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寄附金を内容とする郵便物の料金免除  

 

社会福祉を目的とする事業の活動を支援するため、社会福祉法人共同募金会にあてた寄附金

を内容とする郵便物を差し出される場合は、次により郵便料金（特殊取扱の料金を含みます。）

を免除いたします。 

 

１ 取扱条件 

寄付金を内容とする現金書留郵便物の料金免除の取扱条件は次のとおりです。 

(1) 内容品及び取扱い 

寄附金を内容とする現金書留郵便物としたもので、現金書留以外の特殊取扱としないもの 

(2) 表 示 

表面の見やすい所に「寄附金用郵便」と記載されたもの 

 

２ 取扱窓口 

  郵便局（簡易郵便局を含みます。）及び郵便事業会社支店 

※ 取扱窓口によって取扱時間が異なりますので、最寄りの窓口にご確認ください。 

 

３ 取扱期間 

(1) 広島県以外の社会福祉法人共同募金会 

平成２１年１０月１日（木）から平成２１年１２月３１日（木）まで 

 (2) 社会福祉法人広島県共同募金会 

平成２１年１０月１日（木）から平成２２年３月３１日（水）まで 

 

４ 送付先 

別紙のとおり 

以 上 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 【お客さまのお問い合わせ先】 
 
郵便事業株式会社 
 経営企画部門 渉外広報部 
  電 話： ０３－３５０４－９７９８ 
  ＦＡＸ： ０３－３５９２－７６２０ 
 

 
郵便事業株式会社お客様サービス相談センター 
０１２０－２３２８－８６ 
携帯電話から：０５７０－０４６－６６６（有料） 
〔受付時間 平日     ８：００～２２：００ 
      土・日・休日 ９：００～２２：００〕 

 
郵便局株式会社 
総務部 広報室（報道担当） 

 
郵便局株式会社お客様サービス相談センター 
０１２０－２３２８－８６ 
携帯電話から：０５７０－０４６－６６６（有料） 
〔受付時間 平日     ８：００～２２：００ 

