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義援金の募集開始

受付開始までの経緯
　この度の豪雨災害により､広島県内14市８町のうち､11

市４町が災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受

けた（７月５日付）｡これにより､日本赤十字社は日本赤十

字社災害義援金取扱規程（平成11年本達乙第１号）に基づ

き､「平成30年７月豪雨災害義援金」として７月10日から

募集を開始した｡

　広島県支部は､被災者への援護の一助として､７月11日

に本社との協議を行い､同日付で救護･福祉部長通知によ

り義援金募集の了承を得た｡

義援金募集要項

　また､広島県地域防災計画（昭和36年６月策定）に基づ

き､広島県､坂町､広島県市長会･町村会､広島県共同募金

会､NHK広島放送局､広島県社会福祉協議会､中国新聞社

会事業団､日本赤十字社広島県支部を構成員とする義援金

配分委員会が設置され､広島県支部は「平成30年７月広島

県豪雨災害義援金」として７月12日から募集を開始した｡

「平成３０年７月広島県豪雨災害義援金」募集要綱 

 

１ 趣旨 

  平成３０年７月５日からの豪雨災害によって被害を受けられた広島県内で被災された方々を

支援し、生活再建の一助とするため、義援金の募集を行うものである。 

 

２ 義援金の名称 

  平成３０年７月広島県豪雨災害義援金 

 

３ 募集期間 

  平成３０年７月１２日（木）から平成３０年１２月２８日（金）まで 

 

４ 受付方法 

（１）口座振込み 

金融機関 口座番号 口座名義 

広島銀行 大手町支店 普通 ３４５８７２５ 

日本
にっぽん

赤十字社
せきじゅうじしゃ

広島県
ひろしまけん

支部長
し ぶ ち ょ う

 

      湯
ゆ

﨑
ざき

 英彦
ひでひこ

 

もみじ銀行 鷹野橋支店 普通 ３０４６６００ 

広島県信用農業協同組合連合会 

本所 
普通 ０００６３５５ 

広島信用金庫 鷹野橋千田支店 普通 ０４７３６１３ 

※広島銀行、もみじ銀行は、窓口における同一金融機関の本支店間の振込手数料は免除 

  ※広島県信用農業協同組合連合会（ＪＡバンク）は、窓口における全国のＪＡバンク間 

（農業協同組合・信用農業協同組合連合会・農林中央金庫）の振込手数料は免除 

※インターネット、ＡＴＭは所定の手数料が発生する。 

  ※窓口にて「平成３０年７月広島県豪雨災害義援金」である旨を申し出てもらう。 

（２）現金持参 

持参先 住所 受付時間 

日本赤十字社広島県支部 
広島市中区千田町 

２－５－６４ 

平日のみ 

午前８：３０～午後５：００ 

 

５ 税制上の取扱い 

この義援金は、所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第３７条第３項第１号に規

定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当する。 

併せて、地方税法第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１項第１号に規定す

る「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当する。 

 

 

６ 受領証の発行 

金融機関の振込時の利用明細書を受領証の代用とすることができる。この場合における

税の申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類（本募集

要綱など）の添付などが必要になる。 

なお、受領証の代用となる書類がない場合や振込時の利用明細書を紛失された場合など

において、寄付者が、義援金について税制上の優遇措置（所得税、法人税）を希望される

場合、申し出により、後日受領証を発送する。 

※受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に①寄付者、②寄付した日、③寄

付金額、④寄付先の口座番号（義援金専用口座番号）が明らかにされているものに限

られる。 
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平成30年７月広島県豪雨災害義援金配分委員会

