
　平成27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２７年度】
　寄附件数　            　　　　　    　６０３件
　寄附額　　　　　　　　　３６，６９９，８００円

（使途希望内訳）
　・自然の保全に関する事業 　　　　　      　　　　　２１，０００円　   （　　４件）
     生物多様性の保全と利用 　　 ２，５８５，０００円　   （  ７４件）
     湖沼・河川の適切な管理 　　 　　　 ９９７，０００円　   （　３２件）
     森林の適正な管理 　　　　２，２４１，０００円　   （　６７件）
　・伝統文化の継承に関する事業 　　　　　　８９１，０００円　   （　１４件）
     歴史・文化遺産の保存と活用 　　　　　　３９５，０００円　   （　２０件）
     文化施設の整備 　　　　　　３８２，０００円　   （  １７件）
     伝統行事・郷土芸能の保存と活用 　　　　　　８５３，０００円　   （  ３４件）
　・教育の振興に関する事業 　　　　　　１６３，０００円　   （  １４件）
     学校施設の整備 　　　　　５，４６０，０００円　　 （１２１件）
     生涯学習の推進 　　　　１，０１３，０００円     （  ２９件）
     ふるさと教育の推進 　　　　　　８３０，０００円　   （  ２８件）
　・その他
     定住促進事業の推進 　　      　３４３，０００円　   （  １１件）

　　　      ２９８，０００円   　（  １０件）
　　　　    ３３，０００円　   （    ３件）
    　７，１８３，０００円　 　（　　８件）

      　１，０８２，０００円 　  （　１３件）
     事業の指定なし         １１，９２９，８００円   　（２４１件）

　＊平成２７年６月から使い道をより詳しく指定することが可能となりました。
  ＊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

加藤　正文　 様 広島県広島市 ２０，０００円 教育の振興に関する事業
田中　啓吾　 様 広島県広島市 ５，０００円 伝統文化の継承に関する事業
石橋　三千男 様 広島県廿日市市 ２００，０００円 伝統文化の継承に関する事業
細田　勝司　 様 広島県広島市 １０，０００円 伝統文化の継承に関する事業
水本　幸二　 様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし
宮本　修     様 広島県広島市 １０，０００円 自然の保全に関する事業
丸山　和典　 様 東京都世田谷区 １０，０００円 教育の振興に関する事業
石中　好雄　 様 広島県広島市 ２０，０００円 事業の指定なし
佐々見　寅吉 様 兵庫県伊丹市 １０，０００円 事業の指定なし
渡邊　将文　 様 福島県岩瀬郡 １０，０００円 伝統文化の継承に関する事業
棚谷　耕治　 様 広島県広島市 ３０，０００円 事業の指定なし
松本　敏治　 様 埼玉県比企郡 １０，０００円 事業の指定なし
二張　洋司　 様 広島県広島市 １０，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用
㈱ジェーエム

エーシステムズ
様

東京都港区 １０，０００円 生物多様性の保存と活用

中村　圭吾　 様 千葉県千葉市 １０，０００円 学校施設の整備
工藤　和美　 様 埼玉県川口市 ５０，０００円 学校施設の整備
前山　剛志　 様 栃木県さくら市 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）

