
ふるさと寄附を通して北広島町を応援していただき、誠にありがとうございます。
お寄せいただいた寄附金は寄附のご趣旨に添いまして、活用させていただきます。
今後も引続き北広島町を応援していただきますよう、よろしくお願いいたします。

【平成３０年度】
寄附件数 457件 寄附額 19,020,000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 3,515,000円 （　73件）
     湖沼・河川の適切な管理 775,000円 （　19件）
     森林の適正な管理 880,000円 （　30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 275,000円 （　11件）
     文化施設の整備 70,000円 （　2件）
     伝統行事・郷土芸能の保存と活用 452,000円 （　23件）
　・教育の振興に関する事業
     学校施設の整備 3,385,000円 （　82件）
     生涯学習の推進 630,000円 （　13件）
     ふるさと教育の推進 455,000円 （　22件）
　・その他
     定住促進事業の推進 240,000円 （　4件）
     協働によるまちづくり（芸北地域） 370,000円 （　9件）
     協働によるまちづくり（大朝地域） 70,000円 （　5件）
　   協働によるまちづくり（千代田地域） 180,000円 （　6件）
     協働によるまちづくり（豊平地域） 530,000円 （　11件）
     事業の指定なし 7,193,000円 （　151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。
＊寄附のお申込みをいただいた時点でのご住所です。

 【寄附者一覧】＊順不同
お名前 ご住所 寄附金額 使途希望

石中 好雄 様 広島県広島市 10,000円
泉 洋輔 様 広島県福山市 10,000円
板倉 寿恵美 様 広島県山県郡 10,000円
上本 美代子 様 広島県山県郡 10,000円
潮田 光政 様 大阪府大阪市 10,000円

岡本 良秀 様 広島県広島市 10,000円

金子 峯雄 様 広島県山県郡 10,000円
川上 克己 様 広島県山県郡 10,000円

河島 岳志 様 島根県大田市 10,000円

清益 実 様 神奈川県川崎市 10,000円
國本 美幸 様 広島県山県郡 10,000円
栗栖 千賀子 様 広島県山県郡 10,000円
小磯 一成 様 広島県山県郡 10,000円
髙槻 雄志 様 広島県広島市 10,000円
河野 通之 様 広島県山県郡 10,000円
佐々木 昭典 様 広島県山県郡 10,000円
佐々見 寅吉 様 兵庫県伊丹市 10,000円
謝花 秀幸 様 広島県山県郡 10,000円

隅岡 和史 様 大阪府松原市 10,000円

事業の指定なし
ふるさと教育の推進
協働によるまちづくり
（大朝地域協議会の活動支援）

学校施設の整備
ふるさと教育の推進
学校施設の整備
学校施設の整備
学校施設の整備

湖沼・河川の適切な管理
学校施設の整備
ふるさと教育の推進
学校施設の整備
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
協働によるまちづくり
（芸北地域振興協議会の活動支援）
事業の指定なし
事業の指定なし
協働によるまちづくり
（大朝地域協議会の活動支援）
事業の指定なし
学校施設の整備

平成３０年度 ふるさと寄附金制度 寄附状況 



清見 宣正 様 広島県山県郡 10,000円

垰田 勝司 様 広島県山県郡 10,000円
田坂 正明 様 広島県広島市 10,000円
田高 和子 様 広島県三次市 10,000円
谷川 佳万 様 広島県安芸高田市 10,000円
田村 裕子 様 広島県安芸高田市 10,000円
仲野 泰二 様 広島県山県郡 10,000円
西岡 克典 様 大阪府大阪市 10,000円
沼田 敏明 様 広島県広島市 10,000円
久川 伸介 様 広島県山県郡 10,000円
深井 美紀 様 広島県山県郡 10,000円
福原 康之 様 奈良県桜井市 10,000円

別府 守雄 様 広島県安芸郡 10,000円

松島 尚志 様 島根県邑智郡 10,000円
丸本 江里子 様 広島県広島市 10,000円
水本 幸二 様 広島県広島市 10,000円
三田 義之 様 神奈川県川崎市 10,000円
森近 泰典 様 広島県広島市 10,000円
山岡 修一 様 広島県山県郡 10,000円
山﨑 真司 様 広島県山県郡 10,000円
山城 美和 様 広島県広島市 10,000円
山田 正彦 様 広島県山県郡 10,000円
寄実 富美枝 様 広島県安芸高田市 10,000円
沖野 達也 様 東京都江東区 10,000円
上野 晃一 様 埼玉県所沢市 10,000円
清水 和義 様 千葉県我孫子市 10,000円
竹下 さちこ 様 神奈川県横浜市 10,000円
藤井 昇 様 広島県山県郡 10,000円
福田 保雄 様 島根県出雲市 10,000円
林 鮎美 様 岡山県岡山市 10,000円
岩田 公正 様 広島県広島市 20,000円
藤正 洋吾 様 広島県広島市 20,000円
今井 豊喜 様 広島県広島市 30,000円

