
●竹富町ふるさと応援寄附金ご芳志名簿一覧（令和３年度）

名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
玉城　義章 様 沖縄県 20,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業
出浦　保男 様 沖縄県 30,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業
石渡　博 様 神奈川県 60,000 3．教育振興に関する事業
又木　隆 様 千葉県 30,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業

後藤　幸一 様 愛知県 70,000 1．自然環境の保全に関する事業
玉那覇　美佐子 様 沖縄県 50,000 1．自然環境の保全に関する事業

石堂設計室　代表　石堂洋 様 沖縄県 10,000 5．社会資本整備に関する事業
宮本　修 様 広島県 10,000 5．社会資本整備に関する事業　隣国に侵略されない

広瀬　宣之 様 愛知県 10,000 3．教育振興に関する事業
株式会社　隆盛コンサルタント 様 沖縄県 50,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業

佐喜眞　良春 様 沖縄県 49,000 1．自然環境の保全に関する事業
佐喜眞　勉 様 沖縄県 49,000 1．自然環境の保全に関する事業
金子　雅也 様 京都府 100,000 自然環境の保全に関する事業
玉城　義章 様 沖縄県 20,000 その他目的達成のために町長が必要と認める事業

株式会社　アイエスシー 様 沖縄県 20,000 社会資本整備に関する事業
株式会社 翔土木設計　代表取締役　米藏　敏博 様 沖縄県 50,000 産業振興に関する事業

出浦　保男 様 沖縄県 30,000 その他目的達成のために町長が必要と認める事業
折谷　亮太 様 大阪府 15,000 自然環境の保全に関する事業
上野　友也 様 神奈川県 9,000 保健・福祉及び医療に関する事業
本田　浩一 様 愛知県 300,000 目的達成のために町長が認める事業
寺田　雅子 様 千葉県 9,000 自然環境の保全に関する事業
黒瀬　明憲 様 北海道 10,000 自然環境の保全に関する事業
服部　修 様 愛知県 20,000 自然環境の保全に関する事業

野上　英次郎 様 福岡県 8,000 教育振興に関する事業
諏訪　稔之 様 大阪府 100,000 4．産業振興に関する事業
隠塚　憲司 様 福岡県 10,000 教育振興に関する事業

遠藤　ちひろ 様 山形県 8,000 自然環境の保全に関する事業
柴田　亜衣 様 愛知県 15,000 3．教育振興に関する事業

浅見　光太郎 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
廣田　明子 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
安川　和利 様 福岡県 50,000 目的達成のために町長が認める事業
中島　司 様 千葉県 9,000 産業振興に関する事業

山田　義徳 様 愛知県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
宇佐見　修三 様 愛知県 9,000 教育振興に関する事業
有島　武志 様 大阪府 9,000 自然環境の保全に関する事業
新谷　里香 様 北海道 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
浜島　広明 様 愛知県 10,000 教育振興に関する事業

神戸　たか子 様 鳥取県 9,000 教育振興に関する事業
清水　秀穂 様 静岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
圓藤　保 様 神奈川県 25,000 自然環境の保全に関する事業

阿部　弘治 様 神奈川県 20,000 教育振興に関する事業
曽根　寿成 様 神奈川県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
大場　健史 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
阿河　健一 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
市村　郁雄 様 神奈川県 10,000 教育振興に関する事業
塩沢　友孝 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
村上　成寿 様 宮城県 67,000 自然環境の保全に関する事業
徳永　伸之 様 佐賀県 9,000 産業振興に関する事業
林部　将知 様 神奈川県 9,000 自然環境の保全に関する事業
福島　尚晃 様 東京都 30,000 自然環境の保全に関する事業
浅野　博弥 様 愛知県 10,000 産業振興に関する事業
藤枝　恵理 様 東京都 16,000 1．自然環境の保全に関する事業
藤崎　有香 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
鈴木　景子 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業

柴崎　美香子 様 神奈川県 10,000 社会資本整備に関する事業
豊福　慎悟 様 兵庫県 30,000 自然環境の保全に関する事業

新井　よしみ 様 埼玉県 15,000 自然環境の保全に関する事業
西田　鷹之 様 鹿児島県 10,000 自然環境の保全に関する事業
齋藤　篤 様 新潟県 10,000 自然環境の保全に関する事業

岸本　圭司 様 東京都 15,000 目的達成のために町長が認める事業
白樫　遼也 様 東京都 20,000 教育振興に関する事業
酒井　重史 様 宮城県 10,000 教育振興に関する事業
小林　麻子 様 東京都 8,000 自然環境の保全に関する事業
小林　理央 様 群馬県 30,000 目的達成のために町長が認める事業
輿水　直 様 埼玉県 10,000 産業振興に関する事業

山田　みどり 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
玉田　博之 様 京都府 15,000 社会資本整備に関する事業
佐藤　公彦 様 秋田県 10,000 自然環境の保全に関する事業
藤田　里花 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
乾　しのぶ 様 千葉県 15,000 目的達成のために町長が認める事業
柿本　努 様 愛知県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

