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《平成 30 年７月豪雨に係る災害義援金の取扱いについて》 

受取人口座名義 振込先銀行名 口座番号 

愛媛県豪雨災害義援金 伊予銀行 愛媛県庁支店 普通預金 1769828 

大洲市災害対策本部 伊予銀行 大洲支店 普通預金 1903916 

日本赤十字社岡山県支部 支部長 伊原木隆太 中国銀行 本店営業部 普通預金 3538903 

岡山県共同募金会 平成 30 年豪雨災害義援金 中国銀行 本店営業部 普通預金 3538946 

倉敷市西日本豪雨災害義援金口座 中国銀行 倉敷市役所出張所 普通預金 2506230 

江田島市災害義援金 広島銀行 大柿支店 普通預金 3073434 

日本赤十字社広島県支部長 広島銀行 大手町支店 普通預金 3458725 

社会福祉法人 広島県共同募金会 広島銀行 三川町支店 普通預金 620947 

呉市災害義援金 広島銀行 呉市役所出張所 普通預金 3037861 

平成 30 年 7 月豪雨災害福岡市義援金 福岡銀行 福岡市庁内支店 普通預金 1060261 

日本赤十字社鳥取県支部 鳥取銀行 鳥取県庁支店 普通預金 1681973 

宇和島市災害義援金 伊予銀行 宇和島支店 普通預金 3836185 

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金日本赤十字社愛媛県支部 伊予銀行 一万支店 普通預金 1943660 

日本赤十字社京都府支部 京都銀行 本店営業部 普通預金 5231876 

社会福祉法人 京都府共同募金会 京都銀行 府庁前支店 普通預金 4180636 

日本赤十字社 みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620405 

日本赤十字社 三菱 UFJ 銀行 やまびこ支店 普通預金 2105538 

日本赤十字社 三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787545 

社会福祉法人 中央共同募金会 三井住友銀行 東京公務部 普通預金 162596 

社会福祉法人 中央共同募金会 りそな銀行 東京公務部 普通預金 0126799 

愛媛県弁護士会平成 30 年７月豪雨義捐金振込口座 伊予銀行 本店営業部 普通預金 4794671 

平成 30 年 7 月豪雨久留米市災害義援金 筑邦銀行 本店営業部 普通預金 3147430 

愛媛県豪雨災害義援金 愛媛銀行 県庁支店 普通預金 5369532 

愛媛県共同募金会 愛媛銀行 本店営業部 普通預金 3733134 

西予市平成 30 年 7 月豪雨災害義援金 伊予銀行 卯之町支店 普通預金 1488601 

八幡浜市災害義援金 八幡浜市会計管理者 中岡 勲 伊予銀行 八幡浜支店 普通預金 1891930 

竹原市災害対策本部 広島銀行 竹原支店 普通預金 3244755 

平成 30 年 7 月豪雨 うきは市義援募金会 福岡銀行 吉井支店 普通預金 2586137 

平成 30 年 7 月豪雨久留米市災害義援金 福岡銀行 久留米市庁内出張所 普通預金 150181 

日本赤十字社鳥取県支部義援金 支部長 平井 伸治 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 普通預金 2256671 

鬼北町災害義援金 鬼北町会計管理者 清家健二 伊予銀行 近永支店 普通預金 1320076 

社会福祉法人 福岡県共同募金会 福岡銀行 春日原支店 普通預金 1949606 

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 普通預金 3074327 

平成 30 年 7 月豪雨災害福岡市義援金 西日本シティ銀行 天神支店 普通預金 3130993 
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受取人口座名義 振込先銀行名 口座番号 

平成 30 年 7 月豪雨久留米市災害義援金 西日本シティ銀行 久留米営業部 普通預金 3160900 

松山市豪雨災害義援金 松山市長 野志克仁 伊予銀行 松山市役所支店 普通預金 1390876 

福知山市災害対策本部 福知山市会計管理者  

中見幸喜 
京都銀行 福知山支店 普通預金 4178063 

府中市災害対策本部 広島銀行 府中支店 普通預金 3378924 

井原市西日本豪雨災害義援金 井原市長 瀧本豊文 中国銀行 井原支店 普通預金 2512730 

矢掛町平成 30 年 7 月豪雨災害支援金 矢掛町長 

山野通彦 
中国銀行 矢掛支店 普通預金 2506655 

岡山県笠岡市災害義援金 中国銀行 笠岡支店 普通預金 2515535 

社会福祉法人 山口県共同募金会 山口銀行 県庁内支店 普通預金 5031377 

社会福祉法人 愛媛県共同募金会 会長 薬師神 績 伊予銀行 一万支店 普通預金 1639912 

社会福祉法人 島根県共同募金会 会長 若佐 博之 山陰合同銀行 津田支店 普通預金 2381238 

日本赤十字社 福岡県支部 福岡銀行 本店営業部 普通預金 6708223 

日本赤十字社 福岡県支部 西日本シティ銀行 本店営業部 普通預金 3435046 

東広島市災害対策本部 広島銀行 西条支店 普通預金 3794717 

福岡県平成 30 年 7 月豪雨災害義援金 福岡銀行 県庁内支店 普通預金 1201618 

高梁市災害義援金 高梁市長 近藤 隆則 トマト銀行 高梁支店 普通預金 1360292 

日本赤十字岡山県支部 支部長 伊原木 隆太 トマト銀行 本店営業部 普通預金 1963422 

社会福祉法人広島県共同募金会 もみじ銀行 昭和町支店 普通預金 3013155 

社会福祉法人山口県共同募金会 西京銀行 県庁支店 普通預金 2019571 

日本赤十字社山口県支部 西京銀行 山口支店 普通預金 2139800 

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金 日本赤十字社愛媛県支

部 
愛媛銀行 道後支店 普通預金 6163439 

宇和島市災害義援金 愛媛銀行 宇和島支店 普通預金 6531335 

西予市平成 30 年 7 月豪雨災害義援金 伊予銀行 卯之町支店 普通預金 3829406 

鬼北町災害義援金 愛媛銀行 近永支店 普通預金 3662708 

松山市豪雨災害義援金 愛媛銀行 松山市役所支店 普通預金 3507406 

八幡浜市災害義援金 愛媛銀行 八幡浜支店 普通預金 3937933 

大洲市災害対策本部 愛媛銀行 大洲支店 普通預金 4291933 

平成 30 年 7 月豪雨久留米市災害義援金 徳永 隆一 福岡中央銀行 久留米支店 普通預金 1117194 
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