
G7広島サミットへの御支援のお願い

【問合せ先】 広島サミット県民会議事務局

〒730-8510 広島県広島市中区基町5番44号 広島商工会議所ビル9階

＜応援する取組、協賛、寄附を募集します＞

Ｇ７広島サミットの開催に向けて、企業・市民団体等がサミット

に絡めて実施するＧ７広島サミットを応援する取組や、県民会議

事業等への協賛、寄附を募集します。

総務課

TEL ： 082－225－81６８

FAX ： 082－225－8394

E-mail ： somu@hiroshima-summit2023.jp

詳細は広島サミット県民会議ホームページから

事業推進課

TEL ： 082－225－8189

FAX ： 082－225－8394

E-mail ： jigyo@hiroshima-summit2023.jp

応援する取組、協賛については 寄附については

原爆ドームと平和記念公園



２０２３年主要国首脳会議（Ｇ７サミット）は、「２０２３年Ｇ７サミット広島誘致推進協議

会」を中心とする官民一体での誘致活動などが実を結び、令和５年５月１９日～２１日、

広島で開催されることとなりました。

Ｇ７サミットの広島開催にあたっては、広島から力強い平和のメッセージを世界中に

発信し、国内外で核兵器のない真に平和な世界の実現に向けた機運が高まるよう

様々な取組を行う必要があります。

また、広島の魅力を世界に発信する絶好の機会を生かし、国内のみならず、世界各

国からも注目を集め、「広島を訪れる」「広島を選んでもらえる」契機としていかなけれ

ばなりません。

加えて、各国首脳や代表団などサミット関係者として来訪される人に、「広島に来て

良かった」と思っていただくとともに、それらをお迎えする人にとっても、「広島で開催

されてよかった」と思っていただくことが重要であると考えています。

そのために、広島サミット県民会議では、「開催支援」「おもてなし」「平和の発信」「広

島の魅力の発信」「ポストサミットを見据えた若者の参画」の５つの柱に基づき、広島

県・広島市のみならず、各市町や事業者・団体、そして県民・市民も含む広島県全体

の総力を結集した「オール広島」でサミットを成功に導く取組を展開します。

こうした趣旨に御賛同いただき、応援する取組の実施、あるいは協賛、寄附による

御支援・御協力をいただきますよう心からお願い申し上げます。

令和４年１０月

広島サミット県民会議会長

広島県知事 湯﨑 英彦

Ｇ７広島サミット開催に向けた御支援のお願い



 

1 募集内容  

(1) Ｇ７広島サミットを応援する取組 

企業や市民団体等が主体となって実施する、県民会議が基本方針として掲げる５つの柱に関連する
取組 

 

(2) 県民会議事業等への協賛 

県民会議主催事業や広島県や市町等との連携事業において活用する物品や役務、技術等の提供を通し

て協力する取組 

※５つの柱とは、「開催支援」，「おもてなし」，「平和の発信」，「広島の魅力の発信」，「ポストサミットを見据

えた若者の参画」です。 

※(1)(2)ともに県民会議の財政負担が伴わないことを前提とします。 

２ 応募方法等 

(1) 応募方法 

「広島サミット県民会議 応援・協賛応募シート」に必要事項をご記入のうえ、下記のあて先へ 

E-mail、郵送、FAXのいずれかでお申込みください。 

【あて先】 

 〒730－8510 広島県広島市中区基町 5番 44号 広島商工会議所ビル 9階 

        広島サミット県民会議事務局 事業推進課あて 

 TEL：082－225－8189   FAX：082-225-8394   E-mail：jigyo@hiroshima-summit2023.jp 

 

(2) 応募期間 

   令和４年９月１４日（水）から令和５年３月３１日（金）まで 

 

(3) 取組実施期間 

   令和４年９月１４日（水）から令和５年５月２１日（日）まで 

 

