
令和 2年 7月豪雨災害支援金のご報告とお礼 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和2年7月豪雨災害　募金一覧
月日　 費目 県名 駅　　名 収入 適用

10/29 募金 福島 なみえ 36,530

10/30 募金 岩手 やまだ 11,620

11/2 募金 宮城 米山 15,202

11/2 募金 秋田 かみこあに 1,992

11/2 募金 秋田 おが 8,314

11/2 募金 青森 しちのへ 12,156

11/2 募金 秋田 協和 5,079

11/2 募金 山形 天童温泉 9,895

11/2 募金 福島 つちゆ 3,190

11/2 募金 青森 なんごう 6,318

11/2 募金 福島 ばんだい 66,888

11/2 募金 秋田 岩城 2,727

11/3 募金 山形 川のみなと長井 9,302

11/4 募金 岩手 種山ヶ原 10,634

11/4 募金 岩手 みずさわ 8,323

11/4 募金 岩手 いわいずみ 33,681

11/4 募金 岩手 三田貝分校 4,834

11/4 募金 宮城 大谷海岸 32,195

11/4 募金 山形 たかはた 25,630

11/4 募金 青森 よこはま 11,063

11/4 募金 青森 みさわ 1,829

11/4 募金 山形 鳥海 5,794

11/4 募金 青森 なみおか 9,213

11/4 募金 青森 つるた 27,936

11/4 募金 山形 あさひまち 16,618

11/4 募金 山形 あつみ 26,135

11/4 募金 福島 はなわ 1,387

11/5 募金 青森 たいらだて 12,479

11/5 募金 秋田 てんのう 6,697

11/5 募金 福島 よつくら港 3,345

11/5 募金 秋田 おがち 18,972

11/5 募金 岩手 にしね 12,294

11/5 募金 岩手 たろう 17,550

11/5 募金 青森 さんのへ 1,518

11/5 募金 宮城 おおさと 12,138

11/5 募金 青森 いまべつ 1,681

11/6 募金 宮城 かくだ 2,621

11/6 募金 岩手 むろね 21,804

11/6 募金 岩手 紫波 3,454

11/6 募金 福島 そうま 1,667

11/6 募金 山形 庄内みかわ 14,349



11/6 募金 秋田 うご 26,256

11/6 募金 秋田 あきた港 8,302

11/6 募金 福島 安達 32,564

11/6 募金 青森 いなかだて 2,179

11/6 募金 福島 たじま 10,301

11/7 募金 青森 奥入瀬 1,391

11/8 募金 福島 いいたて村の 道の駅までい館 11,745

11/9 募金 青森 浅虫温泉 3,183

11/9 募金 宮城 七ヶ宿 6,087

11/9 募金 岩手 やまびこ館 2,474

11/9 募金 福島 ひらた 8,053

11/9 募金 福島 国見あつかしの郷 24,193

11/9 募金 福島 猪苗代 19,504

11/9 募金 宮城 あ・ら・伊達な道の駅 53,697

11/9 募金 岩手 石神の丘 6,636

11/9 募金 岩手 雫石あねっこ 31,604

11/9 募金 山形 米沢 8,234

11/9 募金 宮城 みなみかた 3,553

11/9 募金 宮城 おおさき 2,499

11/9 募金 福島 南相馬 75,264

11/10 募金 宮城 上品の郷 22,331

11/10 募金 宮城 三滝堂 4,044

11/10 募金 宮城 林林館 2,686

11/10 募金 岩手 かわさき 11,640

11/10 募金 山形 いいで 7,927

11/10 募金 山形 しょうない 10,933

11/10 募金 青森 はしかみ 1,557

11/10 募金 岩手 おりつめ 8,040

11/10 募金 福島 しもごう 13,879

11/10 募金 秋田 ふたつい 10,822

11/10 募金 宮城 津山 50,874

11/10 募金 宮城 三本木 2,179

11/11 募金 山形 尾花沢 3,515

11/11 募金 山形 寒河江 12,839

11/11 募金 秋田 かみおか 1,400

11/11 募金 福島 番屋 4,285

11/12 募金 秋田 さんない 3,205

11/12 募金 山形 むらやま 9,548

11/13 募金 福島 奥会津かねやま 1,874

11/13 募金 秋田 おおゆ 1,726

11/17 募金 福島 にしあいづ 725

11/18 募金 福島 さくらの郷 3,743

11/20 募金 宮城 村田 4,816



11/20 募金 福島 季の里天栄 2,853

11/24 募金 岩手 くじ 2,200

11/24 募金 秋田 象潟 13,808

11/24 募金 福島 たまかわ 8,210

11/24 募金 福島 あいづ湯川・会津坂下 12,167

11/24 募金 秋田 東由利 1,256

11/24 募金 岩手 さんりく 8,780

11/25 募金 青森 いかりがせき 5,994

11/25 募金 山形 おおえ 4,431

11/26 募金 岩手 高田松原 27,663

11/26 募金 岩手 石鳥谷 1,817

11/27 募金 福島 会津柳津 5,159

11/27 募金 福島 喜多の郷 5,050

11/30 募金 福島 羽鳥湖高原 4,203

12/10 募金 青森 虹の湖 1,403

12/11 募金 秋田 五城目 1,305

12/11 募金 福島 ならは 5,132

12/14 募金 秋田 たかのす 2,538

12/15 募金 岩手 遠野風の丘 1,026

12/15 募金 宮城 路田里はなやま 340


