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(別紙) 

窓口振込手数料が無料となる義援金口座（平成30年7月豪雨） 

（2021年７月１日現在） 

取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 領収証明書の請求方法 

みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620405 

日本赤十字社 

〔ニホンセキジュウジシャ〕 2022/06/30 

日本赤十字社HPから、事前登録のうえお

手続きをお願いします。受領証をご希望

の方は、事前登録画面で「受領証希望」

を選択してください。 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通 2105538 
日本赤十字社 

〔ニホンセキジュウジシャ〕 
2022/06/30 

領収書の発行が必要な場合の連絡先は以

下のとおり。 

日本赤十字社パートナーシップ推進部 

TEL:03-3437-7081 

HPにも記載がございますので、ご参照願

います。 

http://www.jrc.or.jp/contribute/help

/307/ 

三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787545 
日本赤十字社 

〔ニホンセキジュウジシャ〕 
2022/06/30 

下記①～⑧を日本赤十字社パートナーシ

ップ推進部にFAXによりご連絡をお願い

します。FAX：03-3432-5507 

①義援金名②氏名（受領書の宛先）③住

所④電話番号⑤寄付日⑥寄付額⑦振込人

名⑧振込金融機関名及び支店名

三井住友銀行 東京公務部 普通 162596 

社会福祉法人 中央共同募

金会 

〔フク）チユウオウキヨウド

ウボキンカイ〕

2022/06/30 中央共同募金会HPをご確認ください。 
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取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 領収証明書の請求方法 

りそな銀行 東京公務部 普通 0126799 

社会福祉法人 中央共同募金

会 

〔シャカイフクシホウジン 

チュウオウキョウドウボキ

ンカイ〕 

2022/06/30 中央共同募金会HPをご確認ください。 

鳥取銀行 鳥取県庁支店 普通 1681973 

日本赤十字社鳥取県支部 

〔ニホンセキジユウジシヤ

トツトリケンシブ〕 

2022/07/05 
日本赤十字社HPをご覧いただくか、日本

赤十字社鳥取県支部にご相談ください。 

山陰合同銀行 鳥取県庁支店 普通 2256671 

日本赤十字社鳥取県支部義

援金 支部長 平井 伸治 

〔ニホンセキジユウジシヤ

トツトリケンシブギエンキ

ン  シブチヨウ  ヒライ 

シンジ〕 

2022/07/05 
日本赤十字社HPをご覧いただくか、日本

赤十字社鳥取県支部にご相談ください。 

中国銀行 本店営業部 普通 3538903 

日本赤十字社岡山県支部 

支部長 伊原木隆太 

〔ニホンセキジユウジシヤ

オカヤマケンシブ シブチ

ヨウ イバラキリユウタ〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を 

もって領収書に代えてください。 

中国銀行 本店営業部 普通 3538946 

岡山県共同募金会 平成30

年豪雨災害義援金 

〔オカヤマケンキヨウドウ

ボキンカイ ヘイセイ30ネ

ンゴウウサイガイギエンキ

ン〕 

2022/06/30 岡山県共同募金会HPをご確認ください。 
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取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 領収証明書の請求方法 

中国銀行 
倉敷市役所出

張所 
普通 2506230 

倉敷市西日本豪雨災害義援

金口座 

〔クラシキシニシニホンゴ

ウウサイガイギエンキンコ

ウザ〕 

2024/03/31 倉敷市HPをご確認ください。 

中国銀行 井原支店 普通 2512730 

井原市西日本豪雨災害義援

金 井原市長 大舌 勲 

〔イバラシニシニホンゴウ

ウサイガイギエンキン イ

バラシチヨウ オオシタイ

サオ〕 

2021/12/31 井原市HPをご確認ください。 

中国銀行 笠岡支店 普通 2515535 

岡山県笠岡市災害義援金 

〔オカヤマケンカサオカシ

サイガイギエンキン〕 

2022/06/30 笠岡市HPをご確認ください。 

広島銀行 大手町支店 普通 3458725 

日本赤十字社広島県支部長 

〔ニホンセキジユウジシヤ

ヒロシマケンシブチヨウ〕 

2022/06/30 

日本赤十字社HPをご覧いただくか、日本

赤十字社広島県支部（082-241-8811）へ

ご確認ください。 

広島銀行 三川町支店 普通 620947 

社会福祉法人 広島県共同

募金会 

〔シヤカイフクシホウジン 

ヒロシマケンキヨウドウボ

キンカイ〕 

2022/06/30 
領収書が必要な場合は、広島県共同募金

会へ（082-254-3282）へご確認ください。 

広島銀行 
呉市役所出張

所 
普通 3037861 

呉市災害義援金 

〔クレシサイガイギエンキ

ン〕 

2022/03/31 

振込受取書をもって領収書に代えてくだ

さい。証明書が必要な場合は呉市福祉保

険課（0823-25-3524）へご確認ください。 
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取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 領収証明書の請求方法 

広島銀行 竹原支店 普通 3244755 

竹原市災害対策本部 

〔タケハラシサイガイタイ

サクホンブ〕 

 2022/03/31 竹原市HPをご確認ください。 

広島銀行 西条支店 普通 3794717 

東広島市災害対策本部 

〔ヒガシヒロシマシサイガ

イタイサクホンブ〕 

 2022/03/31 

振込受取書をもって領収書に代えてくだ

さい。市が発行する証明書が必要な場合

は、別の納付方法をご案内しますので、

東広島市地域づくり推進課（082-420-09

24）までご連絡ください。詳しくは、市

のホームページにも掲載しています。 

伊予銀行 愛媛県庁支店 普通 1769828 

愛媛県豪雨災害義援金 

〔エヒメケンゴウウサイガ

イギエンキン〕 

2022/06/30 

 