(4) 留意事項 

・応募シートの内容について、必要に応じヒアリング等を行ったうえで、結果をご連絡させていただき

ます。 

  ・認定対象外に該当するもの以外は、それぞれ応援する取組、協賛として認定します。 

・認定した応援する取組、協賛については、その企画名及び内容等を同意を得たうえで、県民会議ホーム 

 ぺージへ速やかに掲載するとともに、記録誌にも掲載する予定です。 

・協賛における物品等の提供方法については、別途協議させていただきます。 

３ 参考例 

【応援する取組（例）】 

・各団体等が主催するイベント等において、県民

会議事務局が作成したチラシ・ノベルティの配

布・ＰＲポスターの掲示 

・各団体等が作成するチラシ等にサミットのロゴ

を使用することやサミットをＰＲする文言を

記載 

・サミット応援フェア・セール等の開催 

・サミット応援商品の開発、販売 

 （売上金の一部を県民会議へ寄附等） 

【協賛（例）】 

・サミットＰＲポスター、チラシなどの印刷 

・各種ノベルティの製作 

・サミット関連事業への役務・物品・技術等の 

 提供又は貸与 

・サミット関連事業参加者へのグッズ等の提供 

 

応援・協賛応募要領 



 
 

作成日      年  月  日 

応募者名（企業・団体・個人名等） 

 

担当者名：           

応募者住所 

〒  － 

 

電 話： FAX： 

E-mail： 

応募の種類 ※どちらかを○で囲んでください 

Ｇ７広島サミットを応援する取組    ・    県民会議事業等への協賛 

広島サミット県民会議ロゴの使用  
※どちらかを○で囲んでください ※広島サミット県民会議ロゴを使用する場合は

別途使用申請書を提出してください。 
使用する  ・  使用しない 

内容 

【企画内容・方法・目的など】 

 

 

 

 

【実施日（期間）】  

 

 

【実施場所】 

 

 

 

以上の内容は、下記に規定する認定対象外の企画ではないことを誓約します。 

県民会議ホームページ等への掲載  

希望する     ・      希望しない 

県民会議ホームページへの掲載を希望し、かつリンク先の掲載を希望する場合は、以下に該当ペー
ジの URL を記載してください。 

 

認定対象外となるもの 事務局使用欄 

・ 営利のみを目的としたもの 

・ Ｇ７広島サミットの開催および運営に支障を来す恐れのあ

るもの 

・ 特定の政治、宗教、思想的な意図を持つもの 

・ Ｇ７広島サミット、県民会議や関係者の品位を傷つけるもの 

・ その他、公序良俗に反するなど一定の事由に基づき県民会議

会長が不適当と認めるもの 

・暴力団又はこれに類する団体であるもの 

 

 

※ いただいた個人情報については、適正な管理を行うとともに、当該事業以外での利用は行いません。 

※ 添付資料がある場合は、Ａ４版２枚程度にまとめてください。 

広島サミット県民会議 応援・協賛応募シート 



 

 

寄附の使い道 

いただいた寄附は、Ｇ７広島サミットの開催に向け、基本方針に掲げる５つの柱「開催支援」、「おもてな

し」、「平和の発信」、「広島の魅力の発信」、「ポストサミットを見据えた若者の参画」に沿って、事務局が

直接実施する事業の取組に活用する。 

 

