
災害義援金募集一覧（令和元年12月31日現在）

◎令和元年台風第１５号・令和元年台風第１９号・令和元年大雨災害
募集要綱

（リンク） 金融機関名 支店名 口座番号 口座名義
http://www.akaihane-
iwate.or.jp/cgi_data/news/staff_15
71295184_file1.pdf

岩手銀行 本店 (普)2292155
社会福祉法人岩手県共同募金会 令和元
年台風第19号災害義援金 会長　長山 洋

http://akaihane-
miyagi.or.jp/news/1985

七十七銀行 県庁支店 (普)5012230
宮城県共同募金会 令和元年台風第19号
災害義援金 会長　本木　隆

東邦銀行 渡利支店 (普)439241
社会福祉法人福島県共同募金会 会長 只野裕
一

ゆうちょ銀行 福島県共同募金会 令和元年台風第19号災害義援金

常陽銀行 本店 (普)3843718

筑波銀行 県庁支店 (普)1172073

足利銀行 県庁内支店 (普)5031426

栃木銀行 本店営業部 (普)1193354

ゆうちょ銀行 栃木県共募令和元年台風第 19 号災害義援金

群馬銀行 県庁支店 (普)0631487 社会福祉法人群馬県共同募金会

ゆうちょ銀行 群馬県共募令和元年台風第１９号災害義援金

埼玉りそな銀行 浦和中央支店 (普)5682289

武蔵野銀行 浦和支店 (普)1139305

埼玉県信用農
業協同組合連
合会

本店 (普)0014350

埼玉縣信用金庫 浦和支店 (普)2318931

川口信用金庫 北浦和支店 (普)0318628

ゆうちょ銀行 埼玉県共募令和元年台風第19号災害義援金

千葉銀行 本店営業部 (普)3495585

京葉銀行 本店営業部 (普)3286924

千葉興業銀行 本店営業部 (普)1081550

千葉信用金庫 千葉駅北口支店 (普)0702826

ゆうちょ銀行 千葉県共募令和元年台風第１５号千葉県災害義援金

ゆうちょ銀行 千葉県共募令和元年大雨義援金

横浜銀行 横浜駅前支店 (普)6568121

ゆうちょ銀行

八十二銀行 本店営業部 (普)1247799 社会福祉法人長野県共同募金会

ゆうちょ銀行 長野県共同募金会台風19号災害義援金

静岡銀行 本店営業部 (普)1146785
社会福祉法人静岡県共同募金会 災害口
会長 後藤康雄

ゆうちょ銀行 静岡県共同募金会台風第19号災害義援金

ゆうちょ銀行 中央共同募金会令和元年台風第19号災害義援金

三井住友銀行 東京公務部 (普)0162529 （福）中央共同募金会 災害義援金口

りそな銀行 東京公務部 (普)0126781 （福）中央共同募金会

◎令和元年8月豪雨災害
募集要綱

（リンク） 金融機関名 支店名 口座番号 口座名義

佐賀銀行 県庁支店 (普)3044860 社会福祉法人佐賀県共同募金会

ゆうちょ銀行 佐賀県共募 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金

◎平成30年7月豪雨災害
募集要綱

（リンク） 金融機関名 支店名 口座番号 口座名義

中国銀行 本店営業部 (普)3538946

ゆうちょ銀行

岡山市農業協
同組合 本所 (普)0040942 社会福祉法人岡山県共同募金会

広島銀行 三川町支店 (普)620947

もみじ銀行 昭和町支店 (普)3013155

広島県信用農
業協同組合連
合会

本所 (普)4791

ゆうちょ銀行

広島信用金庫 鷹野橋千田支店 (普)473663

伊予銀行 一万支店 (普)1639912

愛媛銀行 本店営業部 (普)3733134

愛媛信用金庫 本店 (普)1189643

ゆうちょ銀行 愛媛県共同募金会　豪雨災害義援金

三井住友銀行 東京公務部 (普)0162596

りそな銀行 東京公務部 (普)0126799

◎その他災害義援金
募集要綱

（リンク） 金融機関名 支店名 口座番号 口座名義

北海道銀行 道庁支店 (普)0404433 社会福祉法人 北海道共同募金会

北洋銀行 道庁支店 (普)3587208 社会福祉法人北海道共同募金会　北海道胆振東部地震災害義援金口

ゆうちょ銀行 北海道共募 北海道地震災害義援金

肥後銀行 水道町支店 (普)1281400

熊本銀行 花畑支店 (普)0025449

ゆうちょ銀行 熊本県共同募金会　熊本地震義援金

http://www.akaihane-
hokkaido.jp/topics/2018topics091
1_4.pdf

http://www.akaihane-
kumamoto.jp/wp-
content/uploads/2018/12/kumam
oto28-7.pdf

https://www.akaihane.or.jp/wp/wp
-
content/uploads/20190611july_go
uu_gienkin_ver5.pdf

http://www.akaihane-
ehime.or.jp/uploaded/attachment/
635.pdf

http://www.akaihane.hiroshima.jp/
