
 

平成２６年度 ふるさと寄附金制度 寄附状況 

 

 平成 26 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２６年度 寄附状況】 

 寄附件数 （延べ件数）       ２３２件 

 寄附額         ５，９４２，５００円 

 

（使途希望内訳） 

 ・自然の保全に関する事業        ７６５，０００円（ ４５件） 

 ・伝統文化の継承に関する事業    ２，６６１，０００円（ ３２件） 

 ・教育の振興に関する事業        ８７３，０００円（ ５５件） 

 ・事業の指定なし          １，６４３，５００円（１０９件） 

 

【平成２６年度 寄附金使用状況】 

  北広島町立図書館    図書購入費  ７００，０００円 

  北広島町立小学校（９校）図書購入費  ９００，０００円 

  北広島町立中学校（４校）図書購入費  ４００，０００円 

 

【寄附者一覧】  ＊順不同 

お名前 ご住所 寄附金額 使途希望 

水本 幸二 様 広島県広島市 ３０，０００円 事業の指定なし 

石中 好雄 様 広島県広島市 ５，０００円 自然の保全に関する事業 

２，０００円 

伝統文化に関する事業 

２，０００円 

教育の振興に関する事業 

１，０００円 

細田 勝司 様 広島県広島市 1０，０００円 伝統文化に関する事業 

棚谷 耕治 様 広島県広島市 1０，０００円 事業の指定なし 

迫  清孝  様 岐阜県羽島市 １０，０００円 教育の振興に関する事業 



( 有 ) ア ジ ル  

丸茂 裕樹 様 

広島県広島市 １０，０００円 教育の振興に関する事業 

神川 潔  様 広島県山県郡  １０，０００円 教育の振興に関する事業 

眞田 浩  様 静岡県沼津市  １０，０００円 伝統文化に関する事業 

金田 修  様 東京都港区 １０，０００円 伝統文化に関する事業 

高杉 淨冶 様 東京都稲城市   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 自然の保全に関する事業 

田中 啓吾 様 広島県広島市 ５，０００円 伝統文化に関する事業 

別府 守雄 様 広島県安芸郡 １０，０００円 教育の振興に関する事業 

工藤 和美 様 埼玉県川口市 １０，０００円 伝統文化に関する事業 

三田 義之 様 神奈川県川崎市 １０，０００円 事業の指定なし 

佐々見 寅吉様 兵庫県伊丹市 ２０，０００円 自然の保全に関する事業 

行宗 成昭 様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし 

荒川 信治 様 広島県広島市 １００，０００円 事業の指定なし 

松本 敏治 様 埼玉県比企郡 ２０，０００円 自然の保全に関する事業 

１５，０００円 

教育の振興に関する事業 

５，０００円 

田嶋 孝二郎様 東京都江東区 １０，０００円 事業の指定なし 

大隈 浩子 様 広島県広島市 １０，０００円 自然の保全に関する事業 

菊池 健志 様 神奈川県平塚市 １０，０００円 伝統文化に関する事業 

廣森 大造 様 広島県広島市 ６０，０００円 教育の振興に関する事業 

大山 正一 様 福岡県福岡市 １０，０００円 事業の指定なし 

六信 洋二 様 東京都中央区 ５０，０００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 

藤川 日出夫様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし 

高橋 義和 様 広島県廿日市市 １０，０００円 教育の振興に関する事業 

反田 豊昭 様 広島県広島市 ５０，０００円 事業の指定なし 

八巻 孝行 様 千葉県千葉市 １０，０００円 自然の保全に関する事業 

藤正 洋吾 様 広島県広島市 ２０，０００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 

児山 則和 様 岡山県玉野市 １０，０００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 

山縣 文冶 様 大阪府大阪市 ２５０，０００円 教育の振興に関する事業 

下田 敬三 様 広島県広島市 １００，０００円 事業の指定なし 



西川 都弓 様 兵庫県宝塚市 １０，０００円 事業の指定なし 

鈴木 聡  様 東京都世田谷区 １０，０００円 教育の振興に関する事業 

岡田 民男 様 広島県広島市 ５０，０００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 

畠藤 誠  様 広島県広島市 １０，０００円 教育の振興に関する事業 

清益 実  様 神奈川県川崎市 １０，０００円 教育の振興に関する事業 

安井 大介 様 広島県広島市 １０，０００円 事業の指定なし 

匿名希望の方  

１８７名 

 ４，８０２，５００円 自然の保全に関する事業 

６８８，０００円 

伝統文化に関する事業 

２，６０４，０００円 

教育の振興に関する事業 

４７７，０００円 

事業の指定なし 

１，０３３，５００円 

   計  ５，９４２，５００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。 


