
　（注）１　表中にない団体についても、連絡があり次第、順次更新いたします。
　　　　２　「寄付金」とは、地方公共団体に対する支援を目的とするもの、「義援金」とは、被災者に対する支援を目的とするもの。 （平成２９年５月２４日更新）
　　　　３　備考欄に※印が付された口座については、義援金等専用口座ではないため、団体発行の受領証が必要になり、
　　　　　　所用の申込手続きが必要となる場合があります。詳しくは、手続等掲載ホームページ等でご確認ください。

銀行・支店名 口座番号

青森県 青森県 寄付金
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/025_01furusatoindex.html

申出を受けて所定の納付書又はクレジット収
納による。

ゆうちょ銀行 00100-2-552 岩手県災害義援金募集委員会 http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/jyouhou/volunteer.html

ゆうちょ銀行（他行からの振込
口座）019店

当座0000552 岩手県災害義援金募集委員会 〃

岩手銀行県庁支店 普通2016634 岩手県災害義援金募集委員会 〃

北日本銀行本店営業部 普通7028484 岩手県災害義援金募集委員会 〃

東北銀行本店営業部 普通3237413 岩手県災害義援金募集委員会 〃

盛岡信用金庫本店 普通0354281 岩手県災害義援金募集委員会 〃

寄付金
岩手銀行県庁支店 当座2000252 岩手県会計管理者 〃

寄付金
http://www.city.miyako.iwate.jp/

専用の振込用紙により、ゆうちょ銀行で振り
込み

義援金
岩手銀行宮古中央支店 普通2093134 宮古市災害義援金 http://www.city.miyako.iwate.jp/

大船渡市 義援金
岩手銀行大船渡支店 普通2052381 大船渡市災害義援金 http://www.city.ofunato.iwate.jp

北上市 寄附金
現金書留で送金

義援金
岩手銀行久慈中央支店 普通2057188 久慈市地震災害義援金

http://www.city.kuji.iwate.jp/syafukuka/choujyu_g/donation_2_2.ht
ml

寄附金
http://www.city.kuji.iwate.jp/ 専用の払込用紙により、ゆうちょ銀行で振込

寄付金
岩手銀行高田支店 普通2044715 陸前高田市災害対策本部

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/
shisei/kakuka-oshirase/gienkin/kifu/
kifukin-gienkin.html

義援金
〃 普通2044626 〃

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/
shisei/kakuka-oshirase/gienkin/kifu/
kifukin-gienkin.html

寄付金
岩手ふるさと農業協同組合奥州
市役所本庁支店

普通0002687 奥州市災害寄付金 http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?cd=155

義援金
岩手ふるさと農業協同組合奥州
市役所本庁支店

普通0002591 東北地方太平洋沖地震奥州市義援金口 http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?cd=155

岩手県 岩手県 義援金

宮古市

久慈市

手続等掲載ホームページ 備考口座名

陸前高田市

奥州市

東日本大震災による被災地方公共団体に対する寄付金及び義援金の受け入れ口座一覧

都道府県名 団体名
寄付金・義援金の

別

口座



銀行・支店名 口座番号
手続等掲載ホームページ 備考口座名都道府県名 団体名

寄付金・義援金の
別

口座

寄付金
岩手銀行金ケ崎支店 普通0019087 金ケ崎町会計管理者 http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/ ※

岩手銀行金ケ崎支店 普通2027520 金ケ崎町地震被災者支援対策本部 http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/ ※

ゆうちょ銀行 02250-5-106372 金ケ崎町地震被災者支援対策本部 http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/ ※

平泉町 寄附金
岩手銀行平泉支店 普通0042371 平泉町会計管理者　千葉多嘉男 http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/ ※

普代村 義援金
岩手銀行野田支店 普通2018960 普代村地震災害義援金 http://www.vill.fudai.iwate.jp/gyousei

寄付金
岩手銀行一関支店 普通2067013 一関市災害寄付金 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/30,0,151,391,html

