提供ドナーへ助成を行っている自治体
平成28年6月15日
地区 都道府県
東
北

山形県

茨城県

群馬県

栃木県

埼玉県
関
東
甲
信
越

市町村
寒河江市
高畠町
東根市

担当部署
健康福祉課市民健康係
健康推進課
子育て健康課成人健康係

問い合わせ電話番号 URL
0237-86-2111（内線625）
0238-52-5045
0237-43-1201

山形市
大洗町
取手市
鉾田市
水戸市

市民生活部
健康増進課
保健センター

023-641-1212
029-266-1010
0297-85-6900

前橋市
榛東村
足利市
大田原市
上三川町
さくら市
小山市
鹿沼市
栃木市
日光市
上尾市
朝霞市
伊奈町
入間市
小鹿野町

健康増進課
保健センター
保健総務課
保健相談センター
健康増進課
健康政策課健康政策係
健康課 成人健康係
健康増進課
健康増進課 緑の健康づくりの森推進室
健康課健康増進係
健康増進課
健康課
東保健センター
健康づくり課
健康増進課
健康福祉センター健康福祉課健康づくり推進担当
保健課

0291-33-3691
029-243-7311
027-220-5781
0279-70-8052
0284-40-3111
0287-23-8704
0285-56-9133
028-682-2589
0285-22-9357
0289-63-8311
0282-25-3511
0288-21-2756
048-774-1414
048-465-8611
048-720-5000
04-2966-5513
0494-75-0135

http://www.city.mito.lg.jp/001245/001246/kennketuannnai/p016310.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/42/43/44/p014586.html
http://www.vill.shinto.gunma.jp/osirase/donor27.pdf
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/kotuzui.html
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/7,16762,24.html
http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/f_kenkouhukusi/kenkou-kenshin/dona-shienzigyou.htm
http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/8/dona.html
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/iryo/kotsuzuibank.html
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/resources/content/18971/P023.pdf
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/page000013000/hpg000012801.htm
http://www.city.nikko.lg.jp/kenkou/donor/donor.html
https://www.city.ageo.lg.jp/page/donor.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/24/kotuzui-dona.html
http://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000002187.html
https://www.city.iruma.saitama.jp/kenkou_fukushi/kenkouiryou/014197.html
http://www.town.ogano.lg.jp/menyu/hoken/kotsuzui.html

小川町
桶川市

健康増進課
健康増進課

0493-74-2323
048-786-1855

http://www.town.ogawa.saitama.jp/0000000556.html
http://www.city.okegawa.lg.jp/kenko/34/133/p001889.html

越生町
春日部市
加須市
神川町

健康福祉課
健康課
健康づくり推進課
保健センター

049-292-5505
048-736-1111
0480-62-1311
0495-77-4041

http://www.town.ogose.saitama.jp/div_ken_fuku/sec_hoken_ct/kotsuzuiisyoku.html
http://www.city.kasukabe.lg.jp/kenkou/kenkou-fukushi/kenkou/kenketsu/kotsuzuiijosei.html
http://www.city.kazo.lg.jp/cont/s353000/20140630100757.html
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/kurashi/kenko/kotuzui.html

上里町
川口市
川越市
川島町

保健センター
保健衛生課
健康づくり支援課 成人保健担当
健康福祉課

0495-33-2550
048-258-1642
049-229-4124
049-299-1758

http://www.town.kamisato.saitama.jp/osirase/kotsuzui.htm
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24010156/24010156.html
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenkofukushi/byoki_iryo/iryohijosei/kotsuzuiishoku.html
http://www.town.kawajima.saitama.jp/gyosei/kenkofukushi/kotsuzui_donor_josei.htm

北本市
行田市
久喜市

健康づくり課
保健センター
健康医療課

048-594-5544
048-553-0053
0480-22-1111

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/kurashi/hoken/kotsuzui.htm
https://www.city.gyoda.lg.jp/14/09/10/kotuzui.html
http://www.city.kuki.lg.jp/kenko/medical/ishoku_blood/kotsuzuibankdonor.html

熊谷市
鴻巣市
越谷市
さいたま市

健康づくり課
健康づくり課
地域医療課
健康増進課保健係

048-528-0601
048-543-1561
048-973-5625
048-829-1294

http://www.city.kumagaya.lg.jp/kakuka/shimin/kenkodukuri/oshirase/donorshienzigyou.html
http://www.city.kounosu.saitama.jp/6,34202,23,518.html
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/kenko/oshirase/kotsuzuiisyokushien.html
http://www.city.saitama.jp/002/001/009/p036411.html

