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 九州地区ブロック  

 

第１７回献血推進運動中央連絡協議会における協議事項について 

 

１． 平成２６年度に行われた事業等の実績評価 

 

都道府県名 

 

 

事業等の名称 

 

事業内容 

本事業の効果・効果の要因・27 年度に向けた改善点 

（献血者数、参加者数等の数値で表せる場合は

記載する） 

福岡県 

 

 

 

献血感謝の集い「献

血 Thanks day in ヤ

フオクドーム」 

 

 

・福岡ソフトバンクホークスのオ

ープン戦へ招待 

・入場ゲートにてサンプリング配

布 

・コンコース内に２カ所のブース

を設置しアンケートを実施 

・ビジョン及びモニターCM 

・ラッキー7 応援歌、勝利花火社

名掲出 

・招待者の小、中学生のうち 12

名は始球式等の試合前イベン

トへ参加 

・事業効果：招待者 250 組 500 名、来場者数 3

4,160 人。また、当日はテレビ中

継もあり、来場者以外の多くの県

民にアピールができた。 

・効果要因：広島東洋カープとのオープン戦で

あったことから来場者も非常に

多く、ブースも大盛況であった。 

・改善点：事前準備間が短期間であったため、

担当者の作業がタイトとなってしま

った。 

地域プロスポーツ団

体との協働による献

血推進 

 

 

・地元プロサッカーチームが告知

等の献血推進活動を実施 

・ホームゲーム時に献血を実施。 

・チーム関連商品を処遇品として

配布 

・事業効果：献血者 162 名（２日間合計） 

・効果要因：スポーツチームによる告知 

・改善点：特になし 
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地元民営鉄道と協働

した献血広報活動 

・地元民営鉄道会社所有の車両 1

編成（2 両）に献血告知のフル

ラッピングを施工し、沿線住民

への献血推進を展開する。 

・事業効果：沿線には高校が多数あり、通学手

段として利用していることもあ

り、大きな広報効果があった。ま

た、本事業を通して、鉄道会社と

友好な関係が形成され、ポスター

掲示の無償対応等、今後の広報展

開へ向けて有益なものとなった。 

・効果要因：本電車の運行開始１ヶ月前に移転

開設を行った献血ルームの広報

活動との相乗効果もあった。 

・改善点：特になし 

佐賀県 献血ふれあいフェス

タ 

・献血推進団体に対する感謝状等

の伝達、贈呈 

・ステージでの地元ミュージシャ

ンによるライブや献血クイズ 

・学生ボランティアによる献血の

呼びかけ 

・けんけつちゃんとの記念撮影 

・事業効果：献血者数 98 名 

・効果要因：イベント告知のため、１ヶ月前か

らラジオ放送での呼びかけを行

ったこと。 

・改善点：若年層への献血啓発に繋がるような

取組を行う。 

はたちの献血キャン

ペーン 

・学生献血協議会と連携して、キ

ャンペーンを実施 

・学生ボランティアによる街頭呼

びかけ、けんけつちゃんとの記

念撮影を実施 

・事業効果：献血者数 81 名 

・効果要因：イベント告知のため、１ヶ月前か

らラジオ放送での呼びかけを行った

こと。 

・改善点：若年層への献血啓発に繋がるような

取組を行う。 
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長崎県 夏休み親子献血教室 ・事前に子供達から寄せられた疑

問への回答、献血ＤＶＤの視

聴、血液型・輸血・献血につい

ての講話を実施 
・保護者が献血する様子の見学。

また、模擬体験のＡＢＯ式血液

型判定や献血の呼びかけ、感想

文の提出を実施した。 

・事業効果：参加者数 21 名。ＴＶ放映後、次

回開催に関する問い合わせ等の反響

があった。 

・効果要因：参加申し込みの際、血液や献血に

ついての疑問や質問を事前に提出

していただいた事で、子供達が何

を知りたいか、何に興味があるか

を把握でき「献血教室」の構成に

活かせた。 

・改善点：より多くの受け入れができるように

小学生と中学生を別々に開催す

る。内容も夏休みの自由研究に生

かせるようなものとする。 

熊本県 Ｏｎｅ Ｍｏｒｅ献

血キャンペーン 

 