義援金
岩手銀行一関支店 普通2067004 一関市災害義援金 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/30,0,151,391,html

義援金
岩手銀行釜石支店 普通2046292 釜石市地震災害義援金

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shisei_joho/kihu_gienkin/detail/
1195358_3210.html

寄付金
岩手銀行釜石支店 普通2029907 釜石市会計管理者

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shisei_joho/kihu_gienkin/detail/
1195350_3210.html

滝沢市 寄附金
新岩手農業協同組合
滝沢市役所出張所

普通0943692 滝沢市会計管理者 http://www.city.takizawa.iwate.jp/index.html ※

岩手銀行山田支店 普通2036476 山田町大地震災害義援金

北日本銀行山田支店 普通7014003 山田町大地震災害義援金

寄付金
岩手銀行岩泉支店 当座0036325 岩泉町 http://www.town.iwaizumi.iwate.jp/

岩手銀行岩泉支店 普通2023749 岩泉町災害義援金　岩泉町長　伊達　勝身 http://www.town.iwaizumi.iwate.jp/

北日本銀行岩泉支店 普通7011833 岩泉町災害義援金　岩泉町長　伊達　勝身 〃

洋野町 義援金
東北銀行種市支店 普通3151390 洋野町地震災害義援金 http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2016033000045/

大槌町 義援金
岩手銀行大槌支店 普通2037777 大槌町災害義援金 http://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/gienkifukin/

寄附金
北日本銀行岩泉支店 普通1607412 田野畑村会計管理者 https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015081700051/ 東日本大震災災害復興事業寄附金

義援金
北日本銀行岩泉支店 普通7011834 田野畑村災害義援金 https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015081700068/

野田村 義援金
岩手銀行野田支店 普通2018951 野田村災害義援金 http://seesaawiki.jp/nodamura_koushiki/

義援金

義援金

http://www.town.yamada.iwate.jp/saitai_index.html

義援金

一関市

山田町

岩泉町

金ケ崎町

釜石市

田野畑村



銀行・支店名 口座番号
手続等掲載ホームページ 備考口座名都道府県名 団体名

寄付金・義援金の
別

口座

寄附金
七十七銀行県庁支店 普通5515653 災害復興寄附金　宮城県知事　村井嘉浩 http://www.pref.miyagi.jp/kihu.htm

寄附金
七十七銀行県庁支店 普通5518181

東日本大震災みやぎこども育英募金　宮城
県知事　村井嘉浩

〃

ゆうちょ銀行 00170-0-526 宮城県災害対策本部 〃

七十七銀行県庁支店 普通5515581 宮城県災害対策本部 〃

仙台銀行本店 普通6979251 宮城県災害対策本部 〃

仙台市 寄附金
七十七銀行仙台市役所支店 普通5000219 仙台ふるさと応援寄附　仙台市財政企画課

http://www.city.sendai.jp/zaiseikikaku-
somu/shise/zaise/zaimu/zaise/sendaishi/oenkifu/index.html

※選択できる使途のひとつとして「震災復興」
があります。

七十七銀行石巻支店 普通5867509 石巻市災害対策本部　本部長　亀山　紘
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10401000/9000/20150812
190735.html

ゆうちょ銀行 00180-7-770 石巻市災害対策本部 〃

寄附金
七十七銀行石巻支店 普通0004022 石巻市会計管理者　及川　伸一

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/5555/20150812
203523.html

塩竈市 義援金
七十七銀行塩釜支店 普通9041931 塩竈市会計管理者

http://www.city.shiogama.miyagi.jp/zaisei/shinsai/shien/shiogam
a-gien.html

義援金
七十七銀行気仙沼支店 普通5477948 気仙沼市災害対策本部

http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s045/020/020/010/020/1
300805359054.html

寄附金
七十七銀行気仙沼支店 普通0000027 気仙沼市会計管理者 〃 ※

義援金
七十七銀行増田支店 普通5566398

名取市災害対策本部　災害対策本部長　山
田　司郎

http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kaikei/oshirase/node_104
28

