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(別紙) 

窓口振込手数料が無料となる義援金口座（令和元年台風第19号） 

（2019年10月28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 0620464 
日本赤十字社 

〔ニホンセキジュウジシャ〕 
2020/03/31 

日本赤十字社HPをご覧いただくか、日本

赤十字社パートナーシップ推進部にご相

談ください。 

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

/19/ 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通 2105553 
日本赤十字社 

〔ニホンセキジュウジシャ〕 
2020/03/31 

領収書の発行が必要な場合の連絡先は以

下の通り。 

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

/19/ 

三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787555 
日本赤十字社 

〔ニホンセキジュウジシャ〕 
2020/03/31 

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（受領証の宛名） 

（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 162529 

社会福祉法人中央共同募金

会 災害義援金口 

〔チュウオウキョウドウボ

キンカイ サイガイギエンキ

ングチ〕 

     

2019/12/30 

 

中央共同募金会HPをご確認ください。 

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/19/
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/19/
TEL:03-3437-7081
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/19/
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/19/
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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 0126781 

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〕 

2019/12/30 

中央共同募金会HPをご確認ください。 

https://www.akaihane.or.jp/saigai-ne

ws/gienkin/7572/ 

東邦銀行 白河市役所支店 普通 120503 

がんばろう白河義援金 

〔ガンバロウシラカワギエ

ンキン〕 

2020/03/31 白河市HPをご確認ください。 

東邦銀行 相馬支店 普通 1133294 

相馬市台風災害義援金 

〔ソウマシタイフウサイガ

イギエンキン〕 

2020/03/31 相馬市HPをご確認ください。 

足利銀行 県庁内支店 普通 5031395 

令和元年台風第 19 号栃木県

災害義援金 

〔レイワガンネンタイフウ

ダイジユウキユウゴウトチ

ギケンサイガイギエンキン〕 

2020/01/31 
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。 

足利銀行 県庁内支店 普通 5031426 

（福）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 

〔フク）トチギケンキヨウド

ウボキンカイ レイワガン

ネンタイフウダイジユウキ

ユウゴウトチギケンサイガ

イギエンキン〕 

2020/01/31 
領収書が必要な場合は、栃木県共同募金 

会（028-622-6694）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 

八十二銀行 本店営業部 普通 1247782 

日本赤十字社長野県支部 

〔ニホンセキジユウジシヤ

ナガノケンシブ〕 

2020/03/31 

金融機関での振込時の利用明細書は受領

書の代わりとなります。免税証明書とし

て寄付金控除の申請の際に利用できま

す。 

八十二銀行 長野市役所支店 普通 266095 

長野市災害対策本部 

〔ナガノシサイガイタイサ

クホンブ〕 

2020/03/31 
長野市災害対策本部の HP をご確認くだ

さい。 

八十二銀行 中野支店 普通 777420 

令和元年台風 19 号中野市災

害義援金 

〔レイワガンネンタイフウ

19 ゴウナカノシサイガイギ

エンキン〕 

2020/03/31 
領収書が必要な場合は、会計課（0269－

22－2111）までご確認ください。 

八十二銀行 県庁内支店 普通 732958 

長野県台風第 19 号災害対策

本部 

〔ナガノケンタイフウダイ

19 ゴウサイガイタイサクホ

ンブ〕 

2020/03/31 
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。 

八十二銀行 本店営業部 普通 1247799 

社会福祉法人長野県共同募

金会 

〔シヤカイフクシホウジン

ナガノケンキヨウドウボキ

ンカイ〕 

2020/03/31 
社会福祉法人長野県共同募金会の 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 

西日本シティ銀行 天神支店 普通 3154251 

令和元年台風第 19 号 福岡

市義援金 

〔レイワガンネンタイフウ

ダイジユウキユウゴウ フ

クオカシギエンキン〕 

2020/03/31 
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。 

仙台銀行 本店営業部 普通 0108885 

宮城県災害対策本部 災害対

策本部長 村井嘉浩 

〔ミヤギケンサイガイタイ

サクホンブ〕 

2020/03/31 宮城県HPをご確認ください。 

福島銀行 本店営業部 普通 1299708 

福島県災害対策本部 本部長 

福島県知事 内堀雅雄 

〔フクシマケンサイガイタ

イサクホンブ〕 

2020/03/31 福島県HPをご確認ください。 

大東銀行 福島支店 普通 3005900 

福島県災害対策本部 本部長 

福島県知事 内堀雅雄 

〔フクシマケンサイガイタ

イサクホンブ〕 

2020/03/31 福島県HPをご確認ください。 

栃木銀行 本店営業部 普通 1193280 

令和元年台風第 19 号栃木県

災害義援金 

〔レイワガンネンタイフウ

ダイ 19 ゴウトチギケンサイ

ガイギエンキン〕 

2020/01/31 
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。 

栃木銀行 栃木支店 普通 1062942 

栃木市災害対策本部 栃木市

会計管理者 大木多津子 

〔トチギシサイガイタイサ

クホンブ〕 

2020/01/31 
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 