松田　崇史 様 福岡県 20,000 自然環境の保全に関する事業
池田　武史 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
山岸　正和 様 千葉県 10,000 教育振興に関する事業
小嶋　城治 様 愛知県 9,000 教育振興に関する事業
原田　大悟 様 兵庫県 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
安居　英和 様 埼玉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
後藤　雄一 様 愛知県 23,000 目的達成のために町長が認める事業
本田　浩一 様 愛知県 300,000 目的達成のために町長が認める事業
小柴　彰利 様 新潟県 12,000 目的達成のために町長が認める事業

窪田　珠理江 様 東京都 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
伊藤　豪太 様 埼玉県 20,000 教育振興に関する事業
皆川　直功 様 茨城県 10,000 自然環境の保全に関する事業
加藤　宣子 様 北海道 14,000 教育振興に関する事業
吉田　大貴 様 静岡県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業

熊谷　智香子 様 新潟県 10,000 社会資本整備に関する事業
茂木　聡 様 埼玉県 20,000 目的達成のために町長が認める事業

倉田　智夫 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業
荒木　久美子 様 新潟県 10,000 自然環境の保全に関する事業

水野　駿 様 愛知県 27,000 自然環境の保全に関する事業
木村　和弥 様 鳥取県 10,000 教育振興に関する事業
田邉　晃 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

小池　真亜子 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
広瀬　達彦 様 埼玉県 100,000 自然環境の保全に関する事業
小久保　聡 様 石川県 15,000 教育振興に関する事業
飯沼　資生 様 香川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
藤田　祐輔 様 埼玉県 100,000 教育振興に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
伊藤　博美 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
田中　真央 様 東京都 19,000 1．自然環境の保全に関する事業
山下　由真 様 熊本県 8,000 1．自然環境の保全に関する事業

古明地　廣規 様 東京都 9,000 目的達成のために町長が認める事業
松本　百合矢 様 東京都 15,000 目的達成のために町長が認める事業
石川　正太 様 岡山県 10,000 教育振興に関する事業
米澤　賢治 様 東京都 15,000 自然環境の保全に関する事業
有川　賢一 様 東京都 40,000 自然環境の保全に関する事業
児島　和志 様 愛媛県 16,000 目的達成のために町長が認める事業
川江　宏 様 香川県 9,000 産業振興に関する事業

村川　亮司 様 三重県 66,000 自然環境の保全に関する事業
菅谷　有斗 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
飯郷　直行 様 東京都 15,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
工　竜江 様 石川県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
中村　稔 様 埼玉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

大渡　弘人 様 千葉県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
鈴木　嘉和 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
忠隈　貴史 様 奈良県 35,000 自然環境の保全に関する事業
杉浦　寿昭 様 奈良県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
杜　輔春 様 東京都 8,000 自然環境の保全に関する事業

三原　有希 様 北海道 15,000 2． 自然環境の保全に関する事業
鷹取　真希子 様 大阪府 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業

竹原　悟 様 兵庫県 10,000 産業振興に関する事業
澤田　努 様 東京都 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

向山　美穂 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
木下　雅彦 様 千葉県 9,000 目的達成のために町長が認める事業
川俣　幸夫 様 神奈川県 12,000 自然環境の保全に関する事業
葭内　史朗 様 北海道 11,000 目的達成のために町長が認める事業
乙幡　彰宏 様 石川県 10,000 教育振興に関する事業
川瀬　凱士 様 愛知県 8,000 自然環境の保全に関する事業
添谷　信隆 様 北海道 10,000 教育振興に関する事業

小原　芙功子 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
南東　勝美 様 福井県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
森下　実郎 様 東京都 500,000 教育振興に関する事業

村田　やよい 様 島根県 10,000 自然環境の保全に関する事業
青木　弘明 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
本田　浩一 様 愛知県 300,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
石川　禎久 様 京都府 10,000 教育振興に関する事業
平林　岳 様 神奈川県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
乾　靖隆 様 大阪府 20,000 教育振興に関する事業

今村　敏之 様 茨城県 40,000 6． 社会資本整備に関する事業
井上　剛 様 和歌山県 30,000 自然環境の保全に関する事業

長谷川　陽一 様 大阪府 10,000 社会資本整備に関する事業
前田　雄大 様 群馬県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
田伏　将尚 様 神奈川県 21,000 産業振興に関する事業
山内　崇史 様 兵庫県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
小西　弘子 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業
福田　晃司 様 愛知県 10,000 教育振興に関する事業
桑山　友宏 様 奈良県 8,000 目的達成のために町長が認める事業
小坂　和宏 様 広島県 10,000 教育振興に関する事業
中村　一太 様 福岡県 10,000 教育振興に関する事業
吉田　俊彦 様 愛知県 8,000 目的達成のために町長が認める事業
白石　祐美 様 兵庫県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
小出　卓哉 様 東京都 8,000 教育振興に関する事業

滝井　伊佐武 様 東京都 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
木村　剛 様 埼玉県 27,000 自然環境の保全に関する事業

後藤　章夫 様 愛媛県 196,000 目的達成のために町長が認める事業
古正　佳世 様 神奈川県 6,000 自然環境の保全に関する事業
古正　佳世 様 神奈川県 6,000 自然環境の保全に関する事業

鍋澤　克已千 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業
四元　寿江 様 兵庫県 30,000 保健・福祉及び医療に関する事業
武井　雅光 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
板平　陽光 様 佐賀県 10,000 教育振興に関する事業
鈴木　彩奈 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業