寄附金
七十七銀行増田支店 普通5566541

名取市災害復興寄附金　名取市長　山田
司郎

〃

寄附金
七十七銀行多賀城支店 普通9181750 多賀城市災害対策本部

http://www.city.tagajo.miyagi.jp/kanzai/kurashi/daishinsai/kifukin.
html

義援金
七十七銀行多賀城支店 普通5733758 多賀城市災害対策本部 〃

義援金
七十七銀行岩沼支店 普通5671434

岩沼市災害対策本部　災害対策本部長　菊
地　啓夫

http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/saigai/kihu-gien.html

寄附金
七十七銀行岩沼支店 普通5671752

岩沼市災害復興寄付金　岩沼市長　菊地
啓夫

〃

七十七銀行米谷支店 普通5125952
登米市災害対策本部　登米市長　布施　孝
尚

http://www.city.tome.miyagi.jp/oshirase/somu/gienkin.html

仙台銀行佐沼支店 普通6527551
登米市災害対策本部　登米市長　布施　孝
尚

〃

みやぎ登米農業協同組合本店 普通0000406
登米市災害対策本部　登米市長　布施　孝
尚

〃

ゆうちょ銀行（店番818） 普通3962916
登米市災害対策本部　登米市長　布施　孝
尚

〃

栗原市 義援金
七十七銀行築館支店 普通5409179 栗原市災害対策本部　栗原市長　佐藤勇 http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/11,131,68,1,html

義援金

 義援金

義援金

気仙沼市

宮城県 宮城県

登米市

多賀城市

岩沼市

名取市

石巻市



銀行・支店名 口座番号
手続等掲載ホームページ 備考口座名都道府県名 団体名

寄付金・義援金の
別

口座

ゆうちょ銀行 00110-1-650 東松島市災害対策本部
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/topics_news/topics/
article/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%8
7%E7%81%BD%E3%81%A7%E8%A2%AB%E7%81%BD%E3%81%97%E3%8

七十七銀行矢本支店 普通5471192
東松島市災害対策本部　東松島市長　阿部
秀保

〃

寄附金
七十七銀行矢本支店 普通9180133

東松島市災害対策本部　東松島市長　阿部
秀保

〃

大崎市 義援金
七十七銀行古川支店 普通5879108

大崎市災害対策本部災害対策本部長　伊
藤康志

http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/26,1218,120,html

富谷市 義援金
七十七銀行富谷支店 普通5272157

富谷市災害対策本部災害対策本部長　若
生　裕俊

https://www.tomiya-city.miyagi.jp/

蔵王町 寄附金
七十七銀行蔵王支店 普通5182441

蔵王町災害対策本部　本部長　蔵王町長
村上　英人

http://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi/kurashi_guide/seikatsu_ka
nkyo/shinsai/20110311gien.html

義援金
七十七銀行亘理支店 普通5441111 亘理町災害対策本部 http://www.town.watari.miyagi.jp/index.cfm/22,16235,122,html

寄附金
七十七銀行亘理支店 普通5441269 亘理町災害復興寄附金 〃

義援金
七十七銀行山下支店 普通5223431 宮城県山元町災害対策本部 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/site/fukkou/336.html

寄附金
七十七銀行山下支店 普通5223539 宮城県山元町災害復興寄付金 〃

義援金
七十七銀行松島支店 普通9130535

松島町災害対策本部　松島町長　櫻井　公
一

http://www.town.miyagi-
matsushima.lg.jp/index.cfm/17,0,104,206,html

寄附金
七十七銀行松島支店 普通5324793

松島町災害対策本部　松島町長　櫻井　公
一

http://www.town.miyagi-
matsushima.lg.jp/index.cfm/17,0,104,205,html

七十七銀行七ヶ浜支店 普通9000887 七ヶ浜町会計管理者　渡辺　豊範 http://www.shichigahama.com/reconstruction/info.html#chp05 寄附金も同口座で受付（別途申し込み必要）