2018/saigai/H30youkou.pdf

http://akaihane-
okayama.or.jp/publics/index/1/de
tail=1/c_id=3/page3=1/type014_3_
limit=10/#page1_3_156

http://akaihane-
saga.or.jp/gienkin/190902_saga_go
uu_gienkin_01/youkou_02.pdf

宮城県
令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月18日（金）から 令和2年3月31日（火）まで

栃木県
令和元年台風第19号
栃木県災害義援金

令和元年10月17日（木）から 令和2年1月31日（金）まで

静岡県
令和元年台風第19号
災害静岡県義援金

令和元年10月18日（金）から 令和2年3月31日（火）まで

佐賀県
令和元年8月佐賀県豪
雨災害義援金

令和元年9月2日（月）から 令和2年2月28日（金）まで

平成30年7月11日(水)から

福島県
令和元年福島県台風
第19号災害義援金

令和元年10月21日（月）から 令和2年3月31日（火）まで

https://akaihane-
fukushima.or.jp/files/libs/534/201
910211355496296.pdf

※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。
※振込手数料等は各募集要綱を参照してください。

県名 義援金名称 募集期間
受入口座

岩手県
令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月18日（金）から 令和2年3月31日（火）まで

00120-6-392570

社会福祉法人 栃木県共同募金会 令和元
年台風第 19 号栃木県災害義援金

 00170-7-792207

茨城県
令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月16日（水）から 令和2年1月31日（金）まで
社会福祉法人茨城県共同募金会 台風１９
号災害義援金

http://www.akaihane-
ibaraki.jp/wp-
content/uploads/2019/10/no2_tai

http://akaihane-
tochigi.or.jp/public/_upload/type0
17_22_1/file/file_15734342312.pdf

社会福祉法人埼玉県共同募金会

00170-6-265864

群馬県
令和元年台風第19号
群馬県災害義援金

令和元年10月21日（月）から 令和2年1月31日（金）まで
00180-5-293471

埼玉県
令和元年台風第19号
埼玉県災害義援金

令和元年10月17日（木）から 令和2年1月31日（金）まで

http://www.akaihane-
gunma.or.jp/wp/wp-
content/uploads/2015/06/875bb

https://www.fukushi-
saitama.or.jp/saitama00/AKAIHAN
E/19gougienkin-3ban.pdf

00100-1-697388

長野県
令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月16日（水）から 令和2年3月31日（火）まで
00160-2-265830

令和元年
台風15号・台風19号・
大雨千葉県災害義援
金

令和元年9月17日（火）から 令和2年3月31日（火）まで千葉県

00160-2-293218

神奈川県
令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月25日（金）から 令和2年1月31日（金）まで
00150-6-364146

https://akaihane-
chiba.jp/publics/index/43/#block5
13

http://www.akaihane-
kanagawa.or.jp/img/R1gienkinkana
gawa.pdf
https://www.akaihane-
nagano.or.jp/uploads/aff161743ee
78d759f4ea0203f659a89.pdf

00120-6-363779

中央
※上記義援
金受付県で

按分

令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月16日（水）から 令和2年3月31日（火）まで

00130-0-421020

http://www.shizuoka-
akaihane.or.jp/sws/share/w
ysiwyg/download.asp?fn=F0
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp
-
content/uploads/95ab038dc0988b
bc264e4663e6ae7037-1.pdf