高橋　千津子 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
溝畑　和生 様 千葉県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
木村　孝幸 様 茨城県 10,000 教育振興に関する事業
木村　陽子 様 滋賀県 7,000 目的達成のために町長が認める事業
石橋　和人 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
加藤　宣子 様 北海道 10,000 教育振興に関する事業
奥川　萌 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業

小盛　貴裕 様 東京都 100,000 社会資本整備に関する事業
外越　裕之 様 東京都 7,000 自然環境の保全に関する事業
山崎　郁弥 様 宮城県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
河村　寿幸 様 北海道 60,000 目的達成のために町長が認める事業

小倉　あおい 様 大阪府 9,000 目的達成のために町長が認める事業
中野　知 様 東京都 9,000 自然環境の保全に関する事業

大宮　奈保子 様 福島県 8,000 自然環境の保全に関する事業
青島　佑介 様 東京都 400,000 目的達成のために町長が認める事業
土田　英樹 様 愛知県 23,000 自然環境の保全に関する事業
三原　知樹 様 岡山県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
大谷　行寛 様 埼玉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
飯塚　康史 様 埼玉県 20,000 保健・福祉及び医療に関する事業
秋本　将弘 様 愛知県 100,000 自然環境の保全に関する事業
澤口　達也 様 東京都 100,000 教育振興に関する事業
吉川　和希 様 神奈川県 100,000 1．自然環境の保全に関する事業
永田　大吾 様 長崎県 10,000 教育振興に関する事業
花田　順子 様 宮城県 23,000 保健・福祉及び医療に関する事業
花田　順子 様 宮城県 66,000 保健・福祉及び医療に関する事業
中込　康太 様 山梨県 50,000 教育振興に関する事業
菊池　将貴 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
伊藤　彦 様 神奈川県 700,000 2． 自然環境の保全に関する事業

菅俣　朋恵 様 栃木県 10,000 自然環境の保全に関する事業
濱崎　優 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業

藤枝　修一 様 東京都 66,000 産業振興に関する事業
SU　AOZE 様 茨城県 25,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

西部　広太郎 様 千葉県 500,000 自然環境の保全に関する事業
藤原　香里 様 岩手県 14,000 自然環境の保全に関する事業
清水　剛 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
藤原　香里 様 岩手県 16,000 自然環境の保全に関する事業
中村　健佑 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
柳　星口 様 神奈川県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
柳　星口 様 神奈川県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業

楠本　智史 様 東京都 27,000 自然環境の保全に関する事業
長尾　典尚 様 大阪府 20,000 保健・福祉及び医療に関する事業
奥本　善子 様 奈良県 10,000 自然環境の保全に関する事業
宇野　愛 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業

櫻井　絵里 様 京都府 20,000 教育振興に関する事業
友野　佳紀 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
坂下　佑人 様 神奈川県 20,000 自然環境の保全に関する事業
加藤　聡太 様 愛知県 66,000 目的達成のために町長が認める事業

箕輪　沙祐里 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
川畑　友美 様 東京都 100,000 保健・福祉及び医療に関する事業
戸舘　善保 様 神奈川県 300,000 自然環境の保全に関する事業

山本　奈緒美 様 千葉県 10,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
三原　雄一郎 様 静岡県 30,000 自然環境の保全に関する事業
水野　貴文 様 奈良県 10,000 自然環境の保全に関する事業
川口　祐 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業

菊池　尚人 様 東京都 15,000 自然環境の保全に関する事業
三原　雄一郎 様 静岡県 30,000 自然環境の保全に関する事業
七里　由香 様 東京都 10,000 産業振興に関する事業
三井　美穂 様 神奈川県 20,000 保健・福祉及び医療に関する事業
佐藤　昌平 様 愛知県 10,000 教育振興に関する事業

村田　啓一郎 様 愛知県 40,000 自然環境の保全に関する事業
成澤　可奈子 様 東京都 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
瀧澤　瑞季 様 東京都 9,000 自然環境の保全に関する事業
丸目　雅貴 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業

成澤　可奈子 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
森　嵩夫 様 東京都 400,000 目的達成のために町長が認める事業

澤田　正之 様 兵庫県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
大森　徹 様 京都府 20,000 自然環境の保全に関する事業

寺崎　文彦 様 滋賀県 8,000 1．自然環境の保全に関する事業
桑原　秀幸 様 東京都 1,000,000 1．自然環境の保全に関する事業
浦田　浩治 様 愛知県 300,000 自然環境の保全に関する事業
金澤　祐介 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業

遠藤　功一郎 様 東京都 200,000 目的達成のために町長が認める事業
川田　直美 様 東京都 200,000 目的達成のために町長が認める事業
増井　奉政 様 大阪府 100,000 目的達成のために町長が認める事業

後藤　誠次郎 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
浦田　浩治 様 愛知県 30,000 自然環境の保全に関する事業
伊藤　和広 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
鎌倉　公宏 様 長野県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
玉井　敬浩 様 大阪府 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業
鳥谷　哲也 様 奈良県 100,000 自然環境の保全に関する事業
馬渕　邦美 様 東京都 100,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
稲垣　英貴 様 岐阜県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
駒谷　僚 様 北海道 23,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

高橋　真一 様 神奈川県 40,000 自然環境の保全に関する事業
佐藤　徹 様 東京都 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業

芦矢　由美子 様 埼玉県 300,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
木村　明博 様 東京都 35,000 教育振興に関する事業
石黒　聡 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業