ゆうちょ銀行 02200-6-123 七ヶ浜町災害義援金 http://www.shichigahama.com/reconstruction/info.html#chp05

利府町 寄附金
ゆうちょ銀行 02230-9-54804 利府町会計管理者

https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/kaikei/taiwa-
gienkin.html

大和町 義援金
七十七銀行吉岡支店 普通5473306 大和町災害対策本部対策本部長　浅野　元 http://www.town.taiwa.miyagi.jp/eq311/taiwa-gienkin.html

涌谷町 義援金
七十七銀行涌谷支店 普通5308194

涌谷町災害対策本部　災害対策本部長　大
橋信夫

http://www.town.wakuya.miyagi.jp/kurashi/bosai/bosai/gienkin.ht
ml

美里町 義援金
七十七銀行小牛田支店 普通5281521

美里町災害義援金　美里町災害対策本部
本部長　美里町長　相澤　清一

http://www.town.misato.miyagi.jp/17bousai/2011-0401-1758-
6.html

七十七銀行蛇田支店 普通5418224 義援金女川町会計管理者　山田友悦 http://www.town.onagawa.miyagi.jp/11_20.html

ゆうちょ銀行 00140-3-687 女川町災害対策本部 〃

七十七銀行志津川支店 普通5204208
南三陸町災害対策本部　南三陸町長　佐藤
仁

http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/17,232,21,132
,html

南三陸農業協同組合志津川支
店

普通0013040
南三陸町災害対策本部　南三陸町長　佐藤
仁

〃

寄附金
七十七銀行志津川支店 普通5204721

南三陸町災害復興寄附金　南三陸町長　佐
藤仁

http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/6,204,73,html

義援金

山元町

女川町

南三陸町

義援金

義援金

義援金

松島町

亘理町

七ヶ浜町

東松島市



銀行・支店名 口座番号
手続等掲載ホームページ 備考口座名都道府県名 団体名

寄付金・義援金の
別

口座

ゆうちょ銀行 00160-3-533 福島県災害対策本部
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPL
AY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23
642

東邦銀行県庁支店 普通1411045 福島県災害対策本部 〃

福島銀行本店営業部 普通1247821 福島県災害対策本部 〃

大東銀行福島支店 普通1470102 福島県災害対策本部 〃

東邦銀行県庁支店
普通1418341

災害復興寄附金 福島県会計管理者
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessio
nid=E5BC9F8E77F01D4C082619C04C37CF86?DISPLAY_ID=DIRE
CT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23656

東邦銀行県庁支店
普通1423540

東日本大震災ふくしまこども寄附金 福島県
会計管理者

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPL
AY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=25
125

福島市 義援金
東邦銀行福島市役所支店 普通167972 福島市義援金

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/tiiki-
fukushi/bosai/bosaikiki/shinsai/fukko/hisaishashien/5351.html

義援金
東邦銀行会津若松市役所支店 普通128319 会津若松市義援金 会津若松市長 室井照平

http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/200804220003
5/

寄附金
東邦銀行会津若松市役所支店 普通134262 会津若松市寄附金

http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/201506010001
8/

郡山市 義援金
東邦銀行郡山支店 普通2281842 郡山市災害対策本部 http://www.city.koriyama.fukushima.jp/211000/bosai/gienkin.html

福島銀行本店営業部 普通1247856 いわき市災害対策本部
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000277/index.
html

常陽銀行平支店 普通1553795 いわき市災害対策本部 〃

大東銀行平支店 普通1673862 いわき市災害対策本部 〃

みずほ銀行いわき支店 普通1189362 いわき市災害対策本部生活支援口 〃

東邦銀行いわき営業部 普通2414177 いわき市災害対策本部 〃

ひまわり信用金庫本店営業部 普通1133203 いわき市災害対策本部 〃

いわき信用組合平支店 普通4231773 いわき市災害対策本部 〃

みずほ銀行いわき支店 普通1189354 いわき市災害対策本部災害復興口 〃

寄附金（ふるさと納税）

東邦銀行 普通3092 白河市会計管理者 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page001072.html