愛媛県ＨＰをご確認ください。 

 

伊予銀行 大洲支店 普通 1903916 

大洲市災害対策本部 

〔オオズシサイガイタイサ

クホンブ〕 

2022/06/30 大洲市ＨＰをご確認ください。 

伊予銀行 宇和島支店 普通 3836185 

宇和島市災害義援金 

〔ウワジマシサイガイギエ

ンキン〕 

2022/06/30 宇和島市ＨＰをご確認ください。 

伊予銀行 一万支店 普通 1943660 

平成 30年 7月豪雨災害義援

金日本赤十字社愛媛県支部 

〔ヘイセイ 30ネン 7ガツゴ

ウウサイガイギエンキンニ

ホンセキジユウジシヤエヒ

メケンシブ〕 

2022/06/30 

領収書の発行が必要な場合の連絡先 

日本赤十字社愛媛県支部 

℡：089-921-8603 



 5 

取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 領収証明書の請求方法 

伊予銀行 卯之町支店 普通 1488601 

西予市平成30年7月豪雨災害

義援金 

〔セイヨシヘイセイ30ネン7

ガツゴウウサイガイギエン

キン〕 

2022/06/30 

受領書の発行を希望されます方は、西予

市役所 会計課（0894-62-6412）へご確認

ください 

伊予銀行 八幡浜支店 普通 1891930 

八幡浜市災害義援金 八幡

浜市会計管理者 中岡 勲 

〔ヤワタハマシサイガイギ

エンキン ヤワタハマシカ

イケイカンリシヤ ナカオ 

カ イサオ〕 

2022/06/30 八幡浜市ＨＰをご確認ください。 

伊予銀行 
松山市役所支

店 
普通 1390876 

松山市豪雨災害義援金 松

山市長 野志 克仁 

〔マツヤマシゴウウサイガ

イギエンキン マツヤマシ

チヨウ ノシカツヒト〕 

2022/06/30 松山市ＨＰをご確認ください。 

伊予銀行 一万支店 普通 1639912 

社会福祉法人 愛媛県共同

募金会 会長 薬師神 績 

〔フク）エヒメケンキヨウド

ウボキンカイ カイチヨウ 

ヤクシジン イサオ〕 

2022/06/30 
愛媛県共同募金会ホームページをご参照

願います。 

トマト銀行 高梁支店 普通 1360292 

高梁市災害義援金 高梁市

長 近藤 隆則 

〔タカハシシサイガイギエ

ンキン タカハシシチョウ 

コンドウ タカノリ〕 

2022/06/30 
領収書が必要な場合は、高梁市福祉課 

（0866-21-0265）までご連絡ください。 
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取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 領収証明書の請求方法 

トマト銀行 本店営業部 普通 1963422 

日本赤十字社岡山県支部 

支部長  伊原木 隆太 

〔ニホンセキジュウジシャ

オカヤマケンシブ シブチ

ョウ イバラギ リュウタ〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 

もみじ銀行 昭和町支店 普通 3013155 

社会福祉法人広島県共同募

金会 

〔フク）ヒロシマケンキョウ

ドウボキンカイ〕 

2022/06/30 

領収書が必要な場合は、社会福祉法人広

島県共同募金会（082-254-3282）までご

連絡ください。 

愛媛銀行 県庁支店 普通 5369532 

愛媛県豪雨災害義援金 

〔エヒメケンゴウウサイガ

イギエンキン〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 

愛媛銀行 本店営業部 普通 3733134 

愛媛県共同募金会 

〔エヒメケンキョウドウボ

キンカイ〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 

愛媛銀行 道後支店 普通 6163439 

平成 30年 7月豪雨災害義援

金日本赤十字社愛媛県支部 

〔ヘイセイ 30ネン 7ガツゴ

ウウサイガイギエンキンニ

ホンセキジュウジシャエヒ

メケンシブ〕 

2022/06/30 

領収書発行が必要な場合は、日本赤十字

社愛媛県支部（089-921-8603）までご連

絡ください。 

愛媛銀行 宇和島支店 普通 6531335 

宇和島市災害義援金 

〔ウワジマシサイガイギエ

ンキン〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 
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取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 領収証明書の請求方法 

愛媛銀行 卯之町支店 普通 3829406 

西予市平成 30年 7月豪雨災

害義援金 

〔セイヨシヘイセイ 30 ネン

7ガツゴウウサイガイギエン

キン〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 

愛媛銀行 
松山市役所支

店 
普通 3507406 

松山市豪雨災害義援金 

〔マツヤマシゴウウサイガ

イギエンキン〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 

愛媛銀行 八幡浜支店 普通 3937933 

八幡浜市災害義援金 

〔ヤワタハマシサイガイギ

エンキン〕 

2022/06/30 
領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 

愛媛銀行 大洲支店 普通 4291933 

大洲市災害対策本部 

〔オオズシサイガイタイサ

クホンブ〕 

2022/06/30 

領収書は発行されません。振込受取書を

もって領収書に代えてください。 

 

以  上 