       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）

平成２７年度　ふるさと寄附金制度　寄附状況



坪田　譲治　 様 東京都豊島区 ５０，０００円 事業の指定なし
松島　尚志　 様 島根県邑智郡 １０，０００円 学校施設の整備
福満　健男　 様 栃木県宇都宮市 １０，０００円 歴史・文化遺産の保存と活用
岩田　公正　 様 広島県広島市 ２０，０００円 教育の振興に関する事業
秋元　学　   様 千葉県千葉市 ５０，０００円 事業の指定なし
上本　美代子 様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
神川　義紀　 様 広島県安芸高田市 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 教育の振興に関する事業
中本　裕二　 様 広島県広島市 ６０，０００円 生涯学習の推進
佐々木　昭典 様 広島県山県郡 １０，０００円 教育の振興に関する事業
西原　裕識　 様 東京都世田谷区 ５０，０００円 事業の指定なし
久川　伸介　 様 広島県山県郡 １０，０００円 事業の指定なし
佐々木　悟　 様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし
山田　正彦　 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 学校施設の整備
大下　朋子　 様 広島県安芸高田市 １０，０００円 学校施設の整備
板倉　寿恵美 様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
池田　庄策　 様 広島県山県郡 １０，０００円 ふるさと教育の推進
清住　秀久　 様 広島県広島市 １０，０００円 ふるさと教育の推進
蔵升　淳二　 様 広島県山県郡 １０，０００円 事業の指定なし
大野　元子　 様 広島県山県郡 １０，０００円 学校施設の整備
三田　義之　 様 神奈川県川崎市 １０，０００円 事業の指定なし
兼平　雄吉　 様 東京都墨田区 ５０，０００円 学校施設の整備
岡田　民男 　様 広島県広島市 ５０，０００円 事業の指定なし
高橋　義和　 様 広島県廿日市市 １０，０００円 定住促進事業の推進
小林　美咲　 様 広島県広島市 １０，０００円 生涯学習の推進
榎本　有花　 様 広島県広島市 １０，０００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）
新田　泰三　 様 東京都練馬区 １０，０００円 事業の指定なし
森本　晃夫　 様 大阪府大阪市 １００，０００円 湖沼・河川の適切な管理

５０，０００円
定住促進事業の推進
５０，０００円

水間　奈津紀 様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし
高橋　一栄　 様 埼玉県さいたま市 １０，０００円 生物多様性の保全と利用
高橋　乃綾　 様 広島県広島市 １０，０００円 生涯学習の推進
谷口　美寿　 様 秋田県横手市 １０，０００円 森林の適正な管理
相田　等　   様 神奈川県小田原市 １００，０００円 学校施設の整備
古谷　善孝　 様 埼玉県越谷市 ５０，０００円 森林の適正な管理
村上　百合江 様 兵庫県神戸市 １０，０００円 森林の適正な管理
孫　宰賢　   様 沖縄県那覇市 １０，０００円 生物多様性の保全と利用
大江　拓真　 様 広島県広島市 １００，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用
山森　裕史　 様 三重県津市 １０，０００円 ふるさと教育の推進
大隈　浩子　 様 広島県広島市 １０，０００円 生物多様性の保全と利用
垰田　勝司　 様 広島県山県郡 １０，０００円 学校施設の整備
三原　圭一朗 様 広島県広島市 ３０，０００円 学校施設の整備
川上　裕義　 様 東京都港区 １００，０００円 生物多様性の保全と利用
森　史彰　   様 東京都目黒区 １００，０００円 学校施設の整備
宮本　修　   様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし
田坂　正信　 様 広島県江田島市 １０，０００円 事業の指定なし
大津　正道　 様 静岡県静岡市 １００，０００円 事業の指定なし
吉本　恵　   様 東京都北区 ５０，０００円 生物多様性の保全と利用
稲葉　亮一　 様 神奈川県横浜市 ５０，０００円 学校施設の整備
反田　豊昭　 様 広島県広島市 ３０，０００円 事業の指定なし
塚井　直樹　 様 広島県広島市 ５０，０００円 事業の指定なし
下坂　久司　 様 京都府京都市 １００，０００円 事業の指定なし
国原　俊則　 様 埼玉県川口市 １０，０００円 事業の指定なし
細川　裕子　 様 広島県広島市 １００，０００円 事業の指定なし
箕浦　將昭　 様 福岡県福岡市 ５０，０００円 事業の指定なし



