
令和２年度 一般寄附の受領状況 

（新型コロナウイルス感染症対策に係る寄附を除く） 

 

 受領月日 寄付者 寄付内容 寄付条件 

1 ４月７日 伊藤 京子 様 ぞうきん 170枚 
中田町域の小学校で活

用 

2 ５月 19日 上杉 恭弘 様 
図書 3,600冊、保管箱 144

箱 

登米市内中学校図書の

充実化 

3 ５月 29日 上杉 恭弘 様 
サッカーゴールネット一式、ポ

ストカバー一式 

西郷小学校の教育活動

備品の充実化 

4 ５月 29日 及川 昭子 様 男性用浴衣 45着 
登米市内の中学校の家

庭科で活用 

5 ６月１日 有限会社小野寺運送 様 川砂 87㎥ 
登米市内の幼稚園、小

中学校の校庭等整備 

6 ６月８日 株式会社仙台睦 様 

乳幼児用紙おむつ 934枚、

手・口拭きナップ 2,400

枚 

豊里保育園の乳幼児保

育支援で活用 

7 ６月 19日 
有限会社登米ライスサービ

ス 様 

サッカーゴール、室内用

エバーマット 

南方小学校における教

育振興で活用 

8 ６月 26日 株式会社只野組 様 パッケージエアコン４台 豊里小・中学校で活用 

9 ７月３日 佐藤 忠信 様 
養蚕用具（わらだ２枚、まぶし

２枚、毛羽取棒２本） 

豊里町内の伝統産業を

後世に伝える資料とす

るため 

10 ７月７日 上杉 恭弘 様 図書356冊 
登米市内小学校図書の

充実化 

11 ７月７日 佐藤 忠信 様 図書類99点 
教育及び文化振興の資

料とするため 

12 ７月７日 株式会社メディラック 様 

児童用備品（図書、掃除

機２台、ライトモップ・

シート一式） 

錦織小学校で活用 

13 ７月 18日 菅間 澄男 様 敷砂利 米山児童館駐車場整備 

14 ７月 20日 上杉 恭弘 様 図書216冊 
児童福祉と教育活動推

進のため 

15 ７月 29日 中澤 弘 様 木製ベンチ３基 登米総合支所で活用 

16 ８月 12日 有限会社鈴正建設 様 遊具の撤去処分 

加賀野小学校の使用困

難遊具の撤去により児

童等の安全確保 

17 ８月 18日 佐瀬 德 様 
南方町青年団団歌楽譜、著作権

譲渡証書 

文化資産として後世に

残すことで故郷の魅力

の再発見に繋げるため 

18 ８月 28日 
公益社団法人日本一輪車協

会 様 
乗用一輪車10台 

体育・スポーツ推進等

を実践している市内教

育施設及び体育施設へ

の支援のため 

19 ９月４日 斎藤 美子 様 絵本31冊 
児童福祉と教育活動推

進のため 



 受領月日 寄付者 寄付内容 寄付条件 

20 ９月７日 伊藤 卓美 様 陣羽織１領 教育活動推進のため 

21 ９月 17日 
株式会社ゼンリン仙台営業

所 様 

登米市キッズセーフティマップ 

5,822冊 

児童の安全に寄与する

ため 

22 ９月 25日 上杉 恭弘 様 図書64冊 教育活動推進のため 

23 10月７日 菅原 譲 様 
絵画１点（作品名「富士山」 

作者：後藤純男） 
中田庁舎で展示 

24 10月 27日 
佐沼中学校第７回卒業生一

同 様 
現金 10,200円 福祉施設運営で活用 

25 10月 27日 工藤建設株式会社 様 道路標示４箇所 
交通安全事故防止のた

め 

26 11月６日 
佐沼中学校第７回卒業生一

同 様 
現金 77,049円 福祉施設運営で活用 

27 12月 10日 
みやぎ登米農業協同組合 

様 
母子手帳ケース 500個 

市内在住の妊婦へ配布

することにより子育て

環境整備に資するため 

28 12月 10日 氏家 修 様 
中田大手口つり公園桟橋

補修用資材 

公園利用者の安全確保

及び利便性向上に資す

るため 

29 １月８日 
宮城県立支援学校小牛田高

等学園 様 

木製サイクルスタンド 

５基 
公共施設等で活用 

30 １月 12日 石巻信用金庫 様 絵本 45冊 
保育所や児童クラブで

活用 

31 １月 12日 

東北電力ネットワーク株式

会社 栗原登米電力センタ

ー 様 

LED防犯灯 25基 
地域社会の明るい街づ

くりのために 

32 １月 12日 
株式会社ユアテック佐沼営

業所 様 
LED防犯灯25取付工事一式 

地域社会の明るい街づ

くりのために 

33 １月 29日 株式会社楽天野球団 様 アルミ製車椅子１台 
登米市立米谷病院で活

用 

34 ２月９日 佐々木 英俊 様 超音波専用噴霧器１台 
登米庁舎への来庁者の

感染症対策 

35 ２月 12日 株式会社ヒラツカ 様 交通標識ファイル1,200枚 
小・中学校新入生の交

通安全推進のため 

36 ２月 17日 千葉 道夫 様 集会用テント 
運動会等屋外行事で活

用 

37 ２月 18日 佐々木 睦子 様 刀２振 
歴史資料として活用す

るため 

38 ２月 24日 株式会社只野組 様 掛け時計10台 豊里こども園で使用 

39 ３月２日 在住地不明個人（匿名） 様 現金500円 市の諸問題への活用 

40 ３月 17日 

日本マクドナルド株式会社 

コミュニケーション&CR 本

部 CSR部 様 

安全笛600個 
児童の事件事故防止の

ため 



 受領月日 寄付者 寄付内容 寄付条件 

41 ３月 17日 鈴木 勉 様 赤外線ヒーター１台 南方小学校で使用 

42 ３月 17日 登米小学校ＰＴＡ 様 木製３連平均台１組 
登米小学校の教育振興

のため 

43 ３月 19日 
宮城北部流域森林・林業活

性化センター登米支部 様 
木製パンフレットラック３台 

登米地域の森林・林

業・木材産業の活性化

のため 

44 ３月 26日 佐藤 研二 様 図書50冊 
登米市内小学校及び図

書館で活用 

45 ３月 26日 村上電業株式会社 様 掛け時計１台 豊里こども園で使用 

46 ３月 31日 株式会社ユーメディア 様 ラッピングカー１台 
観光関連イベントで使

用 

 