県名 義援金名称 募集期間
受入口座

00950-9-237585

県名 義援金名称 募集期間
受入口座

岡山県
平成30年7月豪雨岡山
県災害義援金

平成30年7月10日(火)から 令和2年6月30日(火)まで
岡山県共同募金会　平成30年豪雨災害義援金

00960-6-311322

令和2年6月30日(火)まで
社会福祉法人愛媛県共同募金会

00970-5-276734

広島県
平成30年7月 広島県
豪雨災害義援金

平成30年7月12日(木)から 令和2年6月30日(火)まで 社会福祉法人広島県共同募金会

00960-5-237139

社会福祉法人千葉県共同募金会

社会福祉法人 神奈川県共同募金会

社会福祉法人 熊本県共同募金会

00950—2—174321

北海道 北海道胆振東部地震災害義援金 平成30年9月12日(水)から 令和2年3月31日(火)まで

00170-8-635111

熊本県 平成28年熊本地震義援金 平成28年4月15日(金)から 令和2年3月31日(火)まで

中央
※上記義援
金受付県で

按分

平成30年7月豪雨災害
義援金

平成30年7月10日(火)から 令和2年6月30日(火)まで （福）中央共同募金会

県名 義援金名称 募集期間
受入口座

愛媛県
愛媛県豪雨災害義援
金

http://www.akaihane-iwate.or.jp/cgi_data/news/staff_1571295184_file1.pdf
http://www.akaihane-iwate.or.jp/cgi_data/news/staff_1571295184_file1.pdf
http://www.akaihane-iwate.or.jp/cgi_data/news/staff_1571295184_file1.pdf
http://akaihane-miyagi.or.jp/news/1985
http://akaihane-miyagi.or.jp/news/1985
https://akaihane-fukushima.or.jp/files/libs/534/201910211355496296.pdf
http://www.akaihane-ibaraki.jp/wp-content/uploads/2019/10/no2_taihu19_youkou.pdf
http://akaihane-tochigi.or.jp/public/_upload/type017_22_1/file/file_15734342312.pdf
http://akaihane-tochigi.or.jp/public/_upload/type017_22_1/file/file_15734342312.pdf
http://www.akaihane-gunma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/875bb40a2686ab26167b1b3eed944536.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
http://www.akaihane-kanagawa.or.jp/img/R1gienkinkanagawa.pdf
https://www.akaihane-nagano.or.jp/uploads/aff161743ee78d759f4ea0203f659a89.pdf
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/sws/share/wysiwyg/download.asp?fn=F0ST1u&tf=archive
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/95ab038dc0988bbc264e4663e6ae7037-1.pdf
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/95ab038dc0988bbc264e4663e6ae7037-1.pdf
http://akaihane-saga.or.jp/gienkin/190902_saga_gouu_gienkin_01/youkou_02.pdf
http://akaihane-okayama.or.jp/publics/index/1/detail=1/c_id=3/page3=1/type014_3_limit=10/#page1_3_156
http://akaihane-okayama.or.jp/publics/index/1/detail=1/c_id=3/page3=1/type014_3_limit=10/#page1_3_156
http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
http://www.akaihane-ehime.or.jp/uploaded/attachment/635.pdf
http://www.akaihane-ehime.or.jp/uploaded/attachment/635.pdf
http://www.akaihane-ehime.or.jp/uploaded/attachment/635.pdf
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/20190611july_gouu_gienkin_ver5.pdf
http://www.akaihane-hokkaido.jp/topics/2018topics0911_4.pdf
http://www.akaihane-hokkaido.jp/topics/2018topics0911_4.pdf
http://www.akaihane-kumamoto.jp/wp-content/uploads/2018/12/kumamoto28-7.pdf
http://www.akaihane-kumamoto.jp/wp-content/uploads/2018/12/kumamoto28-7.pdf
http://www.akaihane-hokkaido.jp/topics/2018topics0911_4.pdf
http://www.akaihane-hokkaido.jp/topics/2018topics0911_4.pdf
http://www.akaihane-hokkaido.jp/topics/2018topics0911_4.pdf
http://www.akaihane-kumamoto.jp/wp-content/uploads/2018/12/kumamoto28-7.pdf
http://www.akaihane-kumamoto.jp/wp-content/uploads/2018/12/kumamoto28-7.pdf
http://www.akaihane-kumamoto.jp/wp-content/uploads/2018/12/kumamoto28-7.pdf
http://www.akaihane-kumamoto.jp/wp-content/uploads/2018/12/kumamoto28-7.pdf
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/20190611july_gouu_gienkin_ver5.pdf