牛丸　敦詞 様 東京都 300,000 目的達成のために町長が認める事業
矢萩　香織 様 東京都 8,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
岡田　文 様 埼玉県 25,000 4． 教育振興に関する事業

馬渕　邦美 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
遠藤　亜美 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
西林　輝 様 大阪府 27,000 自然環境の保全に関する事業
山村　健 様 広島県 20,000 自然環境の保全に関する事業

馬渕　邦美 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
三富　沙織 様 北海道 10,000 自然環境の保全に関する事業
大中　政聡 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
冨田　希 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業

松井　あかり 様 神奈川県 40,000 自然環境の保全に関する事業
池野辺　民子 様 東京都 9,000 自然環境の保全に関する事業

本多　聖 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
江藤　道弘 様 福岡県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
鈴木　里佳 様 神奈川県 27,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
中井　拓実 様 神奈川県 66,000 目的達成のために町長が認める事業
前田　一歩 様 千葉県 13,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
富窪　和郎 様 鹿児島県 28,000 目的達成のために町長が認める事業
小林　直樹 様 東京都 16,000 自然環境の保全に関する事業
中居　弘一 様 神奈川県 400,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
三浦　昌弘 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
佐別當　旭 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
谷　祐二 様 福岡県 30,000 2． 自然環境の保全に関する事業

上白土　拓生 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
山田　敬則 様 東京都 25,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
比嘉　愛里 様 東京都 15,000 産業振興に関する事業
大森　弘司 様 東京都 20,000 保健・福祉及び医療に関する事業
山口　雄己 様 千葉県 100,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 66,000 教育振興に関する事業
塚原　妹美 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
山口　恭寛 様 東京都 300,000 自然環境の保全に関する事業
呉　暁謙 様 兵庫県 160,000 教育振興に関する事業

河尻　志保 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
山辺　秀樹 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業

柴田　知恵子 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
後藤　達司 様 岐阜県 37,000 1．自然環境の保全に関する事業

飯田　由佳子 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
有田　誠 様 東京都 9,000 自然環境の保全に関する事業

小野　裕司 様 大分県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
小島　英将 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
新井　貴 様 東京都 20,000 目的達成のために町長が認める事業

太田　貴久 様 北海道 23,000 保健・福祉及び医療に関する事業
新井　貴 様 東京都 40,000 保健・福祉及び医療に関する事業

洞口　幹生 様 大阪府 7,000 教育振興に関する事業
柴田　陽光 様 神奈川県 12,000 自然環境の保全に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
上野　佳江 様 千葉県 100,000 自然環境の保全に関する事業
中山　昌大 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
吉田　靖 様 和歌山県 20,000 7． 保健・福祉及び医療に関する事業

川田　直美 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
植山　佳寿美 様 埼玉県 20,000 自然環境の保全に関する事業
濱田　健吾 様 熊本県 14,000 目的達成のために町長が認める事業
小崎　智子 様 福岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
小崎　智子 様 福岡県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

日比野　貴政 様 東京都 100,000 社会資本整備に関する事業
板田　俊一 様 埼玉県 600,000 自然環境の保全に関する事業

照井　久美子 様 埼玉県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
木村　彰宏 様 東京都 100,000 保健・福祉及び医療に関する事業
田中　裕基 様 北海道 100,000 目的達成のために町長が認める事業
鈴木　徳貴 様 東京都 67,000 産業振興に関する事業
白久　千尋 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
成田　潤 様 神奈川県 100,000 自然環境の保全に関する事業

市村　久実子 様 北海道 10,000 自然環境の保全に関する事業
寺島　玄 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業

芦沢　早苗 様 東京都 8,000 自然環境の保全に関する事業
太田　久美子 様 静岡県 9,000 自然環境の保全に関する事業
笠川　由美 様 大阪府 400,000 目的達成のために町長が認める事業

小谷野　明子 様 埼玉県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
谷保　美香 様 埼玉県 15,000 自然環境の保全に関する事業
長澤　尚輝 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
玉城　紘子 様 京都府 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
渡辺　毅 様 東京都 15,000 教育振興に関する事業

青井　謙太 様 愛知県 300,000 自然環境の保全に関する事業
野畑　智樹 様 大阪府 20,000 自然環境の保全に関する事業
池田　忠章 様 大阪府 9,000 目的達成のために町長が認める事業
狩野　徹哉 様 群馬県 10,000 自然環境の保全に関する事業
荻田　智子 様 愛知県 15,000 7． 保健・福祉及び医療に関する事業
佐藤　竜也 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
加納　寿浩 様 東京都 17,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
菊池　尚人 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
大澤　靖 様 千葉県 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業
武内　大 様 東京都 600,000 目的達成のために町長が認める事業

渋江　良彦 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
湯浅　壽大 様 北海道 10,000 自然環境の保全に関する事業
福田　有伸 様 大阪府 21,000 2． 自然環境の保全に関する事業

中曽根　律子 様 埼玉県 7,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
福井　浩美 様 東京都 50,000 2． 自然環境の保全に関する事業
松村　雄太 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業

佐々木　貴志 様 北海道 11,000 目的達成のために町長が認める事業
寺島　玄 様 東京都 30,000 自然環境の保全に関する事業

長谷川　亨 様 愛知県 300,000 保健・福祉及び医療に関する事業
矢口　浩之 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

