
交通遺児援護基金のご案内  
 

交通遺児援護基金とは･･･ 

かながわ交通遺児援護基金は、県民の皆様や企業・団体から寄せられた寄附金をもとに、交通遺児への継続的な援助・

激励をしていくため、昭和 46 年に本会に設置されました。この基金により、見舞金・激励金の支給や、親子交流会、

コンサートへの招待など、県内在住の20歳未満の遺児とその世帯を支援しています。 

 

 

 

 

支援の内容と手続き 

●交通遺児世帯への支援 

交通事故等（鉄道･船舶･航空など交通機関の運行上の事故を含みます)によって遺児と 

なった20歳未満の子を含む世帯のうち、事故当時および現在神奈川県内に在住して 

いる世帯が対象です。  

    

○見舞金：１００，０００円 

    ※事故当時、神奈川県内に居住しており、労働災害見舞金の給付を受けていない交通遺児世帯が対象です 

 ○激励金： ５０，０００円 

※小学校入学時、中学校入学時、中学校卒業時、高等学校卒業時に支給します（3月頃に支給となります） 

 

●交通遺児世帯台帳への登録手続き 

 登録いただいた世帯に、親子交流会（東京ディズニーリゾート）やコンサート等への招待、中学卒業祝い品等、 

 さまざまな支援を行っています。 

   ○お近くの社会福祉協議会を通じて、台帳への登録を申請していただきます。（裏面をご参照ください） 

    登録・申請にあたりましては、書類の提出等をお願いすることがあります。 

   ○登録後、住所変更した場合や再婚等により状況が変わった場合は、居住地（引越した際は転居前の住所）の

社会福祉協議会へご連絡ください。 

    

 ●関係団体への支援（審査があります：年１回） 

交通遺児世帯を会員とする団体と、交通遺児などの援助、激励などを目的としている団体が対象となります。 

 ※交通遺児世帯を会員とする団体と、交通遺児などの援助、激励を目的とする団体の活動に対し助成します。 

       

＊＊＊交通遺児援護基金への寄付をお待ちしています＊＊＊ 

 交通遺児援護基金は、皆さまからの寄附金で支えられて 

事業を実施しています。 

 金額の多少を問わず、年間を通じて受け付けております。 

みなさまのお気持ちをお寄せください。 

 

（寄付金の税金控除について） 

 個人の場合には、特定寄付金として所得控除の対象とな 

ります。法人の場合には、特定公益増進法人の寄付として、 

法人税計算上一定の割合で損益計上できます。 

 

 【問合せ先】 

神奈川県社会福祉協議会 地域福祉推進部 地域福祉推進担当 

〒221-0835横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２ かながわ県民センター12階  電話０４５－３１２－４８１３ 

                                               2017年4月作成 

≪銀行口座へお振込みの場合≫ 

   横浜銀行 横浜駅前支店 

   普通預金 №０２０５８３５  

   名義：(福)神奈川県社会福祉協議会 
 

＊振込手数料はご負担ください。 

＊10万円以上のお振込みの場合は、本人確認が必要

となります。運転免許証や健康保険証等の身分証

明書をご準備のうえ窓口でお手続きください。 

 

 

※この基金による支援は、「交通事故等（鉄道･船舶･航空など交通機関の運行上の事故を含みます)によって遺児と

なった 20 歳未満の子を含む世帯のうち、事故当時および現在神奈川県内に在住しており、本会が把握している世

帯（交通遺児世帯）」が対象です。世帯主ご本人様からの申し出により、お近くの社会福祉協議会を通じて本会へ

の登録・申請をしていただきます。登録に関する問合せは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会もしくは神奈

川県社会福祉協議会地域福祉推進担当（下記）まで 



 

1-横浜市区社協 

  社協名   郵便番号 所       在       地 電話番号 

  鶴見区   230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-37-37 リオベルデ鶴声ビル2階 045-504-5619 

  神奈川区   221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川 045-311-2014 

  西区   220-0011 横浜市西区高島2-7-1 ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ横浜3階 045-450-5005 

  中区   231-0023 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル4階 045-681-6664 

  南区   232-0024 横浜市南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8階 045-260-2510 

  港南区   233-0003 横浜市港南区港南4-2-8 3階 区福祉保健活動拠点内 045-841-0256 

  保土ケ谷区   240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町5-11 かるがも3階 045-341-9876 

  旭区   241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-6-35 ぱれっと旭 045-392-1123 