 

・４００ｍＬ、成分献血に協力す

る毎にキャンペーンカードを

１枚渡し、カードを２枚集めた

方に記念品（オリジナルくまも

んグッズ）を渡す。 

 

・事業効果：平成 26 年度複数回献血協力者率

32.2% 

・効果要因：魅力のある記念品 

・改善点：1 年間同じ記念品であったため、1

度記念品をもらった方がキャンペ

ーン期間中にまた献血したいと思

えるように、年間を通して記念品

を替える等の工夫をする。 

大分県 高校生献血の輸拡大

推進事業 

 

・校内での献血の実施、啓発物品

の配布による呼びかけや文化

祭での献血パネルの作成展示 
・献血に関するアンケート、クイ

ズの実施や、講演会の開催 

・事業効果：活動校の学生たちの献血への認識

度が高まり、献血推進への効果が

あった。 

・効果要因：特になし 

・改善点：活動校のさらなる掘り起こし 
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・献血推進団体主催の献血事業に

参加。 
・献血ポスターの作成や献血キャ

ラクターの周知（着ぐるみ等） 
夏休み親子けんけつ教

室 
 

・献血ルーム及び九州ブロック血

液センターにおいて、献血全般

の説明や血液の検査、製剤工程

の見学会を実施 

・事業効果：参加者数 小学生 4 年生～6 年生

とその親子 40 名。献血、血液に

興味を持ってもらえ、将来の献血

の視野を広げることができた。 

・効果要因：特になし 

・改善点：特になし 

キッズ献血 ・小学生以下を対象として、将来

の献血を担う子供に模擬献血

体験を実施 

・事業効果：来場者数 283 名（体験者数 166 名）

献血に興味を持ってもらえ、将来

の献血の視野を広げることがで

きた。 

・効果要因：特になし 

・改善点：特になし 

宮崎県 みやざき愛の献血運

動推進県民大会 

 

 

・献血運動協力団体の表彰及び講

演を実施 
・事業効果：来場者数約 200 名 

・効果要因：本大会に関するマスコミ報道（新

聞及びテレビのニュース）等によ

り、県民に対して献血に対する意

識付けができた。 

・改善点：平日の開催であったため、献血サポ

ーター事業所からの参加が少なかっ

た。 



5 

 

鹿児島県 輝けヤングハート&

ヘルス事業 

 

 

・２０歳～３９歳で健康チェック

か献血の一方または、両方希望

する方に対し、献血時の検査と

併せて、特定検診に準じた生活

習慣関連の検査項目を増やし、

問診と腹囲測定を実施 

・事業効果：献血者数（20～30 代）617 名、健

康チェック者数 632 名 

・効果要因：献血バスでの２０代３０代初回献

血率は、県全体よりも本事業のほ

うが割合が高く、初めて献血に参

加するきっかけとなっている。 

・改善点：SNS 等で事前広報を行っているが、

周知が不十分であるため、広報手段

を検討する必要がある。 

ヤング献血フォーラ

ム 

 

 

・高校生以上２９歳以下を対象と

して、ミニライブや献血ＤＶＤ

の上映、若者フリートークセッ

ション、献血クイズ、献血を実

施 

・事業効果：来場者数 470 名 

・効果要因：特になし 

・改善点：開催地近隣の高等学校等から、より

多くの参加者が得られるよう動員を

お願いする。 

沖縄県 サンキューレター＆

応援メッセージ交換

セレモニー 
 

・輸血を受けた患者さんからの感

謝メッセージと献血者からの

応援メッセージを交換するセ

レモニーを開催。取材報道をし

てもらった。 

・両メッセージは献血会場で常時

展示を行った。 

・事業効果：来場者数約 50 名  

・効果要因：新聞・テレビで報道があり、献血

推進広報となった。 

・改善点：前回よりもマスコミ報道が少なかっ

た。 
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２． ２７年度献血推進計画に盛り込まれている事業の取組予定 