北垣　恵太郎 様 島根県 10,000 自然環境の保全に関する事業
青山　瑞枝 様 奈良県 10,000 自然環境の保全に関する事業
青山　瑞枝 様 奈良県 30,000 自然環境の保全に関する事業
青山　瑞枝 様 奈良県 30,000 自然環境の保全に関する事業
青山　瑞枝 様 奈良県 10,000 自然環境の保全に関する事業

五宝　信一郎 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
林原　昌史 様 大阪府 20,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
島田　俊雄 様 東京都 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
小川　一英 様 愛知県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
新屋　智子 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業
安彦　美佳 様 千葉県 30,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
六車　徹 様 東京都 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業

大塚　雄大 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
増井　瑞穂 様 静岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
中根　力藏 様 東京都 200,000 自然環境の保全に関する事業
小林　光 様 埼玉県 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

川野　杏奈 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
安達　文香 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
鈴木　有紗 様 神奈川県 7,000 自然環境の保全に関する事業

ダルマワン　アンドレアス 様 東京都 200,000 自然環境の保全に関する事業
坂本　嘉 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
渡辺　浩 様 山口県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業

齋藤　昇子 様 福島県 5,000 1．自然環境の保全に関する事業
渡辺　仁史 様 沖縄県 14,000 2． 自然環境の保全に関する事業
田中　佑季 様 北海道 23,000 自然環境の保全に関する事業
谷亀　尚孝 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
鬼木　賢人 様 大阪府 100,000 自然環境の保全に関する事業
花岡　良太 様 愛知県 20,000 自然環境の保全に関する事業

櫻井　真由美 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
秀島　雄介 様 東京都 40,000 目的達成のために町長が認める事業
冨川　麻美 様 北海道 10,000 産業振興に関する事業
鈴木　教之 様 静岡県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業

岩田　登洋子 様 群馬県 10,000 自然環境の保全に関する事業
岩田　登洋子 様 群馬県 15,000 自然環境の保全に関する事業

積木　豊 様 愛知県 66,000 目的達成のために町長が認める事業
藤本　忠俊 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
武田　優貴 様 宮城県 10,000 自然環境の保全に関する事業
阿部　利晴 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
佐藤　俊介 様 埼玉県 14,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
高島　雅弘 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
林　瑛理 様 山形県 14,000 自然環境の保全に関する事業
加藤　寛 様 神奈川県 10,000 教育振興に関する事業

鈴木　理久 様 群馬県 10,000 産業振興に関する事業
富田　康夫 様 東京都 50,000 目的達成のために町長が認める事業
大黒　徹平 様 兵庫県 9,000 目的達成のために町長が認める事業
高井　隆司 様 神奈川県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
高井　隆司 様 神奈川県 20,000 自然環境の保全に関する事業

坂﨑　慎一郎 様 岐阜県 10,000 教育振興に関する事業
中村　清男 様 東京都 8,000 自然環境の保全に関する事業
四辻　明洋 様 大阪府 10,000 産業振興に関する事業
宮本　祐太 様 京都府 10,000 自然環境の保全に関する事業
中村　弘美 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
高井　隆司 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
古井　祥平 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
菅野　立基 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
野田　智幸 様 東京都 20,000 5． 産業振興に関する事業
浦田　馨 様 千葉県 11,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業

福本　麻理子 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
遠藤　大志 様 北海道 19,000 自然環境の保全に関する事業
中野　貴浩 様 千葉県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
今　圭介 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
井原　拓 様 岐阜県 20,000 目的達成のために町長が認める事業

大竹　ゆう子 様 福島県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
有賀　博 様 神奈川県 50,000 自然環境の保全に関する事業
山本　龍 様 千葉県 20,000 自然環境の保全に関する事業
池田　渉 様 静岡県 20,000 目的達成のために町長が認める事業

清水　直樹 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
杉山　正弘 様 青森県 10,000 自然環境の保全に関する事業
田中　隆貴 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
藤縄　知成 様 東京都 14,000 保健・福祉及び医療に関する事業
大波　佳恵 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業

大久保　正樹 様 東京都 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 11,000 教育振興に関する事業
大矢　昌士 様 群馬県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
太田　奈々 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
小盛　貴裕 様 東京都 100,000 産業振興に関する事業
藤川　歓之 様 神奈川県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
北折　琢 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業

中林　紘二 様 佐賀県 10,000 教育振興に関する事業
陳　仰康 様 東京都 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業

荒井　卓也 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
夏木　健治 様 兵庫県 24,000 自然環境の保全に関する事業
清原　慶香 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
松岡　洋樹 様 神奈川県 30,000 自然環境の保全に関する事業
宮崎　真一 様 京都府 34,000 4． 教育振興に関する事業
関谷　敏和 様 栃木県 30,000 2． 自然環境の保全に関する事業
澤谷　浩平 様 東京都 67,000 2． 自然環境の保全に関する事業
堀澤　隆典 様 三重県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
生駒　茂 様 兵庫県 30,000 2． 自然環境の保全に関する事業
橋本　研 様 東京都 10,000 7． 保健・福祉及び医療に関する事業

水島　正浩 様 東京都 100,000 保健・福祉及び医療に関する事業
幸喜　充宏 様 沖縄県 20,000 自然環境の保全に関する事業
武内　貴春 様 東京都 9,000 自然環境の保全に関する事業