１ 寄附の申込 

インターネットの入力フォームよりお申込みいただくか、「寄附申込書」に所要事項をご記入のうえ、下

記の宛先へ郵送、FAX、E-mailのいずれかでお申込みください（募集は令和５年５月３１日まで）。 

⑴ インターネット入力フォームによりお申込みの場合 

広島サミット県民会議 HPからお申込みください。 

広島サミット県民会議 HP ＞ 応援する取組・協賛・寄附 ＞ 寄附の募集 

⑵ 郵送、FAX、E-mailによりお申込みの場合 

〒730-8510 広島市中区基町 5番 44号 広島商工会議所ビル 9階 

広島サミット県民会議事務局（広島県庁 地域政策局 広島サミット推進チーム）あて 

TEL：082-225-8168／FAX：082-225-8394 

E-mail somu＠hiroshima-summit2023.jp 

⑶ ふるさと納税ポータルサイトからお申込みの場合 

個人の方で、クレジットカードや各種決済サービスの利用をご希望の場合、上記の方法によらず、ふる

さと納税ポータルサイト“ふるさとチョイス”からお申込ください。詳しくは裏面をご覧ください。 

２ 納付書の送付・入金 

インターネット入力フォーム、または郵送、FAX、E-mail によりお申込みいただいた方へ、概ね２週間以内

をめどに納付書を郵送します。 

裏面に記載の金融機関に、納付書をご持参いただき、お振り込みください。 

３ 寄附金受領証明書の送付 

入金が確認できましたら、概ね２週間以内をめどに寄附金受領証明書を郵送します。 

※入金確認までに一定の期間を要する場合があります。 

４ 税制上の優遇 

⑴ 法人・団体の場合 

この寄附金は、法人税法第 37 条第３項第１号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、

全額が損金算入されます。損金算入を行うにあたっては、寄附金受領証明書により税務申告を行って

いただく必要があります。 

⑵ 個人の場合 

この寄附金は、所得税法第７８条第２項第１号及び地方税法第 37 条の２第１項に規定する「地方公

共団体に対する寄附金（＝ふるさと納税）」に該当し、寄附金控除の対象になります。寄附金控除を受

けるには、寄附金受領証明書により確定申告を行っていただく必要があります。 

※ 確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例」については、以下HP又は寄附申込書をご確認ください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-ouenn-

kifukinn/zeiseijou-no-yuuguu-furusatonouzei.html 

※ 広島県は，総務大臣から，ふるさと納税の対象となる地方団体として指定を受けています。 

指定対象期間は，令和４年１０月１日から令和５年９月３０日までです。 

寄附に関する手続き 

ＱＲ 

ＱＲ 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-ouenn-kifukinn/zeiseijou-no-yuuguu-furusatonouzei.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-ouenn-kifukinn/zeiseijou-no-yuuguu-furusatonouzei.html


 

５ 寄附の方法 

寄附は、以下の方法で行うことができます。 

○ 金融機関用の納付書 ⇒ ⑴ 金融機関を利用する場合をご覧ください。 

○ ゆうちょ銀行の払込取扱票 ※個人の方 ⇒ ⑵ ゆうちょ銀行を利用する場合をご覧ください。 

○ クレジットカード等 ※個人の方 ⇒ ⑶ クレジットカード等を利用する場合をご覧ください。 

⑴ 金融機関を利用する場合 

金融機関によりご利用可能な店舗が異なります。以下の２つの表をご確認ください。 

区分 国内に所在するすべての店舗で利用できる金融機関 

銀 行 等 

みずほ銀行／三菱ＵＦＪ銀行／三井住友銀行／りそな銀行／三菱ＵＦＪ信託銀行／み

ずほ信託銀行／鳥取銀行／山陰合同銀行／中国銀行／広島銀行／山口銀行／百

十四銀行／伊予銀行／四国銀行／福岡銀行／西日本シティ銀行／トマト銀行／もみ

じ銀行／西京銀行／香川銀行／愛媛銀行 

信用組合 笠岡信用組合／信用組合広島商銀 

労働金庫 中国労働金庫 

 

区分 広島県内に所在する店舗で利用できる金融機関 

銀 行 等 あおぞら銀行 

信用金庫 広島信用金庫／呉信用金庫／しまなみ信用金庫／広島みどり信用金庫 

信用組合 朝銀西信用組合／広島市信用組合／広島県信用組合／両備信用組合／備後信用組合 

漁業協同組合 広島県信用漁業協同組合連合会 

農業協同組合 

広島県信用農業協同組合連合会／広島市農業協同組合／呉農業協同組合／安芸農業

協同組合／佐伯中央農業協同組合／広島北部農業協同組合／広島中央農業協同組合

／芸南農業協同組合／広島ゆたか農業協同組合／三原農業協同組合／尾道市農業協

同組合／福山市農業協同組合／三次農業協同組合／庄原農業協同組合 

⑵ ゆうちょ銀行を利用する場合 ※個人の方 

全国のゆうちょ銀行ＡＴＭまたは窓口をご利用可能です。 

⑶ クレジットカード等を利用する場合 ※個人の方 

ふるさと納税ポータルサイト“ふるさとチョイス”からお申込みください。クレジットカードをはじめ、各

種決済サービスをご利用可能です。 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/34000  

※この場合、活用を希望する取組として「広島サミット」を選択してください。 

 