設置要項
平成30年７月広島県豪雨災害義援金配分委員会設置要綱

（目的）

第 １条　平成30年７月５日からの広島県豪雨災害により被害を受けた被災者への援護の一助として､県内外各地の支援者か

ら送られた義援金を被災者に配分するため､広島県地域防災計画（基本編）（昭和38年６月策定）第４章第６節の２（2）に基

づき､平成30年７月広島県豪雨災害義援金配分委員会（以下「委員会」という｡）を設置する｡

（所掌事務）

第２条　委員会は次に掲げる事務を所掌する｡

（１）　被災者に送られた義援金を受付けた機関から､委員会に引き継がれた義援金の保管及び配分に関すること｡

（２）　その他必要な事項に関すること｡

（組織）

第３条　委員会は､別表に掲げる委員により構成する｡

（会長及び副会長）

第４条　委員会に会長及び副会長を置き､委員の互選により定める｡

２　会長は､委員会を代表し､会務を総括する｡

３　副会長は､会長を補佐し､会長に事故があるときはその職務を代行する｡

（会議）

第５条　委員会の会議は､会長が招集し､会長が議長となる｡

（事務局）

第６条　委員会の事務局は､広島県健康福祉局健康福祉総務課に置く｡

（その他）

第７条　この要綱に定めるもののほか､委員会の運営に関し必要な事項は､会長が別に定める｡

　　　附　則

１　この要綱は､平成30年８月７日から施行する｡

２　この要綱は､義援金の配分が完了した時点でその効力を失う｡

109

第９章　義援金

第
９
章



平成30年７月広島県豪雨災害義援金配分委員会委員

構成団体 職　　名

広島市 健康福祉局健康福祉企画課長

坂町 民生部長

広島県市長会･町村会 事務局長

日本赤十字社広島県支部 事務局長

（社福）広島県共同募金会 常務理事兼事務局長

ＮＨＫ広島放送局 広報事業部長

（社福）広島県社会福祉協議会 常務理事兼事務局長

（社福）中国新聞社会事業団 常務理事

広島県 健康福祉局地域包括ケア推進部長

受付期間の延長
　当初､義援金の受付期間については､配分委員会での協議により､平成30年12月28日までとされていた｡しかしながら､多

くの義援金が寄せられていることや､被害確定状況が未確定の市町が半数以上を占めていることから､義援金の受付期間を

２度にわたり延長した｡

　　　　　　義援金募集開始日　　本社:平成30年７月10日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　支部:平成30年７月12日（木）

　　　　　　受付期間の延長　（第１回）:平成30年12月29日（土）〜令和元年６月28日（金）

　　　　　　　　　　　　　　（第２回）:令和元年６月29日（土）〜令和２年６月30日（火）

義援金配分委員会の開催状況（令和元年７月９日現在）

開催回数 開　　催　　日 開催場所 審　議　内　容

第１回 平成30年８月７日（火） 広島県庁 義援金における被害認定項目と配分基準等について
義援金の配分時期･配分金額について

第２回 平成30年10月12日（金） 広島県庁 義援金の第２次配分の実施について
義援金の第２次配分額について
今後のスケジュールなどについて

第３回 平成31年２月18日（月） 持回り決裁 義援金の第３次配分の実施について

第４回 令和元年６月21日（金） 持回り決裁 義援金の第４次配分の実施について
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被害認定項目及び配分基準と配分金の算定式
　各市町への配分金は､配分の対象となる被害項目を定め､項目ごとに点数化し､市町ごとの被害件数による合計点数により

