
ボーイスカウト 
「令和元年 10 月台風 19 号災害」義援金の募金 

趣意書 
令和元年 10 月 18 日 

 

 

令和元年 10 月の台風 19 号により、中日本、東日本を中心として大変大きな被害が出て

います。公益財団法人ボーイスカウト日本連盟では、この災害で亡くなられた方々にお悔

やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げ、義援金の募金を

受け付けることとしました。 

この度は、被害が甚大であることから、当連盟が窓口となり、各地域からの募金をとり

まとめ、日本赤十字社等にお届けいたします。 

募金の金額の多寡は問いませんので、趣旨にご理解、ご賛同の際はご支援くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

記 

１． 実施団体 

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 

２． 募金の寄託先 

「令和元年 10 月の台風 19 号災害」の被災地域を支援対象とし、日本赤十字社等を

通じて被災者の方々の救援に役立てていただきます。募金の報告は当連盟ホームペ

ージに掲載します。 

 

３． 募金方法 

各地域のボーイスカウトにより街頭での募金などにより下記へ送金してください。

日本連盟は、これをとりまとめ、日本赤十字社等へ送金することとし、送金結果は、

日本連盟ホームページで公表します。 

 

（１）郵便局（振替貯金） 

口座番号： ００１５０-４-５９６１９１ 

ザイ）ボーイスカウトニッポンレンメイ 

口座名称： 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 

（２）銀行振込 

銀 行 名： 三菱ＵＦＪ銀行（金融機関コード０００５） 

支 店 名： 春日町支店（店番０６２） 

口座種別： 普通預金 

口座番号： ０４５９６０７ 

ザイ）ボーイスカウトニッポンレンメイ 

口座名義：  公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 

４． 問い合わせ先 

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟事務局 組織・管理部 

ＴＥＬ ０３-６９１３-６２６２ ＦＡＸ ０３-６９１３-６２６３ 

アドレス soumu@scout.or.jp   ホームページ https://www.scout.or.jp/ 

 

以 上  



ボーイスカウト 
「令和元年１０月台風１９号災害」義援金の募金 

ガイドライン 
令和元年１０月１８日 

 

 

各地域で義援金の募金を行う際の進め方、注意事項等をまとめましたので、ご参照いただき、ご準備ください。 

 