  磯子区   235-0016 横浜市磯子区磯子3-1-41 磯子ｾﾝﾀｰ 5階 045-751-0739 

  金沢区   236-0021 横浜市金沢区泥亀1-21-5 いきいきｾﾝﾀｰ金沢 045-788-6080 

  港北区   222-0032 横浜市港北区大豆戸町13-1 吉田ﾋﾞﾙ 206 045-547-2324 

  緑区   226-0011 横浜市緑区中山町413-4 ﾊｰﾓﾆｰみどり 045-931-2478 

  青葉区   225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1,169-22 区福祉保健活動拠点内 045-972-8836 

  都筑区   224-0006 横浜市都筑区荏田東4-10-3 港北ﾆｭｰﾀｳﾝまちづくり館 045-943-4058 

  戸塚区   244-0003 横浜市戸塚区戸塚町167-25 区福祉保健活動拠点内 045-866-8434 

  栄区   247-0005 横浜市栄区桂町279-29 区福祉保健活動拠点内 045-894-8521 

  泉区   245-0023 横浜市泉区和泉中央南5-4-13 泉ふれあいﾎｰﾑ 045-802-2150 

  瀬谷区   246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館内  045-361-2117 

2-その他の市町村社協 

  社協名   郵便番号 所       在       地 電話番号 

  川崎市   211-0053 川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター内 044-739-8710 

  相模原市   252-0236 相模原市中央区富士見6-1-20 あじさい会館2階 042-756-5034 

  横須賀市   238-0041 横須賀市本町2-1 市立総合福祉会館 046-824-3435 

  平塚市   254-0047 平塚市追分1-43 市福祉会館 0463-33-2333 

  鎌倉市   248-0012 鎌倉市御成町20-21 市福祉ｾﾝﾀｰ 0467-23-1075 

  藤沢市   251-8691 藤沢市鵠沼東 1-1 玉半ビル３階 0466-50-3525 

  小田原市   250-0055 小田原市久野115-2 おだわら総合医療福祉会館 0465-35-4009 

  茅ヶ崎市   253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44 さがみ農協ﾋﾞﾙ 2階 0467-85-9650 

  逗子市   249-0005 逗子市桜山5-32-1 市福祉会館 046-873-8011 

  三浦市   238-0102 三浦市南下浦町菊名1,258-3 三浦市総合福祉センター 046-888-7347 

  秦野市   257-0054 秦野市緑町16-3 市保健福祉ｾﾝﾀｰ 0463-84-7711 

  厚木市   243-0018 厚木市中町1-4-1 市総合福祉ｾﾝﾀｰ 046-225-2947 

  大和市   242-0004 大和市鶴間1-25-15 
 

046-260-5633 

  伊勢原市   259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原ｼﾃｨﾌﾟﾗｻ 0463-94-9600 

  海老名市   243-0492 海老名市勝瀬175-1 海老名市役所4階 046-235-0220 

  座間市   252-0021 座間市緑ヶ丘1-2-1 市総合福祉ｾﾝﾀｰ 046-266-1294 

  南足柄市   250-0105 南足柄市関本403-2 市りんどう会館 0465-73-1575 

  綾瀬市   252-1192 綾瀬市早川550 市役所 0467-77-8166 

  愛川町   243-0301 愛甲郡愛川町角田257-1 町福祉ｾﾝﾀｰ 046-285-2111 

  清川村   243-0195 愛甲郡清川村煤ヶ谷2,220-1 村保健福祉ｾﾝﾀｰ ひまわり館 046-287-1118 

  葉山町   240-0112 三浦郡葉山町堀内2,220 町福祉文化会館 046-875-9889 

  寒川町   253-0106 高座郡寒川町宮山401 町健康管理ｾﾝﾀｰ 0467-74-7621 

  大磯町   255-0003 中郡大磯町大磯1,352-1 町福祉ｾﾝﾀｰさざれ石 0463-61-9390 

  二宮町   259-0124 中郡二宮町山西5-1 
 

0463-73-0294 

  中井町   259-0153 足柄上郡中井町比奈窪104-1 町保健福祉ｾﾝﾀｰ 0465-81-2261 

  大井町   258-0016 足柄上郡大井町上大井68-2 
 

0465-84-3294 

  松田町   258-0003 足柄上郡松田町松田惣領17-2 町健康福祉ｾﾝﾀｰ 0465-82-0294 

  山北町   258-0111 足柄上郡山北町向原1,379-1 
 

0465-75-1294 

  開成町   258-0021 足柄上郡開成町吉田島1,043-1 町福祉会館 0465-82-5222 

  箱根町   250-0311 足柄下郡箱根町湯本855 
 

0460-85-9000 

  真鶴町   259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475-1  0465-68-3313 

  湯河原町   259-0301 足柄下郡湯河原町中央4-12-5  0465-62-3700 




