
災害義援金を内容とする現金書留郵便物の送付先及び取扱期間
（2018年9月12日現在）

別紙

１．北海道内の市町村（五十音順）

　※取扱期間はいずれも2018年9月13日（木）から2019年3月31日（日）までです。

市町村名 市町村名（かな） 郵便番号 住所（送付先）

愛別町 あいべつちょう 078-1405 北海道上川郡愛別町字本町１７９

赤井川村 あかいがわむら 046-0592 北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2

赤平市 あかびらし 079-1192 北海道赤平市泉町４丁目１番地

旭川市 あさひかわし 070-8525 北海道旭川市6条通9丁目46番地

芦別市 あしべつし 075-8711 北海道芦別市北1条東1丁目3番地

足寄町 あしょろちょう 089-3797 北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1

厚岸町 あっけしちょう 088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地

厚真町 あつまちょう 059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地

網走市 あばしりし 093-8555 北海道網走市南６条東４丁目１番地

安平町 あびらちょう 059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地

池田町 いけだちょう 083-8650 北海道中川郡池田町字西1条7丁目11番地

石狩市 いしかりし 061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2

今金町 いまかねちょう 049-4393 北海道瀬棚郡今金町字今金48番地の1

岩内町 いわないちょう 045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台１３４番地１

岩見沢市 いわみざわし 068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

歌志内市 うたしないし 073-0492 北海道歌志内市字本町5番地

浦臼町 うらうすちょう 061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15

浦河町 うらかわちょう 057-8511 北海道浦河郡浦河町築地１丁目３番１号

浦幌町 うらほろちょう 089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6

雨竜町 うりゅうちょう 078-2692 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地

江差町 えさしちょう 043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1

枝幸町 えさしちょう 098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地

恵庭市 えにわし 061-1498 北海道恵庭市京町1番地

江別市 えべつし 067-8674 北海道江別市高砂町6番地

えりも町 えりもちょう 058-0292 北海道幌泉郡えりも町字本町206番地

遠軽町 えんがるちょう 099-0492 北海道紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１

遠別町 えんべつちょう 098-3543 北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地

奥尻町 おくしりちょう 043-1498 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806番地

小樽市 おたるし 047-8660 北海道小樽市花園2丁目12番1号

音威子府村 おといねっぷむら 098-2501 北海道中川郡音威子府村字音威子府444番地1

音更町 おとふけちょう 080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地

乙部町 おとべちょう 043-0103 北海道爾志郡乙部町字緑町388番地

帯広市 おびひろし 080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地

小平町 おびらちょう 078-3392 北海道留萌郡小平町字小平町216番地

上川町 かみかわちょう 078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地

上士幌町 かみしほろちょう 080-1492 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地 

上砂川町 かみすながわちょう 073−0292 北海道空知郡上砂川町中央北1条5丁目1-7

上ノ国町 かみのくにちょう 049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 

上富良野町 かみふらのちょう 071-0596 北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

神恵内村 かもえないむら 045-0301 北海道古宇郡神恵内村大字 神恵内村81番地4

北広島市 きたひろしまし 061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
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北見市 きたみし 090-8509 北海道北見市大通西2丁目1番地

喜茂別町 きもべつちょう 044-0292 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地

京極町 きょうごくちょう 044-0101 北海道虻田郡京極町字京極527番地

共和町 きょうわちょう 048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2

清里町 きよさとちょう 099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地

釧路市 くしろし 085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地

釧路町 くしろちょう 088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地

倶知安町 くっちゃんちょう 044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番

栗山町 くりやまちょう 069-1512 北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地

黒松内町 くろまつないちょう 048-0192 北海道寿都郡黒松内町字黒松内302番地1

剣淵町 けんぶちちょう 098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号

札幌市 さっぽろし 060-8611 北海道札幌市中央区北1条西2丁目

様似町 さまにちょう 058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地

更別村 さらべつむら 089-1595 北海道河西郡更別村字更別南1線93番地

猿払村 さるふつむら 098-6232 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1

鹿追町 しかおいちょう 081-0292 北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1

標茶町 しべちゃちょう 088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地

士別市 しべつし 095-8686 北海道士別市東6条4丁目1番地

標津町 しべつちょう 086-1632 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号

士幌町 しほろちょう 080-1200 北海道河東郡士幌町字士幌225番地

島牧村 しままきむら 048-0621 北海道島牧郡島牧村字泊83-1

清水町 しみずちょう 089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地

占冠村 しむかっぷむら 079-2201 北海道勇払郡占冠村字中央

下川町 しもかわちょう 098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地

積丹町 しゃこたんちょう 046-0292 北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地5

斜里町 しゃりちょう 099-4192 北海道斜里郡斜里町本町12番地

初山別村 しょさんべつむら 078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1

白老町 しらおいちょう 059-0995 北海道白老郡白老町大町1丁目1番1号

白糠町 しらぬかちょう 088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1

知内町 しりうちちょう 049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21番地1

新篠津村 しんしのつむら 068-1192 北海道石狩郡新篠津村第47線北13番地

新得町 しんとくちょう 081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地

新十津川町 しんとつかわちょう 073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1

新ひだか町 しんひだかちょう 056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号

寿都町 すっつちょう 048-0406 北海道寿都郡寿都町渡島町140−1

砂川市 すながわし 073-0195 北海道砂川市西6条北3丁目1番1号

せたな町 せたなちょう 049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1

壮瞥町 そうべつちょう 052-0101 北海道有珠郡壮瞥町宇滝之町287番地7

大樹町 たいきちょう 089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33

鷹栖町 たかすちょう 071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

滝川市 たきかわし 073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号

滝上町 たきのうえちょう 099-5692 北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

伊達市 だてし 052-0024 北海道伊達市鹿島町20番地1
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秩父別町 ちっぷべつちょう 078-2192 北海道雨竜郡秩父別町4101番地