義援金
東邦銀行白河市役所支店 普通106993 白河市災害対策本部白河市会計管理者藤井http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?cd=2621

須賀川市 寄附金・義援金
東邦銀行須賀川支店 普通1267834

須賀川市震災義援金須賀川市会計管理者
柳沼政秀

http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/4856.htm

喜多方市 寄附金
東邦銀行・喜多方支店 普通1303257 喜多方市会計管理者 https://www.city.kitakata.fukushima.jp/life/4/29/137/

福島県 福島県 義援金

寄附金

会津若松市

いわき市 義援金

白河市



銀行・支店名 口座番号
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口座

義援金
東邦銀行相馬支店 普通1032501 相馬市災害義援金

http://www.city.soma.fukushima.jp/0311_jishin/gienkin/gienkin.ht
ml

寄附金
東邦銀行相馬支店 普通1043414 相馬市教育復興子育て支援金

http://www.city.soma.fukushima.jp/ugoki/hurusato/kyouiku_kikin.
html

義援金
ふくしま未来農業協同組合二本
松支店

普通0064811 二本松市義援金二本松市会計管理者

寄付金
二本松信用金庫金色支店 普通0173610

二本松市会計管理者
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/soshiki/1/230.html#mousikomi ※

義援金
福島さくら農業協同組合船引支
店

普通0061686 福島県田村市会計管理者
http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/8/seikatu-saigai-
gienkin.html

※

寄付金
福島さくら農業協同組合船引支
店

当座0061664 福島県田村市会計管理者 http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/3/furusato-nozei.html

義援金
七十七銀行原町支店 普通9089683 南相馬市災害対策本部 本部長 桜井勝延 http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/10,4842,65,260,html 災害復旧・復興義援金

寄附金
七十七銀行原町支店 普通5297931 福島県南相馬市会計管理者　小川　正明 http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/8,0,81,html

伊達市 義援金
福島信用金庫保原支店 普通0354036 伊達市義援金 http://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/14/195.html#

本宮市 義援金
東邦銀行本宮支店 普通1030717 本宮市義援金 http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/13/shinsai-20170401.html

桑折町 寄附金・義援金
福島信用金庫桑折支店 普通0228955

東北地方太平洋沖地震義援金桑折町長 高
橋宣博

http://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/1/gienkin.html

国見町 寄付金
福島信用金庫国見支店 普通0031451 国見町会計管理者　黒木浩子 ※

寄付金
東邦銀行川俣支店 普通262 川俣町会計管理者

http://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-
tetsuzuki/hurusato-kihukin.html

※

義援金
東邦銀行川俣支店 普通0641691 川俣町被災者支援義援金 〃

寄附金
ふくしま未来農業協同組合
大玉支店

普通0035630
大玉村会計管理者
中沢みち子(別口)

https://www.vill.otama.fukushima.jp
/furusato/moushikomi/

義援金
ふくしま未来農業協同組合
大玉支店

普通2316818
大玉村会計管理者
中沢みち子(別口)

※

義援金
須賀川信用金庫鏡石支店 普通0330565 鏡石町東北関東大震災義援金

寄附金
須賀川信用金庫鏡石支店 普通0030705

福島県岩瀬郡鏡石町会計管理者
長谷川静男

http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/gyousei/zei/00
0400.php

※

天栄村 寄附金・義援金
夢みなみ農業協同組合天栄支
店

普通3423227 天栄村会計管理者　森　廣志 ※

下郷町 寄付金
東邦銀行会津下郷支店 普通51

下郷町会計管理者
　星　健一

http://town.shimogo.fukushima.jp/

檜枝岐村 寄附金
会津よつば農業協同組合檜枝
岐支店

普通0004889 檜枝岐村会計管理者 http://www.hinoemata.com/download/kifukinannai.pdf ※

南会津町 寄附金
東邦銀行 田島支店 普通 0000110

南会津町会計管理者
室井　竜典

http://www.minamiaizu.org/gyousei/cat10/000215.php

北塩原村 寄附金・義援金
会津よつば農業協同組合北塩
原支店

普通4884007 北塩原村会計管理者 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp ※

相馬市

二本松市

田村市

南相馬市

川俣町

大玉村

鏡石町
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寄付金・義援金
会津よつば農業協同組合
西会津支店