①学生献血推進ボランティア等（同世代からの働きかけ）の広報活動 

 

都道府県名 
予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うにあたっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 

 

・博多どんたく港まつりのパレードへの参加 

・サマーキャンペン、クリスマス献血キャンペーン、

はたちの献血イベントの実施。 

・血液センター 

・ライオンズクラブ 

・学生ボランティア 

佐賀県 ・大学献血の実施 

・献血ふれあいフェスタでの街頭呼びかけ。 

・サマー献血キャンペーン、クリスマス献血キャンペ

ーン、はたちの献血キャンペーンの実施。 

・血液センター 

・ライオンズクラブ 

・学生ボランティア 

長崎県 ・学生献血推進合同研修会への協力 

・献血サマーイベント、クリスマス献血キャンペーン、

はたちの献血キャンペーンの実施。 

・血液センター 

・学生ボランティア 

熊本県 

 

・世界献血デーにおける献血ルーム前街頭呼びかけ。 

・ハービット探検隊へのスタッフ参加。 

・血液センターオープンキャンパス（高校生対象献血

セミナー）の実施。 

・ハロウィン献血キャンペーン、クリスマス献血キャ

ンペーン、はたちの献血イベントの実施。 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・ライオンズクラブ 

大分県 ・大分県学生献血サポーターによる、サッカー試合会

場での献血啓発等の実施 

・リレーフォーライフでの献血啓発活動。 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・プロサッカーチーム 
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・はたちの献血キャンペーンの実施。 

宮崎県 ・こいのぼり献血、クリスマス献血、節分献血の実施。 ・血液センター 

・学生ボランティア 

・学生赤十字奉仕団 

鹿児島県 ・ライオンズクラブ、ライオネス支部、純心大学ボラ

ンティア部との広報活動。 

・学生クリスマス献血キャンペーン、はたちの献血キ

ャンペーン、バレンタイン献血、ホワイトデー献血

の実施。 

 

・血液センター 

・ライオンズクラブ 

・学生ボランティア（部） 

沖縄県 ・世界献血者デーによる街頭献血キャンペーンの実施。 

・七夕キャンペーン（サンキューレター）、クリスマ

ス献血キャンペーン、はたちの献血街頭キャンペー

ンを実施。 

・夏休み親子献血教室の実施。 

・血液センター１日所長委嘱状交付式の実施。 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・医療機関 

 

②「献血セミナー」や血液センター等での体験学習への取組 

 

都道府県名 
予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うに当たっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 ・小中高生に対する献血セミナーを実施。 九州ブロッ

ク血液センターにおける検査、製剤化などの見学会

を実施。 

・専門学校に対する献血セミナーの実施。 

・血液センター 

・教育委員会 

・専門学校 
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佐賀県 ・スライドセミナー、九州ブロック血液センターの見

学会（夏休みこども献血教室）を実施。 

・血液センター 

長崎県 ・小中学校、高校、大学向けに献血セミナー、センタ

ー見学会を実施。 

・献血親子セミナーの実施 

・血液センター 

・教育委員会 

・大学 

熊本県 

 

・高校、大学向けに献血セミナー、血液センター見学

会を実施。 

・学生献血推進協議会研修会（１泊２日のセミナー、

ディスカッション）の実施。 

・ハービット探検隊（親子セミナー、血液センター施

設見学、模擬献血、赤十字体験）を実施。 

・血液センター 

・教育委員会 

・学生ボランティア 

・大学 

大分県 

 