千歳市 ちとせし 066-8686 北海道千歳市東雲町2丁目34番地

月形町 つきがたちょう 061-0592 北海道樺戸郡月形町1219番地

津別町 つべつちょう 092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41

鶴居村 つるいむら 085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西１-１

天塩町 てしおちょう 098-3398 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地の113

弟子屈町 てしかがちょう 088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号

当別町 とうべつちょう 061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9

当麻町 とうまちょう 078-1393 北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号

洞爺湖町 とうやこちょう 049-5692 北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地　

苫小牧市 とまこまいし 053-8722 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号

苫前町 とままえちょう 078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1

泊村 とまりむら 045-0202 北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7

豊浦町 とようらちょう 049-5492 北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地

豊頃町 とよころちょう 089-5392 北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地

豊富町 とよとみちょう 098-4110 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ2542番地2

奈井江町 ないえちょう 079-0392 北海道空知郡奈井江町字奈井江11番地

中川町 なかがわちょう 098-2892 北海道中川郡中川町字中川337番地

中札内村 なかさつないむら 089-1392 北海道河西郡中札内村大通南2丁目3番地

中標津町 なかしべつちょう 086-1197 北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地

中頓別町 なかとんべつちょう 098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6

長沼町 ながぬまちょう 069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号

中富良野町 なかふらのちょう 071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9番1号

名寄市 なよろし 096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地

南幌町 なんぽろちょう 069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号

新冠町 にいかっぷちょう 059-2492 北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2

仁木町 にきちょう 048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1

ニセコ町 にせこちょう 048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見47番地 

沼田町 ぬまたちょう 078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号

根室市 ねむろし 087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地

登別市 のぼりべつし 059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地

羽幌町 はぼろちょう 078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1　

浜頓別町 はまとんべつちょう 098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南１番地

浜中町 はまなかちょう 088-1592 北海道厚岸郡浜中町霧多布東4条1丁目35番地1

美瑛町 びえいちょう 071-0292 北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号

東神楽町 ひがしかぐらちょう 071-1592 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号

東川町 ひがしかわちょう 071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号

日高町 ひだかちょう 059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1

比布町 ぴっぷちょう 078-0392 北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号

美唄市 びばいし 072-8660 北海道美唄市西3条南1丁目1番1号

美深町 びふかちょう 098-2252 北海道中川郡美深町字西町18番地

平取町 びらとりちょう 055-0192 北海道沙流郡平取町本町28番地

広尾町 ひろおちょう 089-2692 北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1番地1
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深川市 ふかがわし 074-8650 北海道深川市2条17番17号

福島町 ふくしまちょう 049-1392 北海道松前郡福島町字福島820番地

富良野市 ふらのし 076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号

古平町 ふるびらちょう 046-0192 北海道古平郡古平町大字浜町40番地4

別海町 べつかいちょう 086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地 

北竜町 ほくりゅうちょう 078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11番地1

幌加内町 ほろかないちょう 074-0492 北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地

幌延町 ほろのべちょう 098-3207 北海道天塩郡幌延町宮園町1番地1

本別町 ほんべつちょう 089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4-1

幕別町 まくべつちょう 089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地１

増毛町 ましけちょう 077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地

真狩村 まっかりむら 048-1631 北海道虻田郡真狩村字真狩118番地 

三笠市 みかさし 068-2192 北海道三笠市幸町2番地　

南富良野町 みなみふらのちょう 079-2402 北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地

むかわ町 むかわちょう 054-8660 北海道勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地 

室蘭市 むろらんし 051-8511 北海道室蘭市幸町1番2号

芽室町 めむろちょう 082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14

妹背牛町 もせうしちょう 079-0592 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地

紋別市 もんべつし 094-8707 北海道紋別市幸町2丁目1番18号

八雲町 やくもちょう 049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138番地　

夕張市 ゆうばりし 068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地

湧別町 ゆうべつちょう 099-6592 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318番地

由仁町 ゆにちょう 069-1292 北海道夕張郡由仁町　新光200番地

余市町 よいちちょう 046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地

羅臼町 らうすちょう 086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83

蘭越町 らんこしちょう 048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5　

陸別町 りくべつちょう 089-4311 北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1番地

利尻町 りしりちょう 097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1

利尻富士町 りしりふじちょう 097-0101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6

留寿都村 るすつむら 048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地

留萌市 るもいし 077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地

礼文町 れぶんちょう 097-1201 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558番地5

稚内市 わっかないし 097-8686 北海道稚内市中央3丁目13番15号 

和寒町 わっさむちょう 098-0192 北海道上川郡和寒町字西町120番地

２．その他の法人・団体

送付先
〒105-8521　東京都港区芝大門1-1-3
日本赤十字社　パートナーシップ推進部
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金窓口

取扱期間 2018年9月12日（水）から2019年3月29日（金）まで

送付先
〒060-0002　北海道札幌市中央区北2条西7丁目1番地
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

取扱期間 2018年9月11日（火）から2018年12月28日（金）まで

団体名 送付先等

日本赤十字社

北海道共同募金会


