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甚大な自然災害により犠牲となられた方々と、ご遺族、ご関係の皆さまに衷心より哀悼の意を表し、未だ困難な生活を強いら
れておられるすべての皆さまに心よりお見舞い申しあげます。
本会では国内外における災害救援や人道的支援等に対し緊急且つ迅速な対応をすべく救援基金を常時開設しております。
お預かりした寄附金は被災状況を鑑み本会会議にて協議を行い、支援先・支援内容を決定した後、加盟団体関係機関等に寄
託し現地の救援活動支援を行っております。ここに本会が２０２０（令和２）年２月以降に行った支援についてご報告致します。

■ 令和元年台風第 15 号・19 号被害 ■ 平成 30 年北海道胆振東部地震
これらの台風は激甚災害としてそれぞれ「令和元年房総半
島台風」(１５号)、「令和元年東日本台風」(１９号)と命名され、
２０１９(令和元)年９月～１０月にかけて各地で猛烈な風や河
川の氾濫などにより記録的な被害が発生しました。
本会では台風第１９号被害に対し、２０２０年(令和２)年１月
に第１回目の支援として、特に被害が大きかった地域の福島
県仏教会・栃木県仏教会・長野県仏教会に各５００，０００円
の義援金を送金しました。この度、２０２０（令和２）年３月に追
加支援を行い、また台風第１５号で被害を受けた千葉県に対
しても下記の通り支援を行いました。
台風第１９号（令和元年東日本台風）
〈追加支援〉
・福島県仏教会
：５００，０００円
・栃木県仏教会
：５００，０００円
・長野県仏教会
：５００，０００円
・丸森町仏教会（宮城県）
：５００，０００円 （新たに支援）
台風第１５号（令和元年房総半島台風）
・真言宗智山派宗務庁
：７８４，０００円
・日蓮宗千葉県宗務所
：５６７，０００円
・天台宗宗務庁
：２４９，０００円
・曹洞宗千葉県宗務所
：２４２，０００円
・浄土宗千葉県宗務所
：１６１，０００円

２０１８（平成３０）年９月６日午前３時８分頃発生した本地震
は、厚真町で震度７、安平町、むかわ町で震度６強を観測し、
土砂崩れや家屋の倒壊による甚大な被害が発生しました。
本会では２０１８（平成３０）年９月に北海道仏教会連盟に義
援金５００，０００円を寄託し、北海道仏教会連盟では所属し
ている宗派・宗務所へ各所属寺院数によって義援金を割り振
り配分されました。
この度、皆様からお寄せいただきました本地震への指定寄
附金について、被害状況を鑑み、下記団体へ義援金を拠出
致しました。
・厚真町仏教会
：１，４００，０００円
・早来町仏教会
：１，４００，０００円 ※
・むかわ町仏教会
：１，４００，０００円
※早来町と追分町が合併し安平町になりましたが、早来町仏教会は
名称変更を行わなかった為、旧町の名称のままとなっております。

■ 第 19 次災害救援活動助成金拠出

本助成金について、２０２０(令和２)年３月に第７回支援検討
会で審議を行い、下記の通り助成金を拠出致しました。
〔募集期間〕
・２０１９(令和元)年１０月１日から
２０２０(令 和 ２)年１月３１日までに実施した事業
注）寄せられた寄附金２，０００，０００円を被害寺院数に応じて按分し
〔助成金額〕
千円以下を切り上げした金額を義援金と致しました。
・東日本大震災 事業経費の３０％、 ５万円を上限に拠出
■ オーストラリア森林火災への義援金 ・平成 28 年熊本地震 事業経費の３０％、１０万円を上限に拠出
・その他被災地 事業経費の３０％、１０万円を上限に拠出
２０１９年９月頃からオーストラリア南東部を中心に頻発する
〔助成件数・金額〕
ようになった森林火災は、乾燥・高温・強風の条件が重なり、
・東日本大震災
保養活動
２件 １００，０００円
全土へ広がり、日本の面積の３分の１近くにあたる１０万平方
・東日本大震災
ボランティア活動
５件 ２０５，３０５円
キロメートル以上が焼失し、野生動物のコアラやカンガルーな
・令和元年台風第１９号被害
ボランティア活動
６件 ２３７，３９６円
ど１０億匹以上が命を落とすなど甚大な被害が発生しました。
合
計
１３件 ５４２，７０１円
オーストラリアの国民の約半数はキリスト教徒ですが、ＷＦＢ
(世界仏教徒連盟)のセンターが８つあり、過去東日本大震災
■ 第 20 次災害救援活動助成金案内
の際にはオーストラリアの仏教徒より支援が寄せられました。
本火災被害には世界各地の宗教団体から寄附が寄せられ 〔募集期間〕
ており、ＷＦＢ本部からもこの度の森林火災の被害に対し、人 ・２０２０(令和２)年２月１日から
道的な立場から支援を行いたいとの要請もあったことから、本 ２０２０(令和２)年９月３０日までに実施した事業
会も災害支援として復興の一助となるよう、義援金の拠出を 〔助成金額〕
・東日本大震災 事業経費の３０％、 ５万円を上限に拠出
行う運びとなりました。
・平成 28 年熊本地震 事業経費の３０％、１０万円を上限に拠出
・その他被災地 事業経費の３０％、１０万円を上限に拠出
・義援金送金額：１，０００，０００円（円建て送金）
〔申請締切〕
・義援金送金先：ＷＦＢ(世界仏教徒連盟)本部 [タイ]
・２０２０(令和２)年１０月３０日（金）１６：００まで
※本部よりオーストラリアの各センターへ送金。