・高校等向け献血セミナーを実施。 

・学生献血推進協議会全体説明会を実施。 

・赤十字体験、パーク内でのキッズ献血（模擬献血体

験）を実施。 

・ライオンズクラブ献血セミナーを実施。 

・夏休み親子けんけつ教室を実施。 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・ライオンズクラブ 

・教育委員会 

宮崎県 ・高校等向け献血セミナーを実施。 

・ＪＲＣ加盟の小・中学校等向け献血セミナーを実施。 

・夏休み献血教室、夏休み献血ルーム親子見学会を実

施。 

・ライオンズクラブ献血セミナーを実施 

・鹿児島県、宮崎県学生献血推進協議会合同研修会を

実施。 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・ライオンズクラブ 

・教育委員会 

鹿児島県 ・中学生職場体験学習の受入れを実施。 

・中学、高校向け献血講座の実施。 

・血液センター 

・教育委員会 
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・ＬＣ、ＲＣ等からの献血講座の受付。 

・薬学生実務実習における献血普及啓発。 

・青少年のための科学の祭典、キッズ未来フェスタ（車

両展示等ブースを設置、キッズ献血（小学生の模擬

献血体験））を実施。 

・大学 

沖縄県 ・高校・大学・専門学校でのセミナーを実施。 

・ライオンズクラブ献血セミナーを実施。 

・高等学校の献血関係者向け講習会を実施。 

・血液センター 

・ライオンズクラブ 

・教育委員会 

・大学、専門学校 

 

③大学等における献血の推進及び将来の医療従事者を目指す者に対する普及啓発の取組 

 

都道府県名 

       

予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うに当たっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 

 

 

・大学、専門学校に対する学内献血の協力依頼。 

・通年「もう一度献血行こう」キャンペーンを大学、

専門学校にて実施。（初めて献血を経験される方、

キャンペーンカードを持った方へ粗品をプレゼン

ト。） 

・血液センター 

・大学、専門学校 

 

佐賀県 

 

・大学献血の実施。 

・佐賀大学医学部学生向けに血液センター研修を実施。 

・血液センター 

・大学 

長崎県 

 

・高校、大学における校内献血を実施。 

・インターンシップ受入。 

・はたちの献血キャンペーンを実施。（大学において

イベントを開催） 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・大学 
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熊本県 

 

・大学献血の実施 ・血液センター 

・学生ボランティア 

・大学 

大分県 

 

・高校、大学、専門学校における校内献血を実施 ・血液センター 

・学生ボランティア 

・教育委員会 

・大学、専門学校 

宮崎県 ・大学、短大における校内献血を実施 

・医学部学生を対象とした研修を実施。 

・医療専門学校の学生を対象とした献血セミナーを実

施。 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・大学、短大、専門学校 

 

鹿児島県 ・学内献血を実施。 

・学生献血推進協議会総会の開催 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・大学 

沖縄県 ・大学、専門学校における校内献血を実施 ・血液センター 

・学生ボランティア 

・大学、専門学校 
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④国民への献血実施の日時や場所等についての十分な広報活動 

 

都道府県名 
予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うにあたっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 ・県ＨＰや日本赤十字社九州ブロック血液センターＨ