坂戸市

坂戸市市民健康センター

049-284-1624

http://www.city.sakado.lg.jp/22,0,197,884.html

幸手市
狭山市
志木市

健康増進課
健康推進課
健康増進センター

0480-42-8421
04-2956-8050
048-473-3811

http://www.city.satte.saitama.jp/ka/kenkou-fukusi-bu/kenkou-zousin/oshirase/donor.htm
http://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/kenkoiryo/josei/20141023donor.html
http://www.city.shiki.lg.jp/37,57108,162,633.html

白岡市
杉戸町
草加市
秩父市
鶴ヶ島市
ときがわ町
所沢市
戸田市
長瀞町
滑川町

健康増進課（保健センター）
保健センター
健康福祉部健康づくり課
保健センター
保健センター
保健センター
保健医療課
福祉保健センター
健康福祉課
保健センター

0480-92-1201
0480-34-1188
048-922-0200
0494-22-0648
049-271-2745
0493-65-1010
04-2998-9385
048-446-6479
0494-66-3111
0493-56-5330

http://www.city.shiraoka.lg.jp/item/12319.htm#ContentPane
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page2149.html
https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1506/a01/a01/PAGE000000000000040148.html
http://www.city.chichibu.lg.jp/item10717.html#itemid10717
https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=34940
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/karadakenkou/hoiryo_20140905163245437.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/236/health-kotuzui.html
http://www.town.nagatoro.saitama.jp/fukushi/donor/

提供ドナーへ助成を行っている自治体
平成28年6月15日
地区
都道府県
越

千葉県

東京都

新潟県

石川県
静岡県

岐阜県
東

市町村
新座市
蓮田市
鳩山町
羽生市
飯能市

担当部署
保健センター健康計画係
健康増進課
保健センター
健康づくり推進課
健康政策課

問い合わせ電話番号
048-481-2211
048-768-3111
049-296-2530
048-561-1121
042-974-7500

URL
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/31/donor.html
http://www.city.hasuda.saitama.jp/kenko/kenko/otona-kenko/joho/kotsuzui-ishoku-dona-shien.html
http://www.town.hatoyama.saitama.jp/m_cyoumin/m_c_04/mc0405/health01/donor/donor.html
http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014100900045/
http://www.city.hanno.saitama.jp/0000007057.html

東秩父村
東松山市

保健センター
健康推進課

0493-82-1557
0493-24-3921

http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/11/kotuzuiisyoku-jyoseiseido.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/kotuzuiisyoku/1408084507257.html

日高市
深谷市
富士見市
ふじみ野市
本庄市
松伏町
三郷市
美里町
皆野町
宮代町
三芳町
毛呂山町
八潮市
横瀬町
吉川市

保健相談センター
保健センター
健康増進センター
保健センター
本庄市保健センター
保健センター
健康推進課
保健センター
健康福祉課
保健健康課
保健センター
保健センター
健康増進課
健康づくり課
健康増進課

042-985-5122
048-575-1101
049-252-3771
049-264-8292
0495-24-2003
048-992-3170
048-930-7771
0495-76-2855
0494-62-1233
0480-32-1122
049-258-1236
049-294-5511
048-995-3381
0494-25-0116
048－982－9803

http://www.city.hidaka.lg.jp/6,37944,20.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/fukushikenko/hokensenta/tanto/iryojoho/osirase/1413332711426.html
http://www.city.fujimi.saitama.jp/25kenko/02kenkou/2014-1003-1651-40.html
http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/2014101700644/
http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/hoken/kenko/oshirase/kotuzui.html
https://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1300859597125/index.html
http://www.city.misato.lg.jp/item/19052.htm
http://www.town.saitama-misato.lg.jp/life/welfare/donor-sien.html
http://www.town.minano.saitama.jp/section/hukushi/1486.htm
http://www.town.miyashiro.saitama.jp/WWW/wwwpr.nsf/915e623820fa8efc492576a20019d35a/41e9e74798ca105849257d87002cf5d4?OpenDocument
http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/health/iryou/kotuzui-massyoukekkannsaibouteikyousya-dona-jyoseikin.html
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1427762288775/index.html
http://www.city.yashio.lg.jp/11145.htm
http://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki/kenkou/hoken/kotuzui_donor.html
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/24,48705,139,html

吉見町

保健センター

0493-54-3120

寄居町
嵐山町

健康福祉課
健康いきいき課

048-581-8500
0493-62-0716

和光市
蕨市
我孫子市

保健センター
保健センター
健康福祉部社会福祉課

048-465-0311
http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kenkozukuri/kotuzui.html
048-431-5590
http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/page000009500/hpg000009403.htm
04-7185-1111（内線377） http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/18,122248,147,159,html

