
震災地市町村義援金受付口座一覧

岩手県
市町村名 銀行 支店 種 番号 名義

1 久慈市 岩手銀行 久慈中央支店 普通 2057188 久慈市地震災害義援金
2 野田村 岩手銀行 野田支店 普通 2018951 野田村災害義援金
3 田野畑村 北日本銀行 岩泉支店 普通 7011834 田野畑村災害義援金　田野畑村長　上机莞治
4 岩泉町 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
5 宮古市 岩手銀行 宮古中央支店 普通 2093134 宮古市災害義援金　宮古市会計管理者　菊池正志
6 盛岡市 岩手銀行 盛岡市役所出張所 普通 2014584 東北地方太平洋沖地震盛岡市義援金口
7 山田町 岩手銀行 山田支店 普通 2036476 山田町大地震災害義援金
8 遠野市
9 大槌町

10 釜石市 岩手銀行 釜石支店 普通 2046292 釜石市災害対策本部長　釜石市長　野田武則
11 大船渡市
12 平泉町 岩手銀行 平泉支店 普通 2014910 平泉町災害義援金
13 一関市
14 陸前高田市

宮城県
市町村名 銀行 支店 種 番号 名義

1 気仙沼市 七十七銀行 気仙沼支店 普通 5477948 気仙沼市災害対策本部
2 登米市 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
3 南三陸町 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
4 美里町 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　佐々木功悦
5 大崎市 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
6 女川町 七十七銀行 蛇田支店 普通 5418224 義援金女川町会計管理者　木村利勝
7 石巻市 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
8 東松島市 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
9 松島町 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　大橋健男

10 七ヶ浜町 七十七銀行 七ヶ浜支店 普通 9000887 七ヶ浜町会計管理者 阿部真也
11 多賀城市 七十七銀行 多賀城支店 普通 5733758 多賀城市災害対策本部
12 仙台市 七十七銀行 仙台市役所支店 普通 5334233 仙台市災害対策本部
13 名取市 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　佐々木　一十郎
14 岩沼市 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　井口　經明
15 亘理町 七十七銀行 亘理支店 普通 5441111 亘理町災害対策本部
16 山元町 七十七銀行 山下支店 普通 5223431 宮城県山元町災害対策本部
17 塩竈市 七十七銀行 塩釜支店 普通 9041931 塩竈市会計管理者
18 白石市 七十七銀行 白石支店 普通 5527210 白石市災害対策本部
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震災地市町村義援金受付口座一覧

福島県
市町村名 銀行 支店 種 番号 名義

1 新地町 そうま農業協同組合 新地総合支店 普通 1511382 新地町会計管理者　大堀　武
2 相馬市 東邦銀行 相馬支店 普通 1032501 相馬市
3 伊達市 福島信用金庫 保原支店 普通 354036 伊達市義援金
4 福島市 東邦銀行 福島市役所支店 普通 167972 福島市義援金
5 飯舘村 そうま農業協同組合 飯舘総合支店 普通 1487767 飯舘村
6 南相馬市 七十七銀行 原町支店 普通 5343097 南相馬市災害対策本部　本部長　桜井　勝延
7 二本松市 みちのく安達農業協同組合 本店 普通 000298 二本松市義援金
8 田村市 たむら農業協同組合 本店 普通 000214 田村市会計管理者　渡邉新一
9 浪江町

10 双葉町 東邦銀行 双葉支店 普通 290611 双葉町災害対策本部　双葉町長　井戸川　克隆
11 大熊町
12 冨岡町
13 樽葉町
14 川内村 郡山信用金庫 川内支店 普通 27622 川内村会計管理者　出納室長　猪狩一
15 広野町
16 葛尾村
17 郡山市 東邦銀行 郡山支店 普通 2281842 郡山市災害対策本部
18 須賀川市 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　国分良一
19 会津若松市
20 白河市 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　鈴木　敏行
21 西郷村
22 いわき市 福島銀行 本店営業部 普通 1247856 いわき市災害対策本部
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