Ｐでの情報提供。 

・新聞折り込みチラシ、ラジオ、ラッピング電車、フ

リーペーパー等の媒体を活用した広報。 

・県の広報番組による広報。 

・血液センター 

・新聞社 

・ラジオ局 

・鉄道会社 

佐賀県 ・新聞折り込みチラシによる広報。 

・ラジオＣＭ及びテレビＣＭによる広報。 

・血液センター 

・テレビ局 

・ラジオ局 

長崎県 ・ＨＰ、新聞等による広報。 

・血液センター１日所長行事。 

・ＦＭラジオ等による広報。 

・県広報誌による広報。 

・血液センター 

・新聞社 

・ラジオ局 

熊本県 ・血液センター情報誌に毎号掲載、 

・県庁、血液センターＨＰに掲載 

・熊本新聞に毎日、場所と日時を掲載。 

・地元ＴＶ局、ラジオ局ＣＭ広報。 

・血液センター 

・新聞社 

・テレビ局 

・ラジオ局 

大分県 ・新聞（月）による献血予定のお知らせ。 

・ラジオ（月・水・金）による献血会場等のお知らせ。 

・ＢＣ９（ホームページ）での献血会場のお知らせ。 

・「愛の血液助け合い運動」街頭広報。 

・はたちの献血キャンペーン（成人式会場での広報） 

・血液センター 

・新聞社 

・ラジオ局 
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宮崎県 

 

・地元メディア（新聞・ＦＭラジオ）による広報。 

・市町村の広報誌等による広報。 

・路線バスによる広報活動（ラッピングによる献血ル

ームのＰＲ等）。 

・血液センター 

・市町村 

・新聞社 

・ラジオ局 

・バス会社 

鹿児島県 ・イベント毎のプレスリリースによる県広報記者クラ

ブへの情報提供。 

・地元新聞・ラジオ局３社による献血会場の案内。 

・街頭電子看板や地元テレビ局での天気予報フィラー

での広報。 

・県・市ＨＰや広報誌、回覧板、防災無線による広報。 

・地元新聞での運動月間広報。 

・地元ラジオ局とのタイアップ献血ウィーク広報。 

・はたちの献血キャンペーン広報。 

・血液センター 

・市町村 

・新聞社 

・テレビ局 

・ラジオ局 

沖縄 ・日本赤十字社作成ＣＭの無料放送。（テレビ３局、

ラジオ８局） 

・赤十字ふれあいフェスタでのパネル展示。 

・愛の血液助け合い運動街頭キャンペーン。 

・テレビ局 

・ラジオ局 
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⑤平成２３年４月１日に施行された採血基準改正についての広報 

 

都道府県名 
予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うにあたっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 ・県ＨＰや日本赤十字社九州ブロック血液センターＨ

Ｐでの情報提供。 

・新聞折り込みチラシ、ラジオ、ラッピング電車、フ

リーペーパー等の媒体を活用した広報。 

・県の広報番組による広報。 

・血液センター 

・新聞社 

・ラジオ局 

・鉄道会社 

佐賀県 ・新聞折り込みチラシによる広報。 

・ラジオＣＭ及びテレビＣＭによる広報。 

・血液センター 

・テレビ局 

・ラジオ局 

長崎県 ・ＨＰ、新聞等による広報。 

・血液センター１日所長行事。 

・ＦＭラジオ等による広報。 

・県広報誌による広報。 

・血液センター 

・新聞社 

・ラジオ局 

熊本県 ・血液センター情報誌に毎号掲載、 

・県庁、血液センターＨＰに掲載 

・熊本新聞に毎日、場所と日時を掲載。 

・地元ＴＶ局、ラジオ局ＣＭ広報。 

・血液センター 

・新聞社 

・テレビ局 

・ラジオ局 

大分県 ・新聞（月）による献血予定のお知らせ。 

・ラジオ（月・水・金）による献血会場等のお知らせ。 

・ＢＣ９（ホームページ）での献血会場のお知らせ。 

・「愛の血液助け合い運動」街頭広報。 

・はたちの献血キャンペーン（成人式会場での広報） 

・血液センター 

・新聞社 

・ラジオ局 
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宮崎県 

 

