別紙

寄附金を内容とする現金書留郵便物の送付先及び取扱期間
取扱期間：2018 年 10 月 1 日（月）～2019 年 3 月 31 日（日）
都道府県
中央
（所在は東京都）

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県

送 付 先
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5F
社会福祉法人中央共同募金会
〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 7-1 北海道立社会福祉総合センター4 階
社会福祉法人北海道共同募金会
〒030-0822 青森県青森市中央 3-20-30 県民福祉プラザ内
社会福祉法人青森県共同募金会
〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手内
社会福祉法人岩手県共同募金会
〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺 1-4-28
社会福祉法人宮城県共同募金会
〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町 1-5 秋田県社会福祉会館内
社会福祉法人秋田県共同募金会
〒990-0021 山形県山形市小白川町 2-3-31 山形県総合社会福祉センター内
社会福祉法人山形県共同募金会
〒960-8141 福島県福島市渡利字七社宮 111 福島県総合社会福祉センター内
社会福祉法人福島県共同募金会
〒310-0851 茨城県水戸市千波町 1918 茨城県総合福祉会館内
社会福祉法人茨城県共同募金会
〒320-8508 栃木県宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
社会福祉法人栃木県共同募金会
〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町 13-12 群馬県社会福祉総合センター内
社会福祉法人群馬県共同募金会
〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 彩の国すこやかプラザ 3 階
社会福祉法人埼玉県共同募金会
〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港 4-3 千葉県社会福祉センター2 階
社会福祉法人千葉県共同募金会
〒169-0072 東京都新宿区大久保 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
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 4-2 神奈川県社会福祉会館内
社会福祉法人神奈川県共同募金会
〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ内
社会福祉法人新潟県共同募金会
〒930-0094 富山県富山市安住町 5-21 富山県総合福祉会館内
社会福祉法人富山県共同募金会
〒920-8557 石川県金沢市本多町 3-1-10 石川県社会福祉会館内
社会福祉法人石川県共同募金会
〒910-0026 福井県福井市光陽 2-3-22 福井県社会福祉センター内
社会福祉法人福井県共同募金会
〒400-0005 山梨県甲府市北新 1-2-12 山梨県福祉プラザ内
社会福祉法人山梨県共同募金会
〒380-0871 長野県長野市西長野 143-8 長野県自治会館内
社会福祉法人長野県共同募金会
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良 2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内
社会福祉法人岐阜県共同募金会
〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町 1-70 静岡県総合社会福祉会館内
社会福祉法人静岡県共同募金会

都道府県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

送 付 先
〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁 1-50 愛知県社会福祉会館内
社会福祉法人愛知県共同募金会
〒514-0003 三重県津市桜橋 2-131 三重県社会福祉会館内
社会福祉法人三重県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町 4-3-28 滋賀県厚生会館内
社会福祉法人滋賀県共同募金会
〒604-0874 京都府京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375
京都府立総合社会福祉会館 7 階
社会福祉法人京都府共同募金会
〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺 1-1-54 大阪社会福祉指導センター内
社会福祉法人大阪府共同募金会
〒651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通 2-1-1 兵庫県福祉センター5 階
社会福祉法人兵庫県共同募金会
〒634-0061 奈良県橿原市大久保町 320-11 奈良県社会福祉総合センター内
社会福祉法人奈良県共同募金会
〒640-8319 和歌山県和歌山市手平 2-1-2 県民交流プラザ和歌山ビック愛内
社会福祉法人和歌山県共同募金会
〒689-0201 鳥取県鳥取市伏野 1729-5 県立福祉人材研修センター内
社会福祉法人鳥取県共同募金会
〒690-0011 島根県松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根 5 階
社会福祉法人島根県共同募金会
〒700-0807 岡山県岡山市北区南方 2-13-1
岡山県総合福祉・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
〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町 12-2 広島県社会福祉会館内
社会福祉法人広島県共同募金会
〒753-0072 山口県山口市大手町 9-6 山口県社会福祉会館内
社会福祉法人山口県共同募金会
〒770-0943 徳島県徳島市中昭和町 1-2 徳島県立総合福祉センター内
社会福祉法人徳島県共同募金会
〒760-0066 香川県高松市福岡町 2-25-12 香川県共同募金会館内
社会福祉法人香川県共同募金会
〒790-8553 愛媛県松山市持田町 3-8-15 愛媛県総合社会福祉会館内
社会福祉法人愛媛県共同募金会
〒780-8567 高知県高知市朝倉戌 375-1 高知県立ふくし交流プラザ内
社会福祉法人高知県共同募金会
〒816-0804 福岡県春日市原町 3-1-7 クローバープラザ 6 階
社会福祉法人福岡県共同募金会
〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町 7-18 佐賀県社会福祉会館内
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒852-8104 長崎県長崎市茂里町 3-24 長崎県総合福祉センター内
社会福祉法人長崎県共同募金会
〒860-0842 熊本県熊本市中央区南千反畑町 3-7 熊本県総合福祉センター内
社会福祉法人熊本県共同募金会
〒870-0907 大分県大分市大津町 2-1-41 大分県総合社会福祉会館内
社会福祉法人大分県共同募金会
〒880-0007 宮崎県宮崎市原町 2-22 宮崎県福祉総合センター人材研修館内
社会福祉法人宮崎県共同募金会
〒890-8517 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 1-7 鹿児島県社会福祉センター内
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町 4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟 4 階
社会福祉法人沖縄県共同募金会