船橋市

保健所保健予防課

047-409-2891

http://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/fukushi/001/p043709.html

習志野市
稲城市
小金井市
渋谷区
杉並区

健康支援課
健康課（稲城市保健センター)
福祉保健部健康課健康係
地域保健課地域医療係
杉並保健所健康推進課管理係

047-453-2922
042-378-3421
042-321-1240
03-3463-2433
03-3391-1355

https://www.city.narashino.lg.jp/kenkofukushi/minnnanokennko/431120130308094635125.html
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/iryou_kenkou/kotuduidonor/index.html
https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/kenkosodan/iryohijyosei/kotsuzuidona.html

世田谷区
豊島区
三鷹市

世田谷保健所感染症対策課
地域保健課
総合保健センター

03-5432-2441
03-3987-4203
0422-46-3254

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/146/623/d00144143.html
https://www.city.toshima.lg.jp/208/kenko/1511271523.html
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_news/057/057210.html

武蔵野市
町田市
加茂市
北蒲原郡聖籠町

健康課
保健所保健予防課
健康課
保健福祉課

0422-51-0700
042-724-4239
0256-52-0080
0254-27-2111

http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/iryo/2016.html
http://www.city.kamo.niigata.jp/section/kenko/donor/donor.pdf

五泉市
新発田市
胎内市
燕市

健康福祉課
健康推進課
健康福祉課
健康福祉部 健康づくり課

0250-43-3911
0254-22-3101
0254-43-6111
0256-77-8182

http://www.city.gosen.lg.jp/kurashi/21/003267.html
http://www.city.shibata.niigata.jp/view.rbz?cd=16921

新潟市
見附市
河北郡内灘町
河北郡津幡町
駿東郡清水町
大垣市
岐阜市
神戸町
土岐市

保健衛生総務課
健康福祉課 健診予防係
保健センター
健康こども課
健康づくり課（清水町保健センター）
保健所センター
保健所地域保健課
健康福祉課健康センター
健康増進課

025-212-8014
0258-61-1370
076-286-6101
076-288-7926
055-971-5151
084-75-2322
058-252-7191
0584-27-7555
0572-55-2010

http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/iryo/kenketu_ishoku/hokeneisei-donersien.html
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/12133.htm
http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=7578
http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/kenkoukodomo/kotsuzui.html
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00044.html
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000031189.html

http://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/09/kotuzui.html
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000001916.html

http://www.city.tsubame.niigata.jp/welfare/015001007.html

http://www.city.toki.lg.jp/docs/kotuzuijyosei.html

提供ドナーへ助成を行っている自治体
平成28年6月15日
地区 都道府県
東
海
北
陸
愛知県

市町村
瑞浪市

担当部署
健康づくり課

問い合わせ電話番号
0572-68-9785

URL
http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2015033100021/

養老町
犬山市
東浦町
伊勢市
津市

保健センター
健康推進課
健康課
健康課（中央保健センター)
健康福祉部地域医療推進室

0584-32-9025
0568-63-3800
0562-83-9677
0596-27-2435
059-229-3372

http://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2016051700101/
http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurasu/iryo/01.html
http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/kenko_iryo/hokencenter/1461835531680.html
http://www.city.ise.mie.jp/12342.htm
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1055/article.php?articleid=98

三重県

名張市
松阪市

健康福祉部 地域医療室
保健部健康推進課 西様

0595-63-3913
0598-23-1364

http://www.city.nabari.lg.jp/hp/menu000017700/hpg000017639.htm
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1371600715169/index.html

四日市市
綾部市
井手町
宇治市
宇治田原町
笠置町
亀岡市
木津川市

保健予防課
福祉保健部保健推進課
保健センター
健康長寿部保健推進課
健康長寿課
保健福祉課
健康福祉部健康増進課健康企画係
健康推進課 健康企画係

059-352-0585
0773-42-0111
0774-82-3385
0774-20-8728
0774-88-6636
0743-95-2301
0771-25-5004
0774-75-1219

http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu8028.html
http://www.city.ayabe.lg.jp/hokensuishin/kenko/kenko/kenketsu/kotsuzuidona-jyoseikin.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/kenko_iryou/1438155755521.html

京田辺市
京丹後市
京丹波町
京都市

健康福祉部健康推進課
健康長寿福祉部健康推進課
保健福祉課健康推進係
福祉局 保健衛生室 保健医療課

0774-64-1335
0772-69-0350
0771-86-1800
075-222-3419

https://www.kyotanabe.jp/0000008659.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/kenko/kenketsu/donor/index.html
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3232
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000189708.html