・地元メディア（新聞・ＦＭラジオ）による広報。 

・市町村の広報誌等による広報。 

・路線バスによる広報活動（ラッピングによる献血ル

ームのＰＲ等）。 

・血液センター 

・市町村 

・新聞社 

・ラジオ局 

・バス会社 

鹿児島県 ・イベント毎のプレスリリースによる県広報記者クラ

ブへの情報提供。 

・地元新聞・ラジオ局３社による献血会場の案内。 

・街頭電子看板や地元テレビ局での天気予報フィラー

での広報。 

・県・市ＨＰや広報誌、回覧板、防災無線による広報。 

・地元新聞での運動月間広報。 

・地元ラジオ局とのタイアップ献血ウィーク広報。 

・はたちの献血キャンペーン広報。 

・血液センター 

・市町村 

・新聞社 

・テレビ局 

・ラジオ局 

沖縄 ・日本赤十字社作成ＣＭの無料放送。（テレビ３局、

ラジオ８局） 

・赤十字ふれあいフェスタでのパネル展示。 

・愛の血液助け合い運動街頭キャンペーン。 

・テレビ局 

・ラジオ局 
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３．「献血推進２０２０」にある目標を達成するための重点的な取組み 

①献血の意義を理解していただく取組み（受血者の顔が見えるような広報など） 

 

都道府県名 

       

予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うに当たっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

佐賀県 

 

・日赤佐賀県支部と協力し、支部講習会等に併せて献

血啓発活動を実施。 

・血液センター 

・日赤県支部 

長崎県 ・赤十字ふれあいフェスタ。 

・長崎県献血フェスタ２０１５ｉｎながさき。（平成 2

7 年度長崎県献血推進大会） 

・タクシーの日献血キャンペーン。 

・ライオンズクラブ合同例会における呼びかけ。 

・献血ポスター展示会。（県内百貨店） 

・血液センター 

・ライオンズクラブ 

・百貨店 

宮崎県 ・みやざき愛の献血運動推進県民大会 

 

・血液センター 

・学生ボランティア 

・ライオンズクラブ 

鹿児島県 ・新規協力事業の開拓 

・Facebook を活用した情報発信 

・情報誌「ＡＢＣネット」による情報発信 

・通年用ポスター等の各団体、駅等への掲示依頼。 

・血液センター 

・鉄道会社 
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②１０代の方々に献血の意義を理解していただき、初めての献血を安心して行っていただくような環境整備 

 

都道府県名 

       

予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うに当たっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 

 

 

 

 

 

・高等学校関係者向け講習会を実施。 

・専門推進員による福岡市内専門学校生の献血ルーム

への誘導。 

・リアルタイムで送迎を行える協力団体（サポーティ

ングカンパニー）の推進。 

・冬季４００ｍＬ確保対策キャンペーンの実施。 

・血液センター 

・教育委員会 

・学生ボランティア 

・ライオンズクラブ 

佐賀県 ・高等学校における献血セミナーの開催。 

・若年層献血啓発番組及びＣＭ、若年層献血キャンペ

ーンの実施。 

・血液センター 

・教育委員会 

・テレビ局 

長崎県 ・中高生を対象とした献血推進ポスターの募集。  

熊本県 

 

・400mL、成分献血に協力いただいた 10 代 20 代の献血

者に記念品を配布する「はじめよう献血キャンペー

ン」を実施。 

・啓発用リーフレット及びポスターを作成し、県内全

高等学校、専修学校の生徒、各大学の学生に配布。 

・血液センター 

・教育委員会 

・大学、専門学校 

大分県 ・学校訪問、献血セミナーを実施。 ・血液センター 

・教育委員会 

鹿児島県 ・中学、高校への献血出前講座を実施。 

・中学３年生を対象とした、学校薬剤師による血液教

育授業を実施。 

・血液センター 

・教育委員会 

・薬剤師会 
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③２０代・３０代の方々にリピータードナーとなっていただくような取組み 

 

都道府県名 

       

予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うに当たっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 

 

 

・専門推進員による福岡市内専門学校生の献血ルーム

への誘導。 

・リアルタイムで送迎を行える協力団体（サポーティ

ングカンパニー）の推進。 

・移動採血バスと献血ルームでのスタンプラリー実施

による複数回献血者の確保。 

・冬季４００ｍＬ確保対策キャンペーンを実施。 

・血液センター 

・ライオンズクラブ 

・学生ボランティア 

佐賀県 

 