小澤 昌一 様 愛知県津島市 30,000円

清水 英男 様 広島県広島市 30,000円

棚谷 耕治 様 広島県広島市 30,000円
反田 豊昭 様 広島県広島市 30,000円
山田 啓作 様 神奈川県海老名市 30,000円

永井 俊介 様 群馬県高崎市 30,000円

金森 重樹 様 東京都港区 40,000円

大杉 宏治 様 広島県山県郡 50,000円

工藤 和美 様 埼玉県川口市 50,000円
塚井 直樹 様 広島県広島市 50,000円
堤 幸二 様 東京都港区 50,000円

山崎 貴士 様 東京都府中市 50,000円

河野 幹章 様 広島県広島市 50,000円
原田 寛司 様 東京都新宿区 50,000円
上田 健治 様 広島県廿日市市 50,000円

前田 匠 様 東京都世田谷区 50,000円

大槻 直瑞 様 埼玉県所沢市 50,000円

湯浅 實 様 千葉県八千代市 50,000円
福地 りな 様 東京都江東区 50,000円

事業の指定なし
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
協働によるまちづくり
（豊平地域自治振興会の活動支援）
学校施設の整備
学校施設の整備

事業の指定なし
生物多様性の 保全と活用
協働によるまちづくり
（豊平地域自治振興会の活動支援）
歴史・文化遺産の保存と活用
事業の指定なし

学校施設の整備
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
事業の指定なし
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
学校施設の整備

伝統行事・郷土芸能の保存と活用
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）
事業の指定なし
事業の指定なし

森林の適正な管理
事業の指定なし
事業の指定なし
生涯学習の推進
学校施設の整備

学校施設の整備
学校施設の整備
事業の指定なし
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
事業の指定なし

学校施設の整備
ふるさと教育の推進
ふるさと教育の推進
学校施設の整備
ふるさと教育の推進

協働によるまちづくり
（大朝地域協議会の活動支援）
ふるさと教育の推進
湖沼・河川の適切な管理
事業の指定なし
事業の指定なし

湖沼・河川の適切な管理
森林の適正な管理
ふるさと教育の推進
学校施設の整備
伝統行事・郷土芸能の保存と活用

生物多様性の 保全と活用
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
ふるさと教育の推進
学校施設の整備
学校施設の整備

協働によるまちづくり
（芸北地域振興協議会の活動支援）
事業の指定なし



岡田 民男 様 広島県広島市 80,000円

末本 朱美 様 広島県広島市 100,000円

奥村 吉男 様 滋賀県近江八幡市 100,000円
山坂 哲郎 様 広島県広島市 100,000円
山縣 文治 様 大阪府大阪市 100,000円
小池 武史 様 大阪府泉大津市 100,000円

竹中 和広 様 山口県下関市 100,000円

大井 美恵子 様 広島県広島市 200,000円
任 百合子 様 大阪府門真市 210,000円

石橋 三千男 様 広島県廿日市市 260,000円

匿名希望の方 16,290,000円 生物多様性の 保全と活用
342名 3,455,000円

湖沼・河川の適切な管理
645,000円

森林の適正な管理
860,000円

歴史・文化遺産の保存と活用
225,000円

文化施設の整備
70,000円

伝統行事・郷土芸能の保存と活用
382,000円

学校施設の整備
2,945,000円

生涯学習の推進
610,000円

ふるさと教育の推進
365,000円

定住促進事業の推進
240,000円

140,000円

10,000円

50,000円

70,000円
事業の指定なし

6,223,000円
計 19,020,000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。
＊複数回のご寄附をされている方が、公表希望と匿名希望にしている場合があります。

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
（豊平地域自治振興会の活動支援）
湖沼・河川の適切な管理

事業の指定なし
協働によるまちづくり
（豊平地域自治振興会の活動支援）

事業の指定なし
学校施設の整備
事業の指定なし
協働によるまちづくり
（芸北地域振興協議会の活動支援）
事業の指定なし

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

協働によるまちづくり
（豊平地域自治振興会の活動支援）