【募金の準備】 

 日時、場所、参加者などの基本計画をまとめ、団の承認を得る。（ローバースカウトなどで他団のスカウトたちと

合同で募金を行う場合でも、基本計画をそれぞれの所属する隊、団の了解を得て実施してください。） 

 各種届け出を行う。地域によって、申請内容や方法が異なる場合がありますので、それぞれの申請先にご確

認ください。 

・ 道路使用許可申請（所轄警察署）等を行う 

募金を行う場所が道路などの場合には、所轄警察署に道路使用許可申請を行う必要があります。ま

た、店舗や駅など敷地を借りての募金の場合は、それぞれに借用の許可を得て実施してください。 

・ 申請時に必要と思われる書類など 

「募金趣意書」 

日本連盟に寄託する募金については、日本連盟が発行する募金趣意書をご利用ください。それ以外

の募金については、申請時に寄付先などが説明できるようにしてください。 

「道路使用許可申請手数料減免のお願い」 

道路使用許可を申請する際に「手数料」が必要ですが、こちらは減免される可能性があります。ただし、

地域によって判断が異なる場合があります。 

「登録証」「名刺」 

加盟員であることの証明を求められることがありますので、申請者は登録証や名刺などをご持参くださ

い。 

 「募金箱」を用意する。急な事態なので、各実施者で手配をお願いします。以下は募金箱などへの表示例で

す。 

例：「「令和元年 10 月台風 19 号災害」義援金募金 ボーイスカウト○○地区（団）」 

 ※「募金目的」と「実施団体」がわかるようにしてください。寄託先がボーイスカウト以外の場合は、寄託先

がわかるように表示してください。 

 「パネル」「のぼり」などを用意する。可能であれば、パネルなどをご用意いただき、募金趣旨などを表示すること

を推奨します。 

 計画が整い、すべての諸手続が完了したら、募金活動の告知をする。身近なところでは、ホームページやフェ

イスブック、ＬＩＮＥ、ツイッターなどのＳＮＳを使って告知をしてください。できれば、必要に応じて各地域のマスメ

ディア等にも連絡を行ってください。 

【募金活動の実施】 

 募金の実施は、「制服」で行う。付添いの保護者の方などがご参加いただく場合も、ネッカチーフを着用いただく

などのご配慮をください。制服を正しく着用して行うことは、募金活動の「信頼性」を高めることにつながります。 



 募金を開始する前に、参加者に趣旨と募金活動の注意事項を確認する。とくに募金をされる方から質問など

があった場合の対応などは取り決めておいてください。 

 通行の妨げにならないように行う。マナーを守る。 

 募金周辺の状況に合わせて活動する。商店街などで行う場合、近隣の店舗などのご迷惑とならないような配

慮をお願いします。 

 責任者は、募金趣意書、各種申請書などを携行する。 

 

【募金活動の実施後】 

 募金したお金は、募金終了後速やかに日本連盟に送金してください。（寄託先が日本連盟と異なる場合は、指

定した寄託先に速やかに送金ください） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※送金者名は、「ボーイスカウト」や「ＢＳ」は省き、団名団号と送金者を記入してください。 

※見舞金、支援金をお送り頂く際は、送金者名にミマイキン、シエンキンなどと入力ください。この記載が

ないものは原則として義捐金として処理いたします。 

※恐れ入りますが、送金手数料は、ご負担ください。 

 

 募金実施報告。送金と同時に送金確認を含めて、以下の内容をＦＡＸまたはメールでお知らせください。 

・ 送金者（地区・団）、担当者名・連絡先 

・ 募金額、送金日、送金額、日本連盟以外に送金した場合には送金先団体名 

・ 募金実施日時、場所、参加団・隊名、参加者数、支援金・見舞金の場合はその旨 

※原則として、送金控えをもって、領収書に代えさせて頂きます。入金確認等が必要な場合は別途下記ま

でご連絡いただきますようお願いします。 

 

報告先：ボーイスカウト日本連盟事務局 組織・管理部 

FAX   ０３－６９１３-６２６３   メール  soumu@scout.or.jp 

  

（１）郵便局（振替貯金） 
口座番号： ００１５０-４-５９６１９１ 
ザイ）ボーイスカウトニッポンレンメイ 
口座名称： 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 
（２）銀行振込 

銀 行 名： 三菱ＵＦＪ銀行（金融機関コード０００５） 
支 店 名： 春日町支店（店番０６２） 
口座種別： 普通預金 
口座番号： ０４５９６０７ 
ザイ）ボーイスカウトニッポンレンメイ 
口座名義：  公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 



全県連盟宛 19-066 号(組管) 

令 和 元 年 1 0 月 1 8 日 

 ボーイスカウト都道府県連盟 

 理    事    長 各位 

 県連盟コミッショナー 各位 

 事  務  局  長 各位 

 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟   

理 事 長  奥   島   孝   康   

（公 印 省 略）    

 

「令和元年１０月 台風１９号」災害に関する募金活動の実施について（お願い） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、本連盟の諸事業、各種プログラムにご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