ＱＲ 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/34000


 

令和   年   月   日 

広島県知事 あて 
 

 Ｇ７広島サミット開催に向けた取組に賛同し、次の金額を広島県に寄附します。 
 

法人名・団体名 ：  

代表者職・氏名 ：  

寄附金額 ：  
※一口 1,000円以上の申込とさせていただきます。 

所在地 ：  
 

【確認欄】 

１．ご寄附いただいた法人名・団体名について、Ｇ７広

島サミットの記録誌やホームページ等へ掲載する予

定です。掲載の可否について、いずれかに ☑ を記

入してください。 

□法人名・団体名、寄附額 

□法人名・団体名 

□掲載に同意しない 

２．以下の事項をご確認の上、相違ない場合は☑ を記

入してください。 

私どもは、暴力団員ではなく、暴力団又は暴力団員

（以下、「暴力団等」という。）を利用し、暴力団の維

持・運営に関与し、又は暴力団等と社会的に非難さ

れるべき関係を有するなど暴力団等との密接な関係

を有していないことを表明するとともに、今後も暴力

団等と密接な関係を持ちません。また、特定の宗教、

政治色のない団体です。 

□確認し、相違ないことを誓約する 

今後、連絡させていただく際のご担当者様について、ご記入ください。 

法人名／団体名  

部署名  

ご担当者様の肩書・氏名  

ご連絡先 TEL ：  

FAX :  

E-mail :  

【個人情報の取扱いについて】 

いただいた個人情報につきましては、寄附金の手続きや事業のお知らせ以外には使用いたしません。 

寄附申込書 法人・団体の方 



 

令和   年   月   日 

広島県知事 あて 
 

 Ｇ７広島サミット開催に向けた取組に賛同し、次の金額を広島県に寄附します。 
 

氏名 ：  

寄附金額 ：  
※一口 1,000円以上の申込とさせていただきます。 

住所 ：  

E-mail : 
 

【確認欄】 

１．寄附の方法について、いずれかに ☑ を記入してく

ださい。 

□ゆうちょ銀行以外の金融機関を利用 

□ゆうちょ銀行を利用 

２．ご寄附いただいた氏名について、Ｇ７広島サミット

の記録誌やホームページ等へ掲載する予定です。

掲載の可否について、いずれかに ☑ を記入してく

ださい。 

□氏名、寄附額 

□氏名 

□掲載に同意しない 

３．以下の事項をご確認の上、相違ない場合は☑ を記

入してください。 

私は、暴力団員ではなく、暴力団又は暴力団員（以

下、「暴力団等」という。）を利用し、暴力団の維持・運

営に関与し、又は暴力団等と社会的に非難されるべ

き関係を有するなど暴力団等との密接な関係を有し

ていないことを表明するとともに、今後も暴力団等と

密接な関係を持ちません。 

□確認し、相違ないことを誓約する 

４．ふるさと納税に係る「ワンストップ特例制度」の利用

をご希望される場合、寄附確認後，寄附金受領証明

書を送付する際に、申請用紙を合わせて送付しま

す。利用の有無について、いずれかに ☑ を記入し

てください。 

□ワンストップ特例制度を利用する 

□ワンストップ特例制度を利用しない 

【個人情報の取扱いについて】 

いただいた個人情報につきましては、寄附金の手続きや事業のお知らせ以外には使用いたしません。 

寄附申込書 個人の方 


