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平成 28 年 5 月 18 日 

株式会社 佐賀共栄銀行 

 
「平成 28 年熊本地震に係る災害義援金」の取扱いについて 

 
 
この度の地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

 
 株式会社 佐賀共栄銀行（頭取 二宮 洋二）では、「平成 28 年熊本地震」の発生を受け、平成 28 年
5 月 18 日（水）より各営業店窓口にて義援金の受付を開始することとしましたのでお知らせします。 
義援金の受付口座は下記のとおりです。 

 
記 

 
 
取扱銀行 取扱店 預金種類 口座番号 口座名 取扱期限 

熊本銀行 菊陽支店 普通預金 3051879 

菊陽町熊本地震義援金 菊陽町長

後藤三雄〔キクヨウマチクマモトジ

シンギエンキン〕 

2016/6/30

福岡銀行 那珂川支店 普通預金 840811 
熊本地震那珂川町義援金〔クマモト

ジシンナカガワマチギエンキン〕 
2017/4/22

福岡銀行 
久留米市庁内

出張所 
普通預金 138963 

熊本地震久留米市義援募金会〔クマ

モトジシンクルメシギエンボキンカ

イ〕 

2017/4/18

福岡銀行 行橋支店 普通預金 2624814 

熊本地震義援金 行橋市防災危機管

理室長 岡野 雅幸〔クマモトジシ

ンギエンキン〕 

2017/4/25

筑邦銀行 本店営業部 普通預金 3113243 

熊本地震久留米市義援募金会〔クマ

モトジシンクルメシギエンボキンカ

イ〕 

2016/6/30

親和銀行 
佐世保市役所

支店 
普通預金 3022190 

熊本地震佐世保市義援金 代表 渡

辺恵美〔クマモトジシンサセボシギ

エンキン〕 

2016/6/30

◎窓口振込手数料が無料となる義援金口座 
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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 

肥後銀行 
熊本市役所 

支店 
普通預金 1471670 

熊本市災害義援金 出納責任者 熊

本市会計管理者 甲斐俊則〔クマモ

トシサイガイギエンキン〕 

2016/6/30

肥後銀行 宇土支店 普通預金 1804190 
宇土市災害義援金 宇土市長 元松

茂樹〔ウトシサイガイギエンキン〕
2016/6/30

肥後銀行 大津支店 普通預金 2113269 
熊本地震義援金 大津町長 家入勲

〔クマモトジシンギエンキン〕 
2016/7/29

肥後銀行 大津支店 普通預金 2113272 

阿蘇西原村災害 西原村会計管理者

中村義光〔アソニシハラムラサイガ

イ〕 

2016/6/30

肥後銀行 水道町支店 普通預金 2682830 

福）熊本県社会福祉協議会災害義援

金口 会長 良永彌太郎〔フク）ク

マモトケンシャカイフクシキョウギ

カイサイガイギエンキングチ〕 

2016/6/30

肥後銀行 水道町支店 普通預金 2682827 

福）熊本県社会福祉協議会ボランテ

ィア活動支援金口 会長 良永彌太

郎〔フク）クマモトケンシャカイフ

クシキョウギカイボランティアカツ

ドウシエンキングチ〕 

2016/6/30

肥後銀行 高森支店 普通預金 1406843 

南阿蘇村災害義援金 会計管理者

今村ふよ子〔ミナミアソムラサイガ

イギエンキン〕 

2017/3/31

肥後銀行 木山支店 普通預金 1444413 

益城町災害対策本部 益城町長 西

村博則〔マシキマチサイガイタイサ

クホンブ〕 

2017/3/31

肥後銀行 宇土支店 普通預金 1804278 

宇土市庁舎再建寄附金 宇土市長

元松茂樹〔ウトシチョウシャサイケ

ンキフキン〕 

2016/6/30

肥後銀行 浜町支店 普通預金 1343680 

熊本地震山都町義援金 山都町長

工藤秀一〔クマモトジシンヤマトチ

ョウギエンキン〕 

2016/6/30
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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 

肥後銀行 高森支店 普通預金 1406898 

高森町災害義援金 高森町会計管理

者 河﨑みゆき〔タカモリマチサイ

ガイギエンキン〕 

2017/3/31

肥後銀行 
熊本市役所 

支店 
普通預金 1471716 

熊本城災害復旧支援金 熊本市長

大西一史〔クマモトジョウサイガイ

フッキュウシエンキン〕 

2017/3/31

肥後銀行 
熊本市役所 

支店 
普通預金 1471696 

熊本市災害寄附金 出納責任者 熊

本市長 大西一史〔クマモトシサイ

ガイキフキン〕 

2016/6/30

肥後銀行 合志支店 普通預金 474452 

合志市災害対策本部 合志市会計管

理者 可徳精至〔コウシシサイガイ

タイサクホンブ〕 

2016/7/29

肥後銀行 御船支店 普通預金 1530266 

御船町熊本地震義援金 御船町長

藤木正幸〔ミフネマチクマモトジシ

ンギエンキン〕 

2016/7/29

肥後銀行 甲佐支店 普通預金 1344726 

甲佐町災害義援金 甲佐町長 奥名

克美〔コウサマチサイガイギエンキ

ン〕 

2016/9/30

肥後銀行 玉東支店 普通預金 164829 

玉東町災害義援金 玉東町会計管理

者 井上浩成〔ギョクトウマチサイ

ガイギエンキン〕 

2016/6/30

肥後銀行 小国支店 普通預金 1298074 

熊本県小国町災害寄附金 小国町長

北里耕亮〔クマモトケンオグニマチ

サイガイキフキン〕 

2017/3/31

肥後銀行 八代支店 普通預金 1998240 

八代市災害寄附金 八代市会計管理

者 中村伸也〔ヤツシロシサイガイ

キフキン〕 

2017/3/31

肥後銀行 菊陽支店 普通預金 324159 

菊陽町熊本地震義援金 菊陽町長

後藤三雄〔キクヨウマチクマモトジ

シンギエンキン〕 

2016/6/30

西日本シティ

銀行 
天神支店 普通預金 3087408 

熊本地震福岡市義援金〔クマモトジ

シンフクオカシギエンキン〕 
2016/6/30
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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 

西日本シティ

銀行 
久留米営業部 普通預金 3095848 

熊本地震久留米市義援募金会〔クマ

モトジシンクルメシギエンボキンカ

イ〕 

2016/6/30

三菱 UFJ 信託

銀行 
本店営業部 普通預金 4611414 ジャパン・プラットフォーム 2016/6/15

三井住友信託

銀行 
本店営業部 普通預金 0180014 

社会福祉法人 中央共同募金会〔フ

ク）チュウオウキョウドウボキンカ

イ〕 

2016/6/30

 

 

以   上 

 

 ◎本件に関する問い合わせ先  
総合企画部 経営企画グループ 森田 

℡：0952-22-7578 


