによる納入ができます。

5 直接ご持参 日本赤十字社富山県支部で受付けております。

※詳細、用紙送付希望につきましては支部総務課にお問い合わせください。

※詳細につきましては支部総務課にお問い合わせください。

個
　
人

法
　 

人

区分 措置の名称 措置の内容
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。

寄付した相続財産の価額は、相続人の納めるべき
相続税の課税価格に算入されません。

法人が支出した指定寄付金の額の全額が、寄付
金の損金算入限度額にかかわらず、損金の額に
算入されます。

法人が支出した特定公益増進法人に対する寄付
金の額のうち、一般の寄付金の損金算入限度額
と、別枠で算出した特別損金算入限度額との合計
額までの金額が損金の額に算入されます。（法人
の資本金等の額や所得の金額によって限度額が
算出されます。）

期間

通年①所得税の控除

②相続税の非課税

③指定寄付金

④特定公益増進法人
　に対する寄付金

通年

4月～
9月

通年

日本赤十字社へのご寄付は確定申告することで個人の所得税や企業の法人税の控除を受けられます。
表彰
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区分 会費額

毎年2千円以上で累計額が2万円以上

種別

特別社員

一時又は累計額が20万円以上銀色

一時又は累計額が50万円以上金色

一時又は累計額が20万円以上銀色

一時又は累計額が50万円以上金色

（個人：金色有功章）（　　　　）個人：銀色有功章
法人：銀・金色有功章（　　　　）個人：特別社員

個人：銀・金色有功章

930‐0821 富山市飯野26番1号

930‐0859 富山市牛島本町2丁目1番58号

930‐0821 富山市飯野26番1号

930‐0003 富山市桜町1‐1‐61 マリエとやま6階

076‐451‐7878 076‐451‐6872
076‐433‐2222 076‐433‐2274
076‐451‐5555 076‐451‐4803
076‐445‐4500 076‐441‐1722

支 出
支出合計

222,459千円
222,459千円収入合計

※令和3年度決算は、代議員会を経て確定次第（6月末頃）ホームページに掲載します。

赤十字活動への
ご支援をお願いいたします。

収 入

令和4年度 日赤富山県支部
一般会計収支予算の概要

（　　　　　　　　　　　　　  ）赤十字病院、血液センターの運営につきましては、診療報酬や薬価等により
賄われており、一般会計には含まれておりません。

14.8%14.8%

施設準備資金
積立金等
施設準備資金
積立金等
32,838千円32,838千円

1.3%1.3%

予備費予備費
3,000千円3,000千円

6.9%6.9%

災害救護活動に災害救護活動に
15,348千円15,348千円

13.8%13.8%

救急法等の普及、
青少年赤十字活動、
奉仕団育成に

救急法等の普及、
青少年赤十字活動、
奉仕団育成に
30,659千円30,659千円

国際活動、
本社の全国事業に
国際活動、
本社の全国事業に

12.6%12.6%
28,119千円28,119千円17.9%17.9%

支部の業務
運営に
支部の業務
運営に
39,784千円39,784千円

5.2%5.2%

医療・血液事業の
推進に
医療・血液事業の
推進に
11,500千円11,500千円

13.3%13.3%

赤十字思想の
普及と会員の
増強に

赤十字思想の
普及と会員の
増強に
29,549千円29,549千円 14.2%14.2%

市町村の赤十字活動、
奉仕団の活動に
市町村の赤十字活動、
奉仕団の活動に
31,662千円31,662千円

　
166,000千円
18,000千円
38,459千円

内　　訳
●個人からの活動資金
●法人からの活動資金
●前年度繰越金・その他

富山県立乳児院（指定管理者）



養成数
●看護大学（R3年度）

日本赤十字社は、「いのちと健康を守る」様々な活動に取り組んでいます。
その活動を支えているのは、みなさまからお寄せいただく「活動資金」です。
日本赤十字社は、「いのちと健康を守る」様々な活動に取り組んでいます。
その活動を支えているのは、みなさまからお寄せいただく「活動資金」です。 ※特に標記のない各項目のデータは令和2年度中のものです。

富山県支部の救護体制
●災害派遣医療チーム（DMAT）
●常備医療救護班
●災害医療コーディネートチーム
●移動組立式炊飯器 貸出し回数3回延5基
●AED 貸出し回数3回延3台

結成数 地域53団・青年2団・特殊7団（合計3,610人）
主な活動実績
●ひとりくらし高齢者訪問活動

●地域防災、救護活動の参加

●街頭献血呼びかけ

●施設等奉仕作業

●富山県支部参加国際活動
●レバノンシリア難民支援事業
●アジア・大洋州給水・
 衛生キット支援事業
●東アフリカ地域保健強化事業

●NHK海外たすけあい
（富山県支部取扱い分）・・・・・・ 648件 4,697,475円

JRC（ジュニア・レッド・クロス）加盟数（Ｒ3年度）
●幼・保園

●小学校

●中学校

●義務教育学校
●高等学校
●特別支援学校

実践目標「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」
態度目標「気づき」「考え」「実行する」

●外来患者数／入院患者数

●救急車搬送患者数

●地域医療機関からの
紹介患者数

●訪問看護

●健診者数

●献血者数
（内訳）
献血バス
献血ルーム

●県内献血協力団体数

●県内供給医療機関数

●骨髄バンク登録者数

（うち、R2年度新規登録者数264人）

●措置入所児童数

●一時保護委託児童数

●ショートステイ利用児童数

●病児・病後児保育利用児童数

赤十字活動資金へのご協力に感謝申し上げます。

赤十字の活動は、個人・法人の
みなさまや各町内会を通じて

ご協力いただく活動資金に支えられており、心から感謝申し上げ
ます。引き続き、温かいご支援とご協力をお願いいたします。

活動資金のお願い

厚生労働大臣感謝状
故　池上　一浩（富山市）
池上　佳子（富山市）
圓谷　朗雄（富山市）
髙木　信行（砺波市）
髙野　光子（高岡市）
堂田　重明（富山市）
牧田　和樹（富山市）
満間　信江（富山市）
森　𠮷明（富山市）
横山　新一（富山市）
朝日印刷（株）（富山市）