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/20190611july_gouu_gienkin_ver5.pdf
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/20190611july_gouu_gienkin_ver5.pdf
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/20190611july_gouu_gienkin_ver5.pdf
http://www.akaihane-ehime.or.jp/uploaded/attachment/635.pdf
http://www.akaihane-ehime.or.jp/uploaded/attachment/635.pdf
http://www.akaihane-ehime.or.jp/uploaded/attachment/635.pdf
http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
http://akaihane-okayama.or.jp/publics/index/1/detail=1/c_id=3/page3=1/type014_3_limit=10/#page1_3_156
http://akaihane-okayama.or.jp/publics/index/1/detail=1/c_id=3/page3=1/type014_3_limit=10/#page1_3_156
http://akaihane-okayama.or.jp/publics/index/1/detail=1/c_id=3/page3=1/type014_3_limit=10/#page1_3_156
http://akaihane-okayama.or.jp/publics/index/1/detail=1/c_id=3/page3=1/type014_3_limit=10/#page1_3_156
http://akaihane-saga.or.jp/gienkin/190902_saga_gouu_gienkin_01/youkou_02.pdf
http://akaihane-saga.or.jp/gienkin/190902_saga_gouu_gienkin_01/youkou_02.pdf
http://akaihane-saga.or.jp/gienkin/190902_saga_gouu_gienkin_01/youkou_02.pdf
https://akaihane-fukushima.or.jp/files/libs/534/201910211355496296.pdf
https://akaihane-fukushima.or.jp/files/libs/534/201910211355496296.pdf
https://akaihane-fukushima.or.jp/files/libs/534/201910211355496296.pdf
http://www.akaihane-ibaraki.jp/wp-content/uploads/2019/10/no2_taihu19_youkou.pdf
http://www.akaihane-ibaraki.jp/wp-content/uploads/2019/10/no2_taihu19_youkou.pdf
http://www.akaihane-ibaraki.jp/wp-content/uploads/2019/10/no2_taihu19_youkou.pdf
http://akaihane-tochigi.or.jp/public/_upload/type017_22_1/file/file_15734342312.pdf
http://akaihane-tochigi.or.jp/public/_upload/type017_22_1/file/file_15734342312.pdf
http://akaihane-tochigi.or.jp/public/_upload/type017_22_1/file/file_15734342312.pdf
http://www.akaihane-gunma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/875bb40a2686ab26167b1b3eed944536.pdf
http://www.akaihane-gunma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/875bb40a2686ab26167b1b3eed944536.pdf
http://www.akaihane-gunma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/875bb40a2686ab26167b1b3eed944536.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19gougienkin-3ban.pdf
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513
http://www.akaihane-kanagawa.or.jp/img/R1gienkinkanagawa.pdf
http://www.akaihane-kanagawa.or.jp/img/R1gienkinkanagawa.pdf
http://www.akaihane-kanagawa.or.jp/img/R1gienkinkanagawa.pdf
https://www.akaihane-nagano.or.jp/uploads/aff161743ee78d759f4ea0203f659a89.pdf
https://www.akaihane-nagano.or.jp/uploads/aff161743ee78d759f4ea0203f659a89.pdf
https://www.akaihane-nagano.or.jp/uploads/aff161743ee78d759f4ea0203f659a89.pdf
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/sws/share/wysiwyg/download.asp?fn=F0ST1u&tf=archive
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/sws/share/wysiwyg/download.asp?fn=F0ST1u&tf=archive
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/sws/share/wysiwyg/download.asp?fn=F0ST1u&tf=archive
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/95ab038dc0988bbc264e4663e6ae7037-1.pdf
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