
　平成28年度において、ふるさと寄附金により多くの方々から寄附をいただき、
　誠にありがとうございました。
　この尊い寄附金は、寄附のご趣旨に沿いまして、活用させていただきます。
　今後も引き続き、北広島町への応援をよろしくお願いいたします。

【平成２８年度】
　寄附件数　            　　　　　    　４１９件
　寄附額　　　　　　　　　２０，１００，０００円

（使途希望内訳）
　・自然の保全に関する事業
     生物多様性の保全と活用 　　 １，４１０，０００円　   （  ２９件）
     湖沼・河川の適切な管理 　　 　　　 ４１５，０００円　   （　１６件）
     森林の適正な管理 　　　　１，７６５，０００円　   （　４２件）
　・伝統文化の継承に関する事業
     歴史・文化遺産の保存と活用 　　　　　　７０２，０００円　   （　１８件）
     文化施設の整備 　　　　　　１３２，０００円　   （ 　 ７件）
     伝統行事・郷土芸能の保存と活用 　　　　　　３９７，０００円　   （  １７件）
　・教育の振興に関する事業
     学校施設の整備 　　　　　３，２１０，０００円　　 （　６７件）
     生涯学習の推進 　　　　６０２，０００円     （  １７件）
     ふるさと教育の推進 　　　　　　９３０，０００円　   （  ３７件）
　・その他 　
     定住促進事業の推進 　　      　５１５，０００円　   （  １０件）

　　　      ２５０，０００円   　（  　７件）
　　　　    １２０，０００円　   （    ６件）

    　８６０，０００円　 　（　　６件）
      　４９０，０００円 　  （　１３件）

     事業の指定なし         ８，３０２，０００円   　（１６４件）

  ＊１回のご寄附で複数の使途をご指定された方がおられるため、寄附件数と使途希望内訳の
　　合計件数は一致していません。

 【寄附者一覧】＊順不同
お名前 ご住所 寄附金額 使途希望

MARUYAMA株式会社
代表取締役
 丸山　健吉　様

広島県広島市 １０，０００円 協働によるまちづくり
（千代田地域づくり協議会の活動支援）

秋山　惠子　様 愛知県豊橋市 １０，０００円 事業の指定なし
三田　義之　様 神奈川県川崎市 １０，０００円 事業の指定なし
下村　直樹　様 東京都港区 １０，０００円 事業の指定なし
潮田　光政　様 大阪府大阪市 １０，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用
水本　幸二　様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし
藤本　敦司　様 広島県広島市 １０，０００円 学校施設の整備

佐々見　寅吉　様 兵庫県伊丹市 １０，０００円 協働によるまちづくり
（芸北地域振興協議会の活動支援）

國本　美幸　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
佐々木　昭典　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
大下　朋子　様 広島県安芸高田市 １０，０００円 ふるさと教育の推進
山田　正彦　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進

板倉　寿恵美　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
佐々木　良子　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
河野　博昌　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
山城　美和　様 広島県広島市 １０，０００円 ふるさと教育の推進
宮本　早苗　様 広島県安芸高田市 １０，０００円 学校施設の整備
大野　元子　様 広島県山県郡 １０，０００円 学校施設の整備
松島　尚志　様 島根県邑智郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
佐々木　悟　様 広島県広島市 １０，０００円 ふるさと教育の推進

平成２８年度　ふるさと寄附金制度　寄附状況

       協働によるまちづくり（芸北地域振興協議会の活動支援）

      協働によるまちづくり（大朝地域協議会の活動支援）
　     協働によるまちづくり（千代田地域づくり協議会の活動支援）

       協働によるまちづくり（豊平地域自治振興会の活動支援）



鎌田　義昭　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
多川　牧子　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
沖田　依子　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
山根　昌美　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
垰田　勝司　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
沖田　敬治　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進

栗栖　千賀子　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
久川　伸介　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
小磯　一成　様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
西岡　克典　様 大阪府大阪市 １０，０００円 事業の指定なし
真田　浩　様 静岡県沼津市 １０，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用

山本　三郎　様 北海道北斗市 １０，０００円 生涯学習の推進
伊加　英隆　様 香川県善通寺市 １０，０００円 生涯学習の推進
國原　俊則　様 東京都葛飾区 １０，０００円 事業の指定なし
大隈　浩子　様 広島県広島市 １０，０００円 生物多様性の保全と活用
田高　和子　様 広島県三次市 １０，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用
山口　毅　様 東京都千代田区 １０，０００円 事業の指定なし
向井　誠　様 埼玉県朝霞市 １０，０００円 定住促進事業の推進

５，０００円
事業の指定なし
５，０００円

沼田　敏明　様 広島県広島市 １０，０００円 森林の適正な管理
三重野　勝典　様 東京都西東京市 １０，０００円 事業の指定なし
星本　夏美　様 神奈川県横浜市 １０，０００円 事業の指定なし
清益　実　様 神奈川県川崎市 １０，０００円 学校施設の整備

福田　保雄　様 島根県出雲市 １０，０００円 事業の指定なし
新村　英司　様 栃木県栃木市 １０，０００円 事業の指定なし
保坂　美加　様 兵庫県神戸市 １０，０００円 森林の適正な管理
石中　好雄　様 広島県広島市 １０，０００円 湖沼・河川の適切な管理
泉　洋輔　様 広島県安芸高田市 １０，０００円 学校施設の整備