電 話 : ０３－３５０４－４１２７ 
ＦＡＸ : ０３－３５９５－０８３９ 

土・日・休日 ９：００～２２：００〕  



○広島県以外の社会福祉法人共同募金会 

（平成 21 年 10 月 1 日（木）から平成 21 年 12 月 31 日（木）まで） 

都道府県 送 付 先 

北海道 
〒０６０－０００２ 札幌市中央区北２条西７－１ 道立社会福祉総合センター 

社会福祉法人北海道共同募金会 

青森県 
〒０３０－０８２２ 青森市中央３－２０－３０ 県民福祉プラザ 

社会福祉法人青森県共同募金会 

岩手県 
〒０２０－０８３１ 盛岡市三本柳８地割１－３ ふれあいランド岩手 

社会福祉法人岩手県共同募金会 

宮城県 
〒９８４－００５１ 仙台市若林区新寺１－４－２８ 

社会福祉法人宮城県共同募金会 

秋田県 
〒０１０－０９２２ 秋田市旭北栄町１－５ 県社会福祉会館 

社会福祉法人秋田県共同募金会 

山形県 
〒９９０－００２１ 山形市小白川町２－３－３１ 県総合社会福祉センター 

社会福祉法人山形県共同募金会 

福島県 
〒９６０－８１４１ 福島市渡利字七社宮１１１ 県総合社会福祉センター 

社会福祉法人福島県共同募金会 

茨城県 
〒３１０－０８５１ 水戸市千波町１９１８ 県総合福祉会館 

社会福祉法人茨城県共同募金会 

栃木県 
〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１－１０－６ とちぎ福祉プラザ 

社会福祉法人栃木県共同募金会 

群馬県 
〒３７１－０８４３ 前橋市新前橋町１３－１２ 県社会福祉総合センター 

社会福祉法人群馬県共同募金会 

埼玉県 
〒３３０－００７５ さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ

社会福祉法人埼玉県共同募金会 

千葉県 
〒２６０－００２６ 千葉市中央区千葉港４－３ 県社会福祉センター 

社会福祉法人千葉県共同募金会 

〒１６９－００７２ 新宿区大久保３－１０－１ 東京都大久保分庁舎２０１ 

社会福祉法人東京都共同募金会 
東京都 

〒１００－００１３ 千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル 

社会福祉法人中央共同募金会 

神奈川県 
〒２２１－０８４４ 横浜市神奈川区沢渡４－２ 県社会福祉会館 

社会福祉法人神奈川県共同募金会 

新潟県 
〒９５０－０９９４ 新潟市中央区上所２－２－２ 新潟ユニゾンプラザ 

社会福祉法人新潟県共同募金会 

山梨県 
〒４００－０００５ 甲府市北新１－２－１２ 県福祉プラザ 

社会福祉法人山梨県共同募金会 

長野県 
〒３８０－０８７１ 長野市西長野１４３－８ 県自治会館 

社会福祉法人長野県共同募金会 

富山県 
〒９３０－００９４ 富山市安住町５－２１ 県総合福祉会館 

社会福祉法人富山県共同募金会 

石川県 
〒９２０－８５５７ 金沢市本多町３－１－１０ 県社会福祉会館 

社会福祉法人石川県共同募金会 

福井県 
〒９１０－００２６ 福井市光陽２－３－２２ 県社会福祉センター 

社会福祉法人福井県共同募金会 

岐阜県 
〒５００－８３８５ 岐阜市下奈良２－２－１ 県福祉・農業会館 

社会福祉法人岐阜県共同募金会 

静岡県 
〒４２０－０８５６ 静岡市葵区駿府町１－７０ 県総合社会福祉会館 

社会福祉法人静岡県共同募金会 

愛知県 
〒４６０－０００２ 名古屋市中区丸の内２－４－７ 県社会福祉会館 

社会福祉法人愛知県共同募金会 

三重県 
〒５１４－８５５２ 津市桜橋２－１３１ 県社会福祉会館 

社会福祉法人三重県共同募金会 

別 紙 



滋賀県 
〒５２０－００４４ 大津市京町４－３－２８ 県厚生会館 

社会福祉法人滋賀県共同募金会 

京都府 
〒６０４－０８７４ 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町３７５ 府立総合社会福祉会館 

社会福祉法人京都府共同募金会 

大阪府 
〒５４２－００６５ 大阪市中央区中寺１－１－５４ 社会福祉指導センター 

社会福祉法人大阪府共同募金会 

兵庫県 
〒６５１－００６２ 神戸市中央区坂口通２－１－１８ 県福祉センター 

社会福祉法人兵庫県共同募金会 

奈良県 
〒６３４－００６１ 橿原市大久保町３２０－１１ 県社会福祉総合センター 

社会福祉法人奈良県共同募金会 

和歌山県 
〒６４０－８３１９ 和歌山市手平２－１－２ 県民交流プラザ和歌山ビック愛 

社会福祉法人和歌山県共同募金会 

鳥取県 
〒６８９－０２０１ 鳥取市伏野１７２９－５ 県立福祉人材研修センター 

社会福祉法人鳥取県共同募金会 

島根県 
〒６９０－００１１ 松江市東津田町１７４１－３ いきいきプラザ島根 

社会福祉法人島根県共同募金会 

岡山県 
〒７００－０８０７ 岡山市北区南方２－１３－１県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（きらめきプラザ）

社会福祉法人岡山県共同募金会 

山口県 
〒７５３－００７２ 山口市大手町９－６ 県社会福祉会館 

社会福祉法人山口県共同募金会 

徳島県 
〒７７０－０９４３ 徳島市中昭和町１－２ 県立総合福祉センター 

社会福祉法人徳島県共同募金会 

香川県 
〒７６０－００６６ 高松市福岡町２－２５－１２ 県共同募金会館 

社会福祉法人香川県共同募金会 

愛媛県 
〒７９０－８５５３ 松山市持田町３－８－１５ 県総合社会福祉会館 

社会福祉法人愛媛県共同募金会 

高知県 
〒７８０－８５６７ 高知市朝倉戊３７５－１ 県立ふくし交流プラザ 

社会福祉法人高知県共同募金会 

福岡県 
〒８１６－０８０４ 春日市原町３－１－７ クローバープラザ 

社会福祉法人福岡県共同募金会 

佐賀県 
〒８４０－００２１ 佐賀市鬼丸町７－１８ 県社会福祉会館 

社会福祉法人佐賀県共同募金会 

長崎県 
〒８５２－８１０４ 長崎市茂里町３－２４ 県総合福祉センター 

社会福祉法人長崎県共同募金会 

熊本県 
〒８６０－０８４２ 熊本市南千反畑町３－７ 県総合福祉センター 

社会福祉法人熊本県共同募金会 

大分県 
〒８７０－０９０７ 大分市大津町２－１－４１ 県総合社会福祉会館 

社会福祉法人大分県共同募金会 

宮崎県 
〒８８０－８５１５ 宮崎市原町２－２２ 県福祉総合センター本館 

社会福祉法人宮崎県共同募金会 

鹿児島県 
〒８９０－８５１７ 鹿児島市鴨池新町１－７ 県社会福祉センター 

社会福祉法人鹿児島県共同募金会 

沖縄県 
〒９０３－０８０４ 那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 県総合福祉センター 

社会福祉法人沖縄県共同募金会 

 

○社会福祉法人広島県共同募金会 

（平成 21 年 10 月 1 日（木）から平成 22 年 3 月 31 日（水）まで） 

都道府県 送 付 先 

広島県 
〒７３２－０８１６ 広島市南区比治山本町１２－２ 県社会福祉会館 

社会福祉法人広島県共同募金会 

 
 


