
災害義援金募集一覧（令和２年７月27日現在）

◎令和2年７月豪雨

募集要綱

（リンク） 金融機関名 支店名 口座番号 口座名義

三井住友銀行 東京公務部 (普)0148483 (福)中央共同募金会

りそな銀行 東京公務部 (普)0126807 (福)中央共同募金会

ゆうちょ銀行 中央共同募金会令和2年豪雨災害義援金

十六銀行 県庁支店 (普)297326 岐阜県共同募金会

大垣共立銀行 ぎふ県庁支店 (普)12823 岐阜県共同募金会

ゆうちょ銀行 岐阜県共同募金会　7月豪雨災害義援金

山陰合同銀行 津田支店 (普)2381238 (福)島根県共同募金会

島根県農業協同 組合 本 店 (普)0007411 島根県共同募金会災害用

ゆうちょ銀行 島根県共同募金会令和2年7月豪雨災害義援金

ゆうちょ銀行
福岡県共同募金会令和2年豪雨災害義援
金

福岡銀行 春日原支店 (普) 社会福祉法人福岡県共同募金会

西日本シティ銀行 春日原支店 (普) 社会福祉法人福岡県共同募金会

佐賀銀行 県庁支店 (普)3066603 (福)佐賀県共同募金会

ゆうちょ銀行 佐賀県共募令和2年7月佐賀県豪雨災害義援金

ゆうちょ銀行 熊本県共同募金会　熊本県南豪雨義援金

肥後銀行 水道町支店 (普)2751065 熊本県南豪雨義援金　（福）熊本県共同募金会

熊本銀行 本店営業部 (普)3184606 熊本県南豪雨義援金　（福）熊本県共同募金会

大分銀行 ソーリン支店 (普)7745795 大分県共募令和２年７月豪雨災害義援金

ゆうちょ銀行 大分県共募令和２年７月豪雨災害義援金

鹿児島銀行 県庁支店 (普)3032664 福)鹿児島県共同募金会

南日本銀行 県庁支店 (普)1153560 福)鹿児島県共同募金会

ゆうちょ銀行 鹿児島県共募令和2年7月豪雨災害義援金

◎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

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

http://akaihane-
miyagi.or.jp/news/2162

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

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

◎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

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

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 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

◎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

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

鹿児島県
令和２年７月豪雨災害
義援金

令和2年7月13日から
令和2年12月28日ま

で

https://akaihane-
kagoshima.jp/%e9%b9%bf%e5%8
5%90%e5%b3%b6%e7%9c%8c%e5%
85%b1%e5%8b%9f%e4%bb%a4%e5
%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%e
f%bc%97%e6%9c%88%e8%b1%aa%
e9%9b%a8%e7%81%bd%e5%ae%b3
%e7%be%a9%e6%8f%b4%e9%87%9
1/

http://www.oita-
akaihane.or.jp/wp/wp-
content/uploads/2020/07/「令
和２年度大分県豪雨災害義援
金」募集要綱.pdf

00900-2-211434

佐賀県
令和２年７月佐賀県豪
雨災害義援金

令和2年7月21日から
令和2年12月28日ま

で

http://akaihane-
saga.or.jp/gienkin/200722_r2.7
sagagouu/R2.7gouusaga_press. 00990-2-196426

岐阜県
令和２年７月岐阜県豪
雨災害義援金

令和2年7月14日から 令和2年9月30日まで
http://www.gifu-
akaihane.or.jp/

00980-1-196425

令和2年7月8日から
令和2年12月28日ま

で

http://www.akaihane-
kumamoto.jp/2020/07/09/142
6/

島根県
令和２年７月島根県豪
雨災害義援金

令和2年7月22日から 令和2年9月30日まで
http://www.akaihane-
shimane.jp/files/202007221019
05.pdf ００９７０-６- ２３７５９５

※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

県名 義援金名称 募集期間
受入口座

福岡県
令和2年7月福岡県豪
雨災害義援金

令和2年7月10日から
令和2年12月30日ま

で

熊本県 熊本県南豪雨義援金

00970-9-196424

00990-1-211433

中央
※下記義援
金受付県で

按分

令和2年7月豪雨災害
義援金

令和2年7月13日から
令和2年12月28日ま

で

https://www.akaihane.or.jp/wp/w
p-
content/uploads/3669fd87e1663a
8d8f7895edf9b1a401.pdf 00140-4-325150

中央
※下記義援
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日から 令和3年3月31日まで

00130-0-421020https://www.akaihane.or.jp/wp/w
p-
content/uploads/95ab038dc0988
bbc264e4663e6ae7037-1.pdf

http://www.akaihane-
kumamoto.jp/

https://www.akaihane.or.jp/saigai
/2018_july_gouu/2018_july_gouu_gi
enkin/

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

https://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

https://www.akaihane-
nagano.or.jp/uploads/c85604e7c0
2248d356474fa0dfcef760.pdf

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日から 令和3年3月31日まで
https://akaihane-
fukushima.or.jp/publics/index/
49/ 00120-6-392570

宮城県
令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月18日から 令和3年3月31日まで

県名 義援金名称 募集期間

受入口座

長野県
令和元年台風第19号
災害義援金

令和元年10月16日から 令和3年3月31日まで
00160-2-265830

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日から 令和3年6月30日まで
岡山県共同募金会　平成30年豪雨災害義援金

00960-6-311322

00950-9-237585

県名 義援金名称 募集期間
受入口座

http://akaihane-
saga.or.jp/gienkin/190902_saga_go
uu_gienkin_01/youkou_03.pdf

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日から 令和2年8月31日まで

令和3年6月30日まで 社会福祉法人広島県共同募金会

00960-5-237139

愛媛県
愛媛県豪雨災害義援
金

令和3年6月30日まで
社会福祉法人愛媛県共同募金会

00970-5-276734

平成30年7月11日から

http://www.fuku-
shakyo.jp/kyobo/saigai/R2.7gatuf
ukuokakengouuyoukou001.pdf

00940-4-323294

大分県
令和２年７月 大分県
豪雨災害義援金

令和2年7月１３日から 令和2年8月31日まで

社会福祉法人 熊本県共同募金会

00950—2—174321

熊本県 平成28年熊本地震義援金 平成28年4月15日から 令和3年3月31日まで

中央
※下記義援
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日から 令和3年6月30日まで （福）中央共同募金会

県名 義援金名称 募集期間
受入口座

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日から

https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/95ab038dc0988bbc264e4663e6ae7037-1.pdf
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/95ab038dc0988bbc264e4663e6ae7037-1.pdf
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http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
http://www.akaihane.hiroshima.jp/2018/saigai/H30youkou.pdf
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https://www.akaihane-nagano.or.jp/uploads/c85604e7c02248d356474fa0dfcef760.pdf
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