久御山町
城陽市
精華町
長岡京市

長寿健康課
福祉保健部健康推進課
健康福祉環境部 健康推進課 保健予防係
健康福祉部健康医療推進室医療政策担当

075-631-9903
0774-55-1111
0774-95-1905
075-955-9520

http://www.town.seika.kyoto.jp/contents_detail.php?frmId=11092
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000005794.html

南丹市
南山城村

保健医療課
保健福祉課

0771-68-0016
0743-93-0104

宮津市
向日市
福知山市
舞鶴市

健康福祉部健康増進係
健康福祉部健康推進課
健康推進室
健康・子ども部 健康づくり・地域医療課

0772-45-1624
075-931-1111(代）
0773-23-2788
0773-65-0065

八幡市
与謝野町
和束町
富田林市

健康部健康推進課
保健課
福祉課
富田林市立保健センター

075-983-1111
0772-43-9022
0774-78-3001
0721-28-5520

http://www.town.wazuka.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1868
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/hoken/josei-kotsuzui.html

橿原市
大田市
浜田市

健康増進課
地域医療対策課

0854-83-8151
0855-25-9310

http://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/reiki_honbun/k406RG00000916.html
http://www.city.ohda.lg.jp/tag/41a/16048
http://www.city.hamada.shimane.jp/kurashi/kenkou/kotuzuizyosei.html

松江市
益田市
岡山市

健康福祉部 医療政策課
健康増進課
保健所健康づくり課 特定疾病係

0852-55-5048
0856-31-0214
086-803-1271

岡山県

総社市
和気町

健康づくり課
本町庁舎 健康福祉課

0866-92-8259
0869-93-0531

山口県

宇部市
小豆島町
東かがわ市

健康福祉部健康推進課
健康づくり福祉課
市民部 保健課

0836-31-1777
0879-82-7038
0879-26-1229

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/houdou/kenkou_suishin/h27/kotsuzuishien.html

大洲市
四国中央市
東温市
八幡浜市
土佐清水市

保健センター
四国中央市保健推進課
川内健康センター
八幡浜市保健センター成人保健係
健康推進課 保健推進係

0893-23-0310
0896-28-6054
089-966-2191
0894-24-6626
0880-82-1121

http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/hoken-c/19442.html
http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshikikara/fukushihokenbu/hos/kotsuzui-bank.html
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kenko/kotsuzui_bank/kotuzui_bank.html

近
畿

京都府

大阪府
奈良県

島根県

中
四
国

香川県

愛媛県

高知県

http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/reiki/reiki/reiki_honbun/k117RG00000716.html
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/hokenshomu/kurashi/kenko/ninshin-k/kenketsu/kotuzuidona.html
http://www.city.kizugawa.lg.jp/sp/index.cfm/7,19743,31,296,html

http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/kurashi/101/007/013/index_22950.html

http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/kenko_hoken/kenko_iryo/3/1458699403853.html
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/modules/kenkodomo/index.php?content_id=342

http://www1.city.matsue.shimane.jp/shisei/keikaku/kenkou/index/kotuzuiisyokudona-jyosei.html
http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/132/detail-12222.html

http://www.town.wake.okayama.jp/common/file/kouhou/file1/14612248918213.pdf

https://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i7778/index.shtml

https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/health/

提供ドナーへ助成を行っている自治体
平成28年6月15日
地区 都道府県

福岡県

佐賀県
長崎県
九
州

大分県
熊本県

宮崎県

市町村
大木町
新宮町
みやま市
柳川市
西松浦郡有田町

担当部署
健康課
健康福祉課
健康づくり課健康係
健康づくり課健康係
健康福祉課

問い合わせ電話番号
0944-32-1280
092-962-5151
0944-64-1515
0944-77-8536
0955-43-2237

URL

大村市
宇佐市
大分市
中津市
宇土市

国保けんこう課 健診グループ
健康課健康増進係
福祉保健部 保健総務課
地域医療対策課
宇土市保健センター

えびの市

健康保険課市民健康係

三股町
都城市

健康管理センター
福祉課地域福祉担当

0957-53-4111（内線152）
0978-32-1111
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/13/31422.html
097-536-2554
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1436745801407/index.html
0979-22-1111
http://www.city-nakatsu.jp/infodoc/2015013000198/
0964-22-2300
http://www.city.uto.kumamoto.jp/q/aview/180/7010.html
0984-35-1111
http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=160331131554
（内線275･281･283･
284）
0986-52-8481
0986-23-2980
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=140327112957

http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kenko/hoken/_4840.html

提供ドナーへ助成を行っている団体
地区 都道府県
高知県

中四国

団体名
高知黒潮ライオンズクラブ

問い合わせ電話番号
088-875-7123

URL