前田　淳一郎 様 愛知県 30,000 自然環境の保全に関する事業
形部　愛 様 兵庫県 5,000 自然環境の保全に関する事業

形部　範之 様 兵庫県 6,000 教育振興に関する事業
山口　武志 様 岐阜県 8,000 保健・福祉及び医療に関する事業
佐事　安夫 様 沖縄県 11,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
長沼　幸忠 様 山口県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
長沼　幸忠 様 山口県 11,000 目的達成のために町長が認める事業

Lindgren　Oskar 様 神奈川県 15,000 目的達成のために町長が認める事業
松平　智史 様 大阪府 20,000 目的達成のために町長が認める事業

野口　絵美子 様 茨城県 30,000 目的達成のために町長が認める事業
中野　臣悟 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
松本　大輔 様 埼玉県 50,000 自然環境の保全に関する事業
水野　篤 様 東京都 800,000 1．自然環境の保全に関する事業

那須　英昭 様 東京都 30,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
松本　美奈 様 北海道 23,000 2． 自然環境の保全に関する事業
大山　貴広 様 三重県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
竹中　謙太 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
瀧本　和代 様 香川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
高野　敏行 様 新潟県 57,000 自然環境の保全に関する事業
木村　千紘 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
河合　方葉 様 兵庫県 16,000 教育振興に関する事業
加藤　強 様 東京都 35,000 自然環境の保全に関する事業
林　郁弥 様 東京都 100,000 教育振興に関する事業

松永　新吾 様 大阪府 100,000 目的達成のために町長が認める事業
西村　航 様 神奈川県 300,000 目的達成のために町長が認める事業

堀井　弘和 様 神奈川県 67,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
野々垣　徳一 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
金平　清志 様 岡山県 15,000 産業振興に関する事業
北澤　薫 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業

伊藤　暁彦 様 神奈川県 30,000 自然環境の保全に関する事業
清水　憲彦 様 岐阜県 10,000 自然環境の保全に関する事業
小堀　高志 様 東京都 66,000 教育振興に関する事業
西内　公章 様 香川県 10,000 教育振興に関する事業
山田　博之 様 長野県 10,000 産業振興に関する事業
長部　雅弘 様 東京都 22,000 目的達成のために町長が認める事業
保住　広太 様 東京都 200,000 目的達成のために町長が認める事業
三浦　清司 様 東京都 9,000 目的達成のために町長が認める事業
宮下　敬志 様 京都府 7,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
小西　弘晃 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
澤山　友彦 様 神奈川県 16,000 保健・福祉及び医療に関する事業
小寺　拓海 様 静岡県 20,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
武田　知子 様 福岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
舟坂　竜哉 様 兵庫県 10,000 教育振興に関する事業
奥田　公大 様 三重県 10,000 自然環境の保全に関する事業
千葉　琢麻 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
平井　健太 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
河本　悠吾 様 千葉県 20,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
真島　典彦 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
酒井　直紀 様 兵庫県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
酒井　直紀 様 兵庫県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
野嶋　隆一 様 千葉県 20,000 自然環境の保全に関する事業
山名　文夫 様 福島県 20,000 教育振興に関する事業
清田　浩司 様 滋賀県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
鈴木　大志 様 神奈川県 20,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業

坂本　阿莉沙 様 大阪府 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
倉田　晋司 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
三木　紀子 様 茨城県 100,000 自然環境の保全に関する事業
李　在庸 様 千葉県 100,000 自然環境の保全に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
大木　太 様 東京都 20,000 教育振興に関する事業

佐藤　琢郎 様 岩手県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
佐藤　琢郎 様 岩手県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

鈴木　美奈子 様 青森県 14,000 2． 自然環境の保全に関する事業
小野寺　佳郎 様 神奈川県 9,000 保健・福祉及び医療に関する事業
赤穂　友治 様 兵庫県 9,000 自然環境の保全に関する事業

岡田　美乃莉 様 山口県 30,000 自然環境の保全に関する事業
森口　茂 様 兵庫県 300,000 目的達成のために町長が認める事業

田村　憲彦 様 兵庫県 30,000 目的達成のために町長が認める事業
工藤　健一郎 様 山形県 35,000 目的達成のために町長が認める事業
堀本　浩二 様 沖縄県 100,000 教育振興に関する事業
猪熊　俊臣 様 群馬県 19,000 目的達成のために町長が認める事業
下田　萌香 様 東京都 9,000 産業振興に関する事業
菅野　優 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業

永津　穂波 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
木村　大樹 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
澤端　真紀 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
川崎　雅代 様 兵庫県 7,000 保健・福祉及び医療に関する事業
松澤　修司 様 神奈川県 30,000 2． 自然環境の保全に関する事業
早野　美波 様 神奈川県 10,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
大手　寛 様 静岡県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業

小谷　優太 様 大阪府 15,000 2． 自然環境の保全に関する事業
長沼　晋一郎 様 神奈川県 100,000 教育振興に関する事業
野村　雄大 様 兵庫県 20,000 自然環境の保全に関する事業
富田　康夫 様 東京都 11,000 目的達成のために町長が認める事業
廣田　翔平 様 神奈川県 50,000 2． 自然環境の保全に関する事業
大島　奈緒 様 東京都 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
伊藤　和香 様 東京都 10,000 産業振興に関する事業
藤島　孝之 様 岐阜県 10,000 自然環境の保全に関する事業
菊池　玲央 様 愛知県 50,000 産業振興に関する事業
岡田　純 様 東京都 27,000 目的達成のために町長が認める事業