樋口　ちづ子（富山市）
（株）アーキジオ（高岡市）
（一財）浅田慈善園（富山市）
黒部エムテック（株）（黒部市）
コーシン・サントリービバレッジ（株）富山支店（富山市）
（株）米三（富山市）
津根精機（株）（富山市）
富山県信用組合（砺波市）
（株）バロン（富山市）
北星ゴム工業（株）（黒部市）
（株）北陸銀行（富山市）
北陸プラントサービス（株）（富山市）
（株）北陸プレート製作所（富山市）
ホテルグランテラス富山（富山市）
明治薬品（株）（富山市）日本赤十字社社長感謝状

岩上　幹夫（黒部市）
小西　広一（富山市）
三條　孝順（富山市）
竹田　幸悦（立山町）
延野　源正（高岡市）

笹木　隆（富山市）
上不　収治（朝日町）
曽田　朝子（高岡市）
竹内　時正（射水市）
塚田　貞子（入善町）
中島　直美（富山市）
西田　弘（富山市）
松長　一雄（高岡市）
松長　久子（高岡市）
松林　富子（南砺市）
水越　博子（富山市）
水越　靖（富山市）
安井　千明（富山市）
吉田　とし子（射水市）
アイディック（株）（射水市）
石動コーキング（株）（富山市）
射水工業（株）（射水市）
（株）かけい補償コンサルタント（富山市）
（株）グッドクラスター（砺波市）

金色有功章
故　青木　和枝（大阪府）
押川　和子（高岡市）

富山赤十字看護専門学校は令和3年3月に閉校しました。

富山赤十字病院は、24時間
365日断らない救急医療
の提供を実施しています。

閉校記念の碑の前で最後の卒業生

15市町村への配備
●救護所用テント
●炊き出し用炊飯器
●AED
●小型発電機
●災害救援車

▶令和2年度から、避難所での感染症対策として大型サーキュレーターを5ヶ年の計画で179の小学校に配備しています。
（R2年度は20ヵ所、Ｒ3年度は50ヵ所配備）

国内災害救護

せいかつを支えるせいかつを支える ひとを育むひとを育むいのちを救ういのちを救う

国際活動 医療事業

血液事業 富山県赤十字血液センター
マリエ献血ルーム

富山県立乳児院
（指定管理者）

富山赤十字病院

赤十字奉仕団 青少年赤十字

看護師などの教育

社会福祉事業

自然災害、火災による被災者への
毛布・緊急セット（日用品）の配布
●配布実績 10市町 38世帯71人
●備蓄数　毛布 1,526枚
　　　　　緊急セット 997組
　　　　　安眠セット 354組

○幼・保・小・中・高 41校
　（教職員、PTA等対象）
○町内会・自主防災会 43地域
○企業 9法人
○その他 17団体

開催実績
●救急法
●水上安全法
●健康生活支援
●幼児安全法
●防災講習

主な講習開催団体

救急法などの講習

日本赤十字
豊田看護大学

主な活動  ●防災教育　●奉仕活動　●国際交流

三機工業（株）北陸支店（富山市）
（有）ジェイズコーポレーション（富山市）
神通運輸（株）（富山市）
世界平和統一家庭連合富山教区（富山市）
タナベ自動車（株）（高岡市）
中越興業（株）（南砺市）
富山間税会（富山市）
富山市農業協同組合（富山市）
成瀬電気工事（株）富山支店（富山市）
日清工業（株）（富山市）
日東メディック（株）（富山市）
（株）ハマデン（富山市）
（株）福見建築設計事務所（富山市）
（株）北陸セラミック（魚津市）
北陸電力（株）（富山市）
（株）森山電機製作所（富山市）

敬称略・五十音順（令和3年4月1日から令和4年3月
31日までに受章された方） 
※受章された方のご意向を確認して掲載しています

▶ウクライナ人道危機をはじめとした紛争や災害、病気など
に苦しむ人々を救うため、世界192の国と地域からなる
ネットワークを活かした人道支援活動を行っています。

ウクライナ人道危機
Ⓒポーランド赤十字社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5名（奨学生）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,181人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 延41回

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 延55回

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 延809回

　

 14園   1,312人

137校 27,837人

 73校 25,455人
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3校      409人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15校   1,940人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5校      221人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2チーム１6人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８班４８人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1チーム5人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３基

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2台

　
1日平均831人／316人

・・・・・・・・・・ 1日平均11.2人

・・・・・・・・・・ 1日平均26.7人

登録者229人に延7,447回

・・・・・・・・・・・・・・・ 延8,806人

・・・・・・・・ 延37,468人

・・・・・・・・ 延20,304人
 ・・・・・・ 延17,164人

525団体
（市町村、事業所、学校、街頭）

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70医療機関

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,838人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 延5,376人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 延540人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 延86人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 延108人

　
・・・・ 304張

50台
・・・・・・・・・・・・・・・   11台

・・・・・・・・   18台
・・・・・・・・   32台

　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42回 　864人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   5回 　158人
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15回 　434人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37回 　448人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24回 1,224人