別府　守雄　様 広島県安芸郡 １０，０００円 生涯学習の推進
岩田　公正　様 広島県広島市 ２０，０００円 生涯学習の推進
高橋　義和　様 広島県廿日市市 ２０，０００円 森林の適正な管理
今田　太　様 広島県広島市 ２０，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用

藤正　洋吾　様 広島県広島市 ２０，０００円 協働によるまちづくり
（豊平地域自治振興協議会の活動支援）

杉島　辰海　様 大阪府茨木市 ３０，０００円 生涯学習の推進
棚谷　耕治　様 広島県広島市 ３０，０００円 事業の指定なし

佐々木　保全　様 神奈川県厚木市 ３０，０００円 事業の指定なし
緒方　龍平　様 神奈川県相模原市 ３０，０００円 協働によるまちづくり

（芸北地域振興協議会の活動支援）
新川　博　様 広島県広島市 ３０，０００円 事業の指定なし

反田　豊昭　様 広島県広島市 ３０，０００円 事業の指定なし
石橋　祥英　様 広島県広島市 ４０，０００円 事業の指定なし
三浦　龍二　様 広島県広島市 ５０，０００円 事業の指定なし

堀之内　光雄　様 神奈川県横浜市 ５０，０００円 事業の指定なし
松田　正士　様 広島県広島市 ５０，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用
工藤　和美　様 埼玉県川口市 ５０，０００円 学校施設の整備
古谷　善孝　様 埼玉県越谷市 ５０，０００円 学校施設の整備
安光　秀紀　様 大分県大分市 ５０，０００円 森林の適正な管理
二宮　歌浩　様 愛知県名古屋市 ５０，０００円 歴史・文化遺産の保存と活用
細川　裕子　様 広島県広島市 ５０，０００円 事業の指定なし
上田　武滋　様 広島県尾道市 ５０，０００円 学校施設の整備
多賀谷　健　様 群馬県前橋市 ５０，０００円 湖沼・河川の適切な管理
六信　洋二　様 東京都中央区 ５０，０００円 事業の指定なし
岡田　民男　様 広島県広島市 ５０，０００円 事業の指定なし
山本　英史　様 広島県広島市 ５０，０００円 生物多様性の保全と活用
滿生　久澄　様 東京都港区 ５０，０００円 事業の指定なし
渡辺　浩之　様 神奈川県横浜市 ５０，０００円 湖沼・河川の適切な管理
前田　匠　様 東京都世田谷区 ５０，０００円 学校施設の整備

川上　覚士　様 大阪府豊中市 ５０，０００円 文化施設の整備



金森　重樹　様 東京都港区 ５０，０００円 生物多様性の保全と活用
２０，０００円
学校施設の整備
１０，０００円
事業の指定なし
２０，０００円

浜崎　ツヤ子　様 広島県広島市 ７０，０００円 協働によるまちづくり
（千代田地域づくり協議会の活動支援）

中村　圭吾　様 千葉県千葉市 １００，０００円 学校施設の整備
佐々木　淳　様 埼玉県富士見市 １００，０００円 生物多様性の保全と活用
原田　武大　様 兵庫県神戸市 １００，０００円 生涯学習の推進
山縣　文治　様 大阪府大阪市 １００，０００円 事業の指定なし
本家　宏　様 埼玉県さいたま市 １００，０００円 森林の適正な管理

３０，０００円
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
２０，０００円
ふるさと教育の推進
３０，０００円
協働によるまちづくり
（豊平地域自治振興会の活動支援）
２０，０００円

上野　晃一　様 埼玉県所沢市 １００，０００円 事業の指定なし
勝田　佳樹　様 広島県広島市 １００，０００円 事業の指定なし
中野　雅貴　様 大阪府大阪市 １００，０００円 学校施設の整備
山坂　哲郎　様 広島県広島市 １００，０００円 事業の指定なし
木村　公一　様 東京都中央区 １００，０００円 生物多様性の保全と活用
末本　朱美　様 広島県広島市 １００，０００円 事業の指定なし

石橋　三千男　様 広島県廿日市市 ２６０，０００円 事業の指定なし
金本　永肖　様 広島県山県郡 ７００，０００円 協働によるまちづくり

（千代田地域づくり協議会の活動支援）
匿名希望の方
３２０名

１６，２５０，０００円 生物多様性の保全と活用
１，１３０，０００円
湖沼・河川の適切な管理
３０５，０００円
森林の適正な管理
１，６４５，０００円
歴史・文化遺産の保存と活用
６４２，０００円
文化施設の整備
８２，０００円
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
２７７，０００円
学校施設の整備
２，７２０，０００円
生涯学習の推進
４２２，０００円
ふるさと教育の推進
７１０，０００円
定住促進事業の推進
５１０，０００円



協働によるまちづくり
（芸北地域振興協議会の活動支援）
２１０，０００円
協働によるまちづくり
（大朝地域協議会の活動支援）
１２０，０００円
協働によるまちづくり
（千代田地域づくり協議会の活動支援）
８０，０００円
協働によるまちづくり
（豊平地域自治振興会の活動支援）
４５０，０００円
事業の指定なし
６，９４７，０００円

計 ２０，１００，０００円

＊同年度に複数回のご寄附をいただいている方がおられるため、
  寄附件数と人数が一致していません。


