
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。

【令和元年度】
寄附件数 335件 寄附額 11,161,000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 230,000円 （　12件）
     湖沼・河川の適切な管理 140,000円 （　8件）
     森林の適正な管理 694,000円 （　19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 60,000円 （　4件）
     文化施設の整備 30,000円 （　3件）
     伝統行事・郷土芸能の保存と活用 477,000円 （　17件）
　・教育の振興に関する事業
     学校施設の整備 1,260,000円 （　49件）
     生涯学習の推進 740,000円 （　9件）
     ふるさと教育の推進 205,000円 （　7件）
　・その他
     定住促進事業の推進 93,000円 （　4件）
     協働によるまちづくり（芸北地域） 2,235,000円 （　10件）
     協働によるまちづくり（大朝地域） 95,000円 （　4件）
　   協働によるまちづくり（千代田地域） 40,000円 （　2件）
     協働によるまちづくり（豊平地域） 482,000円 （　7件）
     事業の指定なし 4,380,000円 （　186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

松尾　英貴 様 広島県広島市 2,000円
上田　雅文 様 広島県広島市 10,000円
潮田　光政 様 大阪府大阪市 10,000円
大槻　直瑞 様 埼玉県所沢市 10,000円
大坪　岳彦 様 岐阜県岐阜市 10,000円
金沢　　勲 様 東京都北区 10,000円
亀井　謙二 様 神奈川県横浜市 10,000円
川岡　翔 様 広島県東広島市 10,000円
楠木　直樹 様 愛知県岩倉市 10,000円
齊藤　　咲 様 広島県広島市 10,000円
佐々見　寅吉 様 兵庫県伊丹市 10,000円

隅岡　和史 様 大阪府松原市 10,000円

清見　宣正 様 広島県山県郡 10,000円

田高　和子 様 広島県三次市 10,000円
西岡　克典 様 大阪府大阪市 10,000円
長谷川　真也 様 大阪府門真市 10,000円
福田　保雄 様 島根県出雲市 10,000円

別府　守雄 様 広島県安芸郡 10,000円

堀　　弘美 様 千葉県船橋市 10,000円

学校施設の整備
森林の適正な管理
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
事業の指定なし
生涯学習施設の整備
事業の指定なし
事業の指定なし
事業の指定なし
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）
協働によるまちづくり
（芸北地域協議会の活動支援）
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
学校施設の整備
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

令和元年度　ふるさと寄附金制度　寄附状況



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
森谷　昭是 様 千葉県四街道市 10,000円
渡邉　裕子 様 広島県広島市 10,000円
石村　奈苗 様 広島県広島市 20,000円
岩田　公正 様 広島県広島市 20,000円
河野　幸正 様 京都府京都市 20,000円
藤正　洋吾 様 広島県広島市 20,000円
後田　良和 様 広島県広島市 30,000円

小澤　昌一 様 愛知県津島市 30,000円

重田　研一郎 様 佐賀県佐賀市 30,000円
反田　豊昭 様 広島県広島市 30,000円
田坂　晃一 様 東京都中野区 30,000円
棚谷　耕治 様 広島県広島市 30,000円
永井　俊介 様 群馬県高崎市 30,000円
蓮池　良平 様 東京都豊島区 30,000円
前田　　匠 様 東京都世田谷区 30,000円
牧野　祐太郎 様 大阪府泉佐野市 30,000円
三登　康裕 様 広島県広島市 30,000円
六信　洋二 様 東京都中央区 30,000円
山田　啓作 様 神奈川県海老名市 30,000円

油井　憲二 様 広島県広島市 30,000円

清益　　実 様 神奈川県川崎市 35,000円

兼松　弘幸 様 東京都国立市 60,000円
荒木　　秀 様 東京都目黒区 100,000円

岡田　民男 様 広島県広島市 100,000円

鴨下　成明 様 東京都大田区 100,000円

末本　朱美 様 広島県広島市 100,000円

南　　勝仁 様 神奈川県足柄下郡 100,000円

石橋　三千男 様 広島県廿日市市 300,000円

掛　　常夫 様 広島県広島市 2,000,000円

匿名希望の方 7,544,000円 生物多様性の保全と活用
283名 230,000円

湖沼・河川の適切な管理
140,000円

森林の適正な管理
634,000円

歴史・文化遺産の保存と活用
60,000円

文化施設の整備
30,000円

伝統行事・郷土芸能の保存と活用
307,000円

学校施設の整備
1,158,000円

生涯学習の推進
610,000円

ふるさと教育の推進
205,000円

定住促進事業の推進
93,000円

事業の指定なし
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
生涯学習施設の整備
森林の適正な管理
学校施設の整備
森林の適正な管理
協働によるまちづくり
（芸北地域協議会の活動支援）
事業の指定なし
事業の指定なし
事業の指定なし
事業の指定なし
事業の指定なし
事業の指定なし
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
学校施設の整備
事業の指定なし
事業の指定なし
事業の指定なし
協働によるまちづくり
（千代田地域協議会の活動支援）
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
生涯学習施設の整備
協働によるまちづくり
（芸北地域協議会の活動支援）
事業の指定なし
協働によるまちづくり
（豊平地域協議会の活動支援）
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
協働によるまちづくり
（豊平地域協議会の活動支援）
協働によるまちづくり
（芸北地域協議会の活動支援）

協働によるまちづくり
（芸北地域振興協議会の活動支援）



95,000円

40,000円

10,000円

82,000円
事業の指定なし

3,850,000円
計 11,161,000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
（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）