■ 寄附者ご芳名一覧

温かい寄附金をご寄託頂きましたこと、厚く御礼を申しあげます。

『平成３０年７月豪雨・平成３０年北海道胆振東部地震』への寄附者ご芳名一覧＜２０１８(平成３０)年９月１日～２０１９(平成３１)年３月３１日 敬称略・順不同＞注）
他 寄附者ご芳名一覧＜２０１９(平成３１)年４月１日～２０２０(令 和 ２)年３月３１日 敬称略・順不同＞
「平成 30 年 7 月豪雨・

平成 30 年北海道胆振東部地震」 「指定なし」
高野山真言宗 社会人権局
本門佛立宗宗務本庁
臨済宗円覚寺派
西山浄土宗
時宗宗務所
顕本法華宗宗務院
一般財団法人埼玉県佛教会
新潟県仏教会
滋賀県仏教会
大阪府佛教会
気仙沼仏教会（宮城県）
葛飾仏教会（東京都）
宮崎市仏教会（宮崎県）
公益社団法人全日本仏教婦人連盟
公益社団法人日本仏教保育協会
全日本葬祭業協同組合連合会
一般社団法人日本石材産業協会
一般社団法人 PRAY for （ONE）
株式会社公益社
有限会社新宿アカウンティングオフィス
ティケイヘンデルアート黒塚利治
中央寺（北海道）
大本山川崎大師平間寺（神奈川県）
観福寺 松本妙豊（福島県）
清水寺（福島県）
建福寺（埼玉県）
龍華寺（神奈川県）
圓満寺 西郊良光（神奈川県）
森由美子（神奈川県）
玄向寺 荻須眞教（長野県）
福泉寺 佐々木義雄（滋賀県）
海眼寺 芝原三裕（京都府）
齊藤清美（福岡県）
山口展弘（福岡県）匿名希望 10 名

日本テンプルヴァン株式会社
有限会社新宿アカウンティングオフィス
グレートインフォメーション株式会社
築地本願寺（東京都）
芝学園同窓会（東京都）
護勢寺 菅原公宇（宮城県）
妙定院 小林正道（東京都）
玉林寺 長谷琢堂（東京都）
真照寺 堀井隆川（東京都）
金剛院（東京都）
岡野俊彦（東京都）
圓満寺 西郊良光（神奈川県）
廣徳寺 板坂光明（神奈川県）
オフィス架け橋 松田健（神奈川県）
森由美子（神奈川県）
玄向寺 荻須眞教（長野県）
寂光院 松平實胤（愛知県）
福泉寺 佐々木義雄（滋賀県）
海眼寺 芝原三裕（京都府）
圓満寺 篠原法傳（兵庫県）
吉祥院 曽我龍慶（兵庫県）
太福寺 佐久間大道（兵庫県）
高橋裕（広島県）
円光寺 勝部康雄（島根県）
齊藤清美（福岡県）
髙木義明（長崎県）
諸見田 優（沖縄県）
匿名希望 19 名

高野山真言宗 社会人権局
真言宗豊山派福祉基金
真言宗大覚寺派 大本山 大覚寺
真言宗御室派
本門佛立宗宗務本庁
西山浄土宗
時宗宗務所
顕本法華宗宗務院
念法眞教
融通念佛宗
青森県仏教会
一般財団法人埼玉県佛教会
東京都仏教連合会
神奈川県仏教会
山梨県仏教会
愛知県仏教会
大阪府佛教会
気仙沼仏教会（宮城県）
南足柄市仏教会（神奈川県）
中原区仏教会（神奈川県）
小千谷市仏教会（新潟県）
松本佛教和合会（長野県）
日野町仏教会（滋賀県）
甲賀町仏教会（滋賀県）
水口地区佛教会（滋賀県）
添下組若院会（奈良県）
北条仏教会（愛媛県）
益田市仏教会（島根県）
宮崎市仏教会（宮崎県）
公益財団法人仏教伝道協会
公益社団法人全日本仏教婦人連盟
公益社団法人日本仏教保育協会
全日本葬祭業協同組合連合会
一般社団法人日本石材産業協会

「海外人道支援等」
齊藤清美（福岡県）
注）『平成３０年７月豪雨・平成３０年北海道胆
振東部地震』と称し、両災害への指定寄附金と
してお寄せいただいたものです。今般「平成３０
年北海道胆振東部地震」への支援を行いました
ので、ご芳名をご紹介させていただきました。

2019(令和元)年度 救援基金 寄附金・義援金・助成金・基金残高一覧
２０１９(平成３１)年４月１日～２０２０(令和２)年３月３１日

寄 附
指

定

口

座

義援金・助成金

基金残高

し

87 件

7,019,552 円

6,790,396 円

諸経費(「指定なし」拠出より)

- 件

- 円

360,341 円

東 日 本 大 震 災

0件

0円

1,761,215 円

0円

平 成 28 年 熊 本 地 震

0件

0円

143,855 円

20,437,316 円

平 成 30 年 7 月 豪 雨

0件

0円

15,100,000 円

0円

平成３０年北海道胆振東部地震

0件

0円

4,300,000 円

0円

ス マ ト ラ 沖 地 震

0件

0円

936,564 円

0円

87 件

7,019,552 円

29,392,371 円

30,558,209 円

合

な

寄附金

計

10,120,893 円