後藤　宏文 様 熊本県 10,000 産業振興に関する事業
嘉山　友子 様 青森県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
伊藤　慎佑 様 福岡県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
稲月　麻美 様 福岡県 6,000 自然環境の保全に関する事業
木村　薫 様 香川県 20,000 自然環境の保全に関する事業

小澤　直道 様 群馬県 30,000 3．教育振興に関する事業
杉本　義朋 様 東京都 34,000 2． 自然環境の保全に関する事業
太田　康介 様 山口県 10,000 社会資本整備に関する事業
勝部　千明 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
澤田　淳一 様 東京都 40,000 2． 自然環境の保全に関する事業
宮田　樹 様 神奈川県 25,000 2． 自然環境の保全に関する事業

青野　佐希 様 東京都 10,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
森田　一尋 様 東京都 20,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
蕭　朝仁 様 東京都 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業

稲冨　隆司 様 埼玉県 20,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
是枝　良文 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
渡邉　友幸 様 愛媛県 9,000 教育振興に関する事業
芝原　靖二 様 大阪府 20,000 自然環境の保全に関する事業
芝原　靖二 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
大橋　忠佑 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業

田中　健一郎 様 東京都 30,000 目的達成のために町長が認める事業
黒沢　菜美 様 福島県 10,000 自然環境の保全に関する事業

マトン　クリストフ 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
安田　光 様 三重県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

竹村　正和 様 長野県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
花村　伊織 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業

匂坂　多恵子 様 東京都 90,000 自然環境の保全に関する事業
橋本　誠 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

真野　博之 様 千葉県 66,000 目的達成のために町長が認める事業
松井　佳子 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
蜷川　彰 様 東京都 30,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業

庭田　美雪 様 青森県 15,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業
師岡　宏充 様 東京都 35,000 2． 自然環境の保全に関する事業
鈴木　敦行 様 茨城県 10,000 自然環境の保全に関する事業
内山　彩佳 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
溝上　浩之 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
高須賀　淳 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
藤森　博子 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業
遠藤　早紀 様 愛知県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
関　伸彦 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業

川原田　将詞 様 大阪府 30,000 自然環境の保全に関する事業
小西　一徳 様 大阪府 9,000 保健・福祉及び医療に関する事業
山田　英貴 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
齋藤　和樹 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
河原　肇 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業

青木　伸浩 様 静岡県 66,000 保健・福祉及び医療に関する事業
藤本　伸一 様 大阪府 7,000 目的達成のために町長が認める事業
李　在庸 様 千葉県 100,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

三木　紀子 様 茨城県 100,000 自然環境の保全に関する事業
丸山　優治 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
黒崎　弥生 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
三橋　甚 様 群馬県 10,000 自然環境の保全に関する事業

有賀　もとみ 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
岩田　愛雄 様 東京都 100,000 保健・福祉及び医療に関する事業
村井　祐一 様 神奈川県 20,000 自然環境の保全に関する事業
中田　郁史 様 神奈川県 10,000 教育振興に関する事業
堀越　知美 様 群馬県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

末上　沙有里 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
笹本　浩太郎 様 福井県 50,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
堀越　聡一郎 様 埼玉県 14,000 7． 保健・福祉及び医療に関する事業
伊藤　英恵 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
我妻　将喜 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
尾関　聡 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業

阿久津　裕司 様 神奈川県 30,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
岡田　邦之 様 埼玉県 20,000 7． 保健・福祉及び医療に関する事業

小田原　桃加 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
岩波　一夫 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
片田　茂人 様 東京都 66,000 自然環境の保全に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
大塚　春彦 様 福岡県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
山本　滋也 様 和歌山県 10,000 教育振興に関する事業

伊藤　真利子 様 東京都 30,000 保健・福祉及び医療に関する事業
亀谷　美菜 様 東京都 300,000 保健・福祉及び医療に関する事業
石田　知史 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業
長谷川　真 様 山口県 10,000 自然環境の保全に関する事業
冨永　誠 様 埼玉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

小橋　智絵里 様 埼玉県 30,000 自然環境の保全に関する事業
難波　祐也 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
小倉　洋二 様 東京都 200,000 目的達成のために町長が認める事業
小林　希美 様 福岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
岡村　拓哉 様 群馬県 22,000 自然環境の保全に関する事業
金井　麻里 様 神奈川県 30,000 目的達成のために町長が認める事業
羽田　槙介 様 東京都 10,000 社会資本整備に関する事業
杉野　楓 様 東京都 6,000 自然環境の保全に関する事業

鶴谷　伸之介 様 和歌山県 100,000 教育振興に関する事業
田中　宏 様 京都府 9,000 自然環境の保全に関する事業

長谷部　あゆみ 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
林　圭子 様 京都府 10,000 教育振興に関する事業

福本　和彦 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
川上　愛 様 岡山県 10,000 教育振興に関する事業

冨樫　由希子 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
吉田　美穂子 様 福岡県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
片岡　未奈 様 岡山県 10,000 自然環境の保全に関する事業
植木　豊 様 新潟県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