普通2660586
西会津町会計管理者
長谷川　浩一

http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/2012/01/post-355.html

寄付金
ゆうちょ銀行 02200-6-960287 西会津町会計管理者 http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/2012/01/post-355.html ※

猪苗代町 寄附金
東邦銀行猪苗代支店 当座115 猪苗代町会計管理者

http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-9-
241.html

会津坂下町 寄附金
株式会社東邦銀行　坂下支店 普通633111 会津坂下町会計管理者 http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/07421 ※

湯川村 寄付金
会津よつば農協　湯川支店 普通1105040

湯川村会計管理者　小関　邦彦
(ﾕｶﾞﾜﾑﾗｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ　ｺｾｷ　ｸﾆﾋｺ)

http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/

柳津町 寄付金・義援金
会津信用金庫
・柳津支店

普通0988826
柳津町会計管理者
新井田理恵

※

三島町 寄付金
ゆうちょ銀行 02290-5-961008 三島町会計管理者 http://www.town.mishima.fukushima.jp ※

金山町 寄付金
ゆうちょ銀行 02280-4-961056 金山町会計管理者 http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/ ※

昭和村 寄附金・義援金
東邦銀行川口支店 普通137 昭和村会計管理者出納室長　五十嵐賢仁 http://www.vill.showa.fukushima.jp ※

会津美里町 寄附金
会津よつば農業協同組合
高田支店

普通21785 会津美里町会計管理者　佐藤　一
http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s003/010/030/010/04
0/20160118140425.html

※

西郷村 義援金
東邦銀行新白河支店 普通261074 東日本大地震対策本部副本部長 大倉修

泉崎村 寄附金
夢みなみ農業協同組合泉崎支
店

普通1154253 泉崎村会計管理者　星雅之 ※

寄附金
夢みなみ農業協同組合中島支
店

普通1462233 中島村会計管理者 小針友義 ※

義援金
夢みなみ農業協同組合中島支
店

普通0025349 中島村災害対策本部事務局　相楽高徳

義援金
白河信用金庫矢吹支店 普通1128913 矢吹町災害対策本部本部長 野崎吉郎 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/view.rbz?cd=1873

寄附金
ゆうちょ銀行 02150-3-960049 矢吹町会計管理者 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/

棚倉町 寄附金・義援金
東邦銀行棚倉支店 普通110 棚倉町会計管理者 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/ ※

矢祭町 寄附金
白河信用金庫矢祭支店 普通0130108

矢祭町会計矢祭町会計管理者　　片野　一
也

http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page000097.html ※

塙町 寄附金
ゆうちょ銀行 02180-0-960018 塙町会計管理者 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/page/page000419.html ※

鮫川村 寄附金
東邦銀行棚倉支店 普通381 鮫川村会計管理者 http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/page/dir000049.html ※

石川町 寄附金
東邦銀行・石川支店 普通3359 石川町会計管理者 ※

玉川村 義援金
東邦銀行石川支店 普通3383 玉川村会計管理者 ※

平田村 義援金
夢みなみ農業協同組合平田支
店

普通4228177 平田村会計管理者 ※

西会津町

中島村

矢吹町
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浅川町 寄附金・義援金
東邦銀行浅川支店 普通114 浅川町会計管理者 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/ ※

古殿町 寄附金
大東銀行古殿支店 普通1136654 古殿町会計管理者　佐川良子 http://www.town.furudono.fukushima.jp/furusatonouzei/1080 ※

三春町 寄附金
東邦銀行三春支店 普通271 三春町会計管理者

http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/2/01-
furusatonozei-htm.html