市町への配分金を決定することとされている｡

被害認定項目及び配分基準

区　分 基準点数 区　分 基準点数

①死者または行方不明者 100点/人 ④住居半壊 50点/世帯

②重症者  50点/人 ⑤一部損壊 20点/世帯

③住居全壊 100点/世帯 ⑥床上浸水 10点/世帯

配分金の算定式

　　　市町配分金　＝　義援金総額　×　
市町災害点数合計

県合計点数総計

市町への配分金送金日

　第１次配分:平成30年８月９日

　第２次配分:平成30年10月18日

　第３次配分:平成31年２月28日

　第４次配分:令和元年６月28日

これまでの市町別配分総額� （単位:円）

市　　町 配　分　額 市　　町 配　分　額

広島市 1,530,250,000 安芸高田市 16,500,000

呉市 1,834,750,000 江田島市 112,000,000

竹原市 475,750,000 安芸郡府中町 62,500,000

三原市 1,713,750,000 安芸郡海田町 190,250,000

尾道市 266,750,000 安芸郡熊野町 176,000,000

福山市 692,750,000 安芸郡坂町 1,552,000,000

府中市 76,000,000 山県郡安芸太田町 ０

三次市 215,750,000 山県郡北広島町 500,000

庄原市 72,250,000 豊田郡大崎上島町 29,750,000

大竹市 ２,250,000 世羅郡世羅町 14,000,000

東広島市 451,250,000 神石郡神石高原町 16,000,000

廿日市市 7,250,000 計 9,508,250,000
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義援金送金状況

日本赤十字社から義援金配分委員会への送金状況（令和２年３月31日現在）� （単位:円）

送金日 広島県支部金額 本社金額 合計金額

第１回送金 平成30年７月31日 612,458,340 615,977,721 1,228,436,061

第２回送金 平成30年９月14日 2,074,426,162 1,764,244,847 3,838,671,009

第３回送金 平成30年10月12日 750,595,190 523,294,081 1,273,889,271

第４回送金 平成30年11月27日 475,642,528 247,605,188 723,247,716

第５回送金 平成31年１月18日 350,195,776 247,322,916 597,518,692

第６回送金 平成31年２月22日 263,256,778 58,175,358 321,432,136

第７回送金 平成31年３月20日 79,376,905 15,609,811 94,986,716

第８回送金 平成31年４月26日 36,894,047 26,812,578 63,706,625

第９回送金 令和元年５月31日 17,041,458 15,136,165 32,177,623

第10回送金 令和元年６月28日 35,015,427 6,042,184 41,057,611

第11回送金 令和元年７月31日 11,384,908 5,847,774 17,232,682

第12回送金 令和元年８月30日 3,154,886 8,004,077 11,158,963

第13回送金 令和元年10月10日 8,399,027 4,187,667 12,586,694

第14回送金 令和元年10月31日 3,595,329 3,358,916 6,954,245

第15回送金 令和元年11月29日 5,614,171 3,273,687 8,887,858

第16回送金 令和元年12月27日 4,708,263 3,113,218 7,821,481

第17回送金 令和２年１月31日 2,926,477 2,724,602 5,651,079

第18回送金 令和２年２月28日 2,709,525 1,998,087 4,707,612

第19回送金 令和２年３月31日 1,772,908 1,404,899 3,177,807

計 4,739,168,105 3,554,133,776 8,293,301,881
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義援金への対応･セレモニー

　義援金は､受付団体としての日本赤十字社への信頼に基づき寄託されていることから､全社的に寄託者への丁寧な説明と､

適正な運用管理に努めた｡支部では､義援金の受付を組織振興課が担当し､配分委員会との連絡調整は総務課が担当した｡

　また報道により被害状況が明らかになるとともに､赤十字の災害救護活動が度々取り上げられたことにより､個人･団体･

企業からの受け入れが増加した｡支部では組織振興課を中心に可能な限りセレモニーなどを行い､義援金募集の広報活動に

ご協力いただいた｡

７月14日　HIROSHIMA青年赤十字奉仕団　様

７月24日　長野県飯田市赤十字奉仕団　様 ７月26日　株式会社サンネット　様

９月７日　株式会社フジタ広島支店　様

７月20日　沖縄市　様

８月２日　宗教法人法瀧寺　様
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９月27日　広島県民共済　様

10月18日　フレスタユニオン　様 11月１日　STU48様･キングレコード様･せとうちDMO様

12月６日　株式会社広島リビング新聞社　様

10月１日　広島市地域女性団体連絡協議会　様

11月22日　一般社団法人広島県医師会　様

※ 　その他多くの企業･団体･個人様から義援金のご寄託を受けております｡皆さまの暖かいご支援に対し､心より感謝申し上
げます｡
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