森田　實　   様 京都府京都市 １０，０００円 事業の指定なし
福田　保雄　 様 島根県出雲市 １０，０００円 事業の指定なし
齋藤　昌幸　 様 東京都大田区 １０，０００円 学校施設の整備
荻野　太司　 様 神奈川県足柄上郡 ３０，０００円 森林の適正な管理
六信　洋二　 様 東京都中央区 ５０，０００円 事業の指定なし
宮本　一典　 様 神奈川県鎌倉市 １００，０００円 生物多様性の保全と利用

５０，０００円
湖沼・河川の適切な管理
５０，０００円

今田　圭明　 様 神奈川県横浜市 ６，０００，０００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）

藤正　洋吾　 様 広島県広島市 ２０，０００円 学校施設の整備
上野　晃一　 様 埼玉県所沢市 １００，０００円 事業の指定なし
児玉　陽子　 様 兵庫県相生市 １，０００，０００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）
小森　知宏　 様 東京都江東区 １００，０００円 事業の指定なし
平塚　章宏　 様 兵庫県芦屋市 ５０，０００円 事業の指定なし
室根　貴之　 様 神奈川県川崎市 １００，０００円 学校施設の整備

５０，０００円
生涯学習の推進
５０，０００円

佐々木　淳　 様 埼玉県富士見市 ５０，０００円 事業の指定なし
今子　敏博　 様 徳島県板野郡 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）
亀井　保昌　 様 広島県広島市 １０，０００円 定住促進事業の推進
濱中　みさ　 様 東京都国分寺市 １０，０００円 事業の指定なし
藤井　ゆり　 様 東京都新宿区 １０，０００円 事業の指定なし
松中　輝正　 様 福岡県福岡市 １０，０００円 学校施設の整備
山縣　文治　 様 大阪府大阪市 ３００，０００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）
西岡　克典　 様 大阪府大阪市 １０，０００円 事業の指定なし
天田　和伸　 様 神奈川県横浜市 ３０，０００円 歴史・文化遺産の保存と活用
安江　由里　 様 東京都港区 １００，０００円 森林の適正な管理
市川　政彦　 様 千葉県市原市 １００，０００円 生物多様性の保全と利用

５０，０００円
森林の適正な管理
５０，０００円

山田　将嗣　 様 千葉県千葉市 １０，０００円 事業の指定なし
渡部　恒郎　 様 東京都港区 １００，０００円 森林の適正な管理
松本　敏治　 様 埼玉県比企郡 １０，０００円 学校施設の整備

㈱リョーキ　 様 広島県広島市 １００，０００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）

泉　洋輔　   様 広島県安芸高田市 １０，０００円 学校施設の整備
中桐　久幸　 様 岡山県倉敷市 ５０，０００円 学校施設の整備
堀之内　光雄 様 神奈川県横浜市 ５０，０００円 事業の指定なし
古谷　善孝　 様 埼玉県越谷市 ５０，０００円 事業の指定なし
來山　晋也　 様 奈良県生駒市 ５０，０００円 伝統行事・郷土芸能の保存と活用
金森　重樹　 様 東京都港区 １０，０００円 事業の指定なし



匿名希望の方
４６１名

２５，８３４，８００円 自然の保全に関する事業
１１，０００円
生物多様性の保全と利用
２，２９５，０００円
湖沼・河川の適切な管理
８９７，０００円
森林の適正な管理
１，９４１，０００円
伝統文化の継承に関する事業
６６６，０００円
歴史・文化遺産の保存と活用
３５５，０００円
文化施設の整備
３８２，０００円
伝統行事・郷土芸能の保存と活用
６９３，０００円
教育の振興に関する事業
９３，０００円
学校施設の整備
４，８６０，０００円
生涯学習の推進
８８３，０００円
ふるさと教育の推進
７６０，０００円
定住促進事業の推進
２７３，０００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）
２８８，０００円
協働によるまちづくり
（大朝地域協議会の活動支援）
３３，０００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）
７３，０００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）
７７２，０００円
事業の指定なし
１０，５５９，８００円

計 ３６，６９９，８００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。