瓢　裕一郎 様 兵庫県 10,000 教育振興に関する事業
一色　桃子 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
羽原　啓之 様 栃木県 40,000 目的達成のために町長が認める事業
岸田　一樹 様 東京都 11,000 自然環境の保全に関する事業
棚橋　隆幸 様 愛知県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
三政　優 様 神奈川県 200,000 自然環境の保全に関する事業
安永　匠 様 山口県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
黒須　駿 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業

丸山　隼人 様 千葉県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
佐々木　龍 様 神奈川県 10,000 教育振興に関する事業
小島　裕樹 様 愛知県 28,000 自然環境の保全に関する事業

早田　登喜大 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
加藤　健一 様 長野県 66,000 目的達成のために町長が認める事業
内海　由紀 様 宮城県 10,000 産業振興に関する事業

丸尾　久美香 様 兵庫県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
金井　麻里 様 神奈川県 30,000 目的達成のために町長が認める事業

真鍋　ひろみ 様 香川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
清水　浩子 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
竹舛　直久 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
菊地　幸子 様 岩手県 40,000 自然環境の保全に関する事業
小島　佑城 様 茨城県 20,000 自然環境の保全に関する事業
斧　剛聖 様 北海道 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業

折原　辰之 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
三國　裕介 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業

湯原　つよし 様 兵庫県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
川瀬　将男 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
島内　謙人 様 福岡県 10,000 産業振興に関する事業
柘植　徹 様 愛知県 15,000 3．教育振興に関する事業

倉持　和如 様 東京都 10,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
越　道弘 様 北海道 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業
高津　泉 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
廻矢　誠 様 愛知県 50,000 自然環境の保全に関する事業

小森　祐輔 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
早瀬　愛 様 岡山県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業

坂田　和広 様 神奈川県 40,000 自然環境の保全に関する事業
八百板　りえ 様 千葉県 40,000 目的達成のために町長が認める事業
田中　智子 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業

堀　尚 様 大阪府 60,000 目的達成のために町長が認める事業
黒田　久美子 様 大阪府 30,000 目的達成のために町長が認める事業
金井　啓介 様 埼玉県 11,000 社会資本整備に関する事業
坂本　風輝 様 大阪府 20,000 自然環境の保全に関する事業

黒田　久美子 様 大阪府 100,000 目的達成のために町長が認める事業
大島　百合子 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
迫田　和也 様 神奈川県 900,000 教育振興に関する事業
相澤　雅樹 様 北海道 200,000 2． 自然環境の保全に関する事業

鈴木　真由美 様 埼玉県 30,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
江崎　一利 様 岐阜県 10,000 産業振興に関する事業
濱田　大地 様 大阪府 10,000 産業振興に関する事業
濱田　大地 様 大阪府 14,000 産業振興に関する事業
前田　菜摘 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業
森山　梢 様 栃木県 10,000 自然環境の保全に関する事業

NGUYEN　THI HUYEN NHUNG 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
稲田　隆志 様 埼玉県 40,000 2． 自然環境の保全に関する事業
姉崎　恭子 様 北海道 40,000 2． 自然環境の保全に関する事業
千田　大樹 様 東京都 200,000 目的達成のために町長が認める事業
天川　哲雄 様 大阪府 40,000 目的達成のために町長が認める事業
松村　秀則 様 北海道 30,000 目的達成のために町長が認める事業
松田　光司 様 大阪府 17,000 2． 自然環境の保全に関する事業
長森　宏太 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
飯嶋　也人 様 東京都 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
河野　崇 様 千葉県 22,000 目的達成のために町長が認める事業

加藤　亨英 様 千葉県 10,000 6．保健・福祉及び医療に関する事業
小林　由樹 様 大阪府 10,000 教育振興に関する事業
新倉　健太 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
尾崎　啓太 様 千葉県 22,000 保健・福祉及び医療に関する事業
西尾　稲穂 様 福岡県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
中辻　睦 様 三重県 20,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業

阿部　雅彦 様 神奈川県 27,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
阿部　雅彦 様 神奈川県 27,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
中嶌　秀一 様 神奈川県 20,000 7． 保健・福祉及び医療に関する事業
松田　昌之 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
深澤　慎平 様 東京都 15,000 教育振興に関する事業
板橋　英作 様 宮城県 10,000 自然環境の保全に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
深川　夏子 様 東京都 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
前田　剛 様 神奈川県 20,000 自然環境の保全に関する事業

川村　衣歩希 様 新潟県 10,000 自然環境の保全に関する事業
土川　浩司 様 神奈川県 20,000 自然環境の保全に関する事業
釜崎　秀敏 様 神奈川県 17,000 2． 自然環境の保全に関する事業
磯貝　和史 様 愛知県 20,000 4． 教育振興に関する事業
高木　恭兵 様 埼玉県 100,000 自然環境の保全に関する事業

内田　健太郎 様 大阪府 10,000 産業振興に関する事業
阿部　和也 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
塚越　崇人 様 東京都 60,000 目的達成のために町長が認める事業
松本　隆児 様 北海道 67,000 5． 産業振興に関する事業
原田　貴博 様 千葉県 100,000 2． 自然環境の保全に関する事業
井手　博文 様 愛知県 30,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業

喜納　兼次郎 様 沖縄県 30