小野町 義援金
東邦銀行小野支店 普通0260009 小野町会計管理者 ※

東邦銀行楢葉支店 普通0218019 東北関東大震災広野町義援金口 http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/hirono_gienkin.html

ゆうちょ銀行 00150-8-710 広野町災害対策本部 〃

義援金
東邦銀行平支店 普通2414193 楢葉町 http://www.town.naraha.lg.jp/ ※

寄附金
ゆうちょ　二二九支店 02230-3-960256 楢葉町 http://www.town.naraha.lg.jp/ ※

富岡町 寄附金・義援金
東邦銀行　富岡支店 普通253 富岡町会計管理者 http://www.tomioka-town.jp/guidance/post-9.html ※

義援金
福島さくら農業協同組合　川内
支店

普通　0010799 川内村会計管理者　出納室長　三瓶敏彦 http://www.kawauchimura.jp/info/info01-163.html ※

寄附金
ゆうちょ銀行 02210-4-115571 川内村会計管理者　モリタロウ基金寄付金 http://www.kawauchimura.jp/guide/moritarou/index.html ※

義援金
東邦銀行会津支店 普通2367884

大熊町災害対策本部長
大熊町長　渡辺　利綱

www.town.okuma.fukushima.jp/content/大熊町への義援金につい
て

寄附金
東邦銀行大熊支店 普通240

大熊町会計管理者
島　和広

※

双葉町 義援金
東邦銀行双葉支店 普通290611 双葉町災害対策本部双葉町長 http://www.town.futaba.fukushima.jp/gienkin/gienkin.html

浪江町 寄附金
東邦銀行・浪江支店 普通619055 浪江町 http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/2/59.html ※

義援金
会津よつば農業協同組合坂下
支店

普通0045040 葛尾村会計管理者　松本裕洋 ※

寄付金
福島さくら農業協同組合葛尾支
店

普通1833053 葛尾村会計管理者　松本裕洋 ※

新地町 寄附金
ふくしま未来農協新地総合支店 普通1511382 新地町会計管理者 http://www.shinchi-town.jp/soshiki/1/furusato-kifukin.html ※

飯舘村 寄付金・義援金
ふくしま未来農業協同組合
飯舘総合支店

普通1487767 飯舘村 http://www.vill.iitate.fukushima.jp ※

茨城県
常陽銀行県庁支店 普通1267220 茨城県災害対策本部

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/koshi/chii
kifukushigroup/saigaihukkyuu-20160310.html

筑波銀行県庁支店 普通1091460 茨城県災害対策本部
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/koshi/chii
kifukushigroup/saigaihukkyuu-20160310.html

ゆうちょ銀行 00140-2-638 茨城県災害対策本部
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/koshi/chii
kifukushigroup/saigaihukkyuu-20160310.html

東日本銀行水戸支店 普通598730 茨城県災害対策本部
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/koshi/chii
kifukushigroup/saigaihukkyuu-20160310.html

茨城県 義援金

広野町 義援金

楢葉町

川内村

大熊町

葛尾村
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日立市 義援金
常陽銀行日立支店 普通3126066 日立市災害義援金 http://www.city.hitachi.lg.jp/shinsai/008/p008584.html

常陽銀行高萩支店 普通1657633 高萩市災害義援金 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/news.php?code=398

ゆうちょ銀行 00150-1-736 高萩市災害義援金 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/news.php?code=398

潮来市 寄附金 常陽銀行潮来支店 普通219912 潮来市会計管理者　岸根　則夫

義援金
常陽銀行江戸崎支店 普通1391200 稲敷市災害義援金 http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page001521.html

寄附金
常陽銀行江戸崎支店 普通1391679 稲敷市災害復旧寄附金 http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page001521.html

旭市 寄付金
http://www.city.asahi.lg.jp/section/kaikei/kaikei_001.html 申出により振込用紙を送付

習志野市 寄附金
http://www.city.narashino.lg.jp/kurashi/bosaibohan/jisin_00/hisai_
shien_bokin.html

申出により納付書を送付

千葉県

稲敷市

高萩市 義援金