・若年層献血啓発番組及びＣＭ、若年層献血キャンペ

ーンの実施。 

・血液センター 

・テレビ局 

長崎県 

 

・複数回献血促進。 

・複数回献血クラブ研修会の実施。 

・血液センター 

 

熊本県 ・血液センター情報誌に毎号掲載し、複数回クラブ会

員の入会促進を図る。 

・400mL、成分献血に協力いただく毎にキャンペーンカ

ードを 1枚渡し、2枚集めた方に記念品を配布する「Ｏ

ｎｅ Ｍｏｒｅ献血キャンペーン」を実施。 

・２０代、３０代の勤労者へ献血協力依頼。 

・血液センター 

 

大分県 

 

・複数回献血クラブへの入会促進（献血会場での加入

依頼）。 

・血液センター 

宮崎県 ・複数回献血クラブへの入会促進 

・町、総ぐるみ献血参加運動。 

・血液センター 

・市町村 
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鹿児島県 

 

・４００ｍＬ、ＰＣ予約の募集強化。 

・血液不足時のメールでの情報提供。 

・血液センター 

 

④献血者が安心・安全で心の充足感が得られる環境の整備 

 

都道府県名 

       

予定事業の概要 

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。） 

本事業を行うに当たっての連携・協力先 

（連携・協力を必要とする団体等やその連携・

協力を得るための方法等） 

福岡県 

 

 

 

・平成２６年１２月に北九州市八幡西区に新しく「献

血ルームくろさきクローバー」を開設。（九州最大級

の広さで、キッズルームや保冷専用のロッカーなどを

設置し、設備の充実を図っている） 

・血液センター 

 

 

 

佐賀県 ・献血プラザ佐賀内にキッズコーナーを設置。 ・血液センター 

長崎県 

 

・献血サマーイベント、クリスマス献血キャンペーン、

はたちの献血キャンペーンの際に献血ルームにキッ

ズコーナー等を設置。 

・血液センター 

熊本県 ・献血ルームに季節の装飾。 ・血液センター 

宮崎県 

 

・夏季は街頭献血の暑さ対策のため、待合としての接

遇車配車。 

・血液センター 

鹿児島県 

 

・母体でのネイルサービス実施（年８回） 

・献血ルームでの抹茶サービス実施（年１２回） 

・血液センター 
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４．都道府県作成の広報資材、記念品等について 

都道府県名 概要 備考 

福岡県 ・ポスター 

・季刊誌 

・マグカップ 

・ノート、クリアファイル、文房具 

・ボックスティッシュ、ポストイット、ペーパークリ

ンチ、ボールペン 

 

佐賀県 ・タオル 

・ハリナックス 

・予算額 1,189 千円 

長崎県 ・啓発用チラシ、うちわ 

・ステンレスマグボトル（感謝状贈呈用） 

・予算額 720 千円 

熊本県 ・広報誌、小冊子 

・若年層向けリーフレット 

・啓発用チラシ 

・ハービット＋くまモンピンバッジ 

・くまモン木製ストラップ 

・ハービット消しゴム、バック、ストラップ 

・けんけつちゃんタオル 

・けんけつちゃん＋くまモン絆創膏 

・予算額 7,474 千円 

大分県 ・ポスター 

・ポケットティッシュ、メモ帳、ボールペン、うちわ、

ウェットティッシュ、タオル、歯磨き粉 

 

宮崎県 ・高校生配布用パンフレット 

・うちわ 
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鹿児島県 ・パンフレット、チラシ、リーフレット  

沖縄県 ・タンブラー、マグカップ、ＰＣメガネ  

 

 

５．２８年度の献血推進計画への記載を要望する事項 

 

都道府県名 

２８年度献血推進計画への記載を要望する事項。 

（特段に希望する事項があれば記載してください。） 
記載を要望する理由 

特になし   

 


