
令和３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 16日 杜 けあき 様 図書 34冊 市内小中学校へ配架 

2 ４月 16日 上杉 恭弘 様 現金 500万円 
市内小中学校図書の充

実化 

3 ５月 24日 有限会社小野寺運送 様 川砂 84㎥ 
市内の幼稚園、小中学

校の校庭等整備 

4 ５月 24日 伊藤 京子 様 ぞうきん 170枚 
中田町域の小学校で活

用 

5 ６月２日 佐々木 きよ子 様 木製ベンチ３台 
津山町内の市道新形沼

１号線路肩沿いに設置 

6 ６月 14日 上杉 恭弘 様 図書 216冊 
子育て支援センターや

児童館へ配架 

7 ６月 30日 平筒沼ヘラ鮒釣愛好会 様 現金 3,500円 
平筒沼の生態系保全に

活用 

8 ７月６日 上杉 恭弘 様 映像・音響機器一式 
子育て支援センターや

児童館に設置 

9 ７月 15日 
南三陸ネイチャーセンター

友の会 様 
図書 191冊 市内小中学校等へ配架 

10 ７月 15日 福島県在住個人（匿名） 様 現金 300万円 
市の医療体制整備に活

用 

11 ８月 10日 市内在住個人（匿名） 様 図書９冊 市内小中学校等へ配架 

12 ８月 16日 上杉 恭弘 様 教育活動用備品 佐沼中学校で活用 

13 ８月 30日 株式会社さくら牧場 様 図書 87冊 
米山児童館や中津山児

童クラブへ配架 

14 ８月 30日 株式会社高周 様 冷風扇風機 20台 登米市民病院で活用 

15 ９月 13日 株式会社メディラック 様 教育活動用備品 錦織小学校で活用 

16 ９月 17日 トヨテツ東北株式会社 様 映像機器一式 子育て支援への活用 

17 ９月 22日 工藤建設株式会社 様 登米児童館の風除室整備 施設の風雨・防寒対策 

18 ９月 22日 市内企業（匿名） 様 時計１台 市内公共施設に設置 

19 ９月 29日 
明治安田生命保険相互会社

仙台支社 様 
現金 415,000円 

地域住民の健康づくり 

に活用 

20 10月 14日 上杉 恭弘 様 図書 62冊 
市内幼稚園図書の充実

化 

21 10月 14日 医療法人社団恭謹会 様 図書 660冊 
市内保育施設用図書の

充実化 

22 10月 18日 
農林中央金庫仙台支店 様 

宮城県森林組合連合会 様 
組手什 22基 市内小学校で活用 

23 10月 27日 上杉 恭弘 様 液晶テレビ５台 
佐沼中学校の教育環境

の向上 



 受領月日 寄付者 寄付内容 寄付条件 

24 11月 15日 株式会社ツルハ 様 手指消毒用ｼﾞｪﾙ 57,960個 
公共施設の感染症対策

として活用 

25 11月 24日 
東北電力ネットワーク株式

会社 様 
LED防犯灯 25基 

地域社会の明るい街づ

くりのために活用 

26 11月 24日 株式会社ユアテック 様 
LED 防犯灯 25 取付工事一

式 

地域社会の明るい街づ

くりのために活用 

27 11月 24日 市内在住個人（匿名） 様 教育活動用 DVD46枚 
市内小中学校等におい

て活用 

28 11月 25日 上杉 恭弘 様 現金 500万円 
市内小中学校図書の充

実化 

29 12月６日 宮野浅太郎実行委員会 様 車椅子１台 
学校教育活動支援備品

として活用 

30 12月９日 大阪府在住個人（匿名） 様 現金１万円 
豊里こども園への慰労

金 

31 12月 23日 株式会社只野組 様 桜の木３本植樹 
豊里小中学校における

教育振興 

32 12月 24日 酒井 正三郎 様 現金 100万円 
教育振興なども含めた

市政全般での活用 

33 12月 27日 石巻信用金庫 様 絵本 200冊 市内保育施設へ配架 

34 １月 24日 株式会社登米精巧 様 LED防犯灯１基 
地域の防犯対策として

活用 

35 １月 25日 
みやぎ登米農業協同組合 

様 
母子手帳ケース 500個 

子育て環境整備のため

に活用 

36 １月 26日 上杉 恭弘 様 教育活動用備品 佐沼中学校で活用 

37 ２月９日 
宮城 NOK 株式会社登米工場 

様 
道路反射鏡一式 

地域住民等の交通安全

確保のために活用 

38 ２月８日 株式会社只野組 様 
豊里こども園職員駐車場

整備 

豊里こども園の利便性

向上 

39 ２月９日 芳賀 燦人 様 
大型テント、デジタルタ

イマー 

豊里小中学校において

活用 

40 ２月 14日 
一般財団法人みやぎ建設総

合センター 様 
現金 1,650,000円 出捐金の返還 

41 ２月 15日 株式会社フレーベル館 様 児童図書 126冊 市内医療機関へ配架 

42 ２月 17日 医療法人社団恭謹会 様 図書 81冊 
市内子育て施設用図書

の充実化 

43 ２月 28日 有限会社及川商会 様 
手指消毒用アルコール

120本 

市内幼稚園、小中学校

において活用 

44 ３月１日 
日本マクドナルド株式会社 

様 
安全笛 550個 

児童の事件事故防止の

ため活用 

45 ３月８日 
メディカルトリートメント 

様 
空気清浄機１台 

登米総合支所における

除菌に活用 

46 ３月 24日 佐藤 啓 様 道路反射鏡一式 
地域住民等の交通安全

確保のために活用 

 