令和元年１０月に上陸した台風１９号では、非常に多くの地域に甚大な被害をもたらしました。

この自然災害で亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお

見舞い申し上げます。 

ボーイスカウト日本連盟では、被災された方々への支援のため「義援金」、「見舞金」、「支援金」

のとりまとめを行います。 

被害が甚大であることから、当連盟が窓口となり、各地域からの募金をとりまとめ、日本赤十

字社等にお届けいたします。募金の金額の多寡は問いませんので、趣旨にご理解、ご賛同の際は

ご支援いただきますようお願い申し上げます。 

なお、本件に関する情報は、当連盟ホームページ（http://www.scout.or.jp/）に掲載し、必要

な情報を逐次更新してまいりますのでご参照ください。 

敬具  

記 

 
日本連盟では、「義援金」、「見舞金」、「活動支援金」の３種類を受け付けます。 
 
義援金：各地域でスカウト関係者が主に街頭で行う「被災者、被災地域のための募金」については、

「義援金」として取り扱います。日本連盟で各団等からの義援金をとりまとめ、日本赤十
字社等に送金します。また、それぞれの団等で直接、日本赤十字社等に送金することも可
能です（後日、日本連盟への報告にご協力ください）。詳しくは、同封の趣意書およびガイ
ドラインをご参照ください。 

 
見舞金：スカウティングに取り組む仲間に対してお見舞いの意を表するものとして「見舞金」があ

ります。この募金はスカウト関係者を中心に行い、被災地域県連盟にお送りし、被災され
た関係者へのお見舞いや各連盟組織の再建等に使っていただくものです。 

 
活動支援金：ボーイスカウトが行う災害救援活動について、その趣旨に賛同する方に募金をお願い

するものです。支援物資購入、運搬、ボランティア活動支援などさまざまな救援活動
に関わることに充てられます。 

 
募金を行う際の呼びかけは、内容により取り扱いが異なりますのでご注意ください。一般的な街頭

での募金では、「義援金」の扱いになります。いずれの場合も寄付される方に趣旨を理解していただく
ようお願いします。 

また、送金先、募金の種類にかかわらず、後日、日本連盟への報告にご協力ください。 
 
 



１.送金先 

義援金（街頭募金などの一般的な募金） 

郵便局（振替貯金） 
口座番号：００１５０－４－５９６１９１ 
ザイ）ボーイスカウトニッポンレンメイ 
口座名称： 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 

見舞金（スカウト関係者へのお見舞い金） 

＜銀行＞ 
銀行名：三菱ＵＦＪ銀行（金融機関コード０００５） 支店名 春日町支店（店番０６２）  
口座種別 普通預金 口座番号 ０５４５３５１ 
口座名 ザイ）ボーイスカウトニッポンレンメイ 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 

活動支援金（ボーイスカウトが行う災害救援活動への支援金） 

＜銀行＞ 
銀行名：みずほ銀行（金融機関コード０００１） 支店名 本郷支店（店番０７５）  
口座種別 普通預金 口座番号 ２８５３９２４ 
口座名 ザイ）ボーイスカウトニッポンレンメイ 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 
※なお、この募金については令和元年１２月末日をもって受付の終了を予定します。 

 
※原則として、送金控えをもって、領収書に代えさせていただきます。入金確認等が必要な場合は
別途下記までご連絡いただきますようお願いいたします。 

 
 
２.募金実施の報告について 

各地での活動状況をとりまとめるため、送金と同時に送金確認を含めて、以下の内容をメール

またはＦＡＸでお知らせください。 
 

・ 送金者（地区・団）、担当者名・連絡先 
・ 募金額、送金日、送金額、日本連盟以外に送金した場合には送金先団体名 
・ 募金実施日時、場所、参加団・隊名、参加者数、支援金・見舞金の場合はその旨 

 

 

３.その他 
被災地での災害ボランティアにつきましては、一部募集が始まった自治体もありますが、募集に

制限を設けている、または予約制の自治体などもありますので、各自当該自治体や関係機関にご確
認の上、ボランティア保険等の加入等も含め、活動を行うようにお願いいたします。 

 
災害ボランティアについて詳しくは以下のホームページを参照ください。 
参考：全国社会福祉協議会 災害ボランティア情報 ボランティアのみなさんへ 
https://www.saigaivc.com/ 

 
 
 
 

この件に関する問い合わせ先： 

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟事務局 組織・管理部 

ＴＥＬ ０３-６９１３-６２６２ ＦＡＸ ０３-６９１３-６２６３ 

アドレス soumu@scout.or.jp    ホームページ http://www.scout.or.jp/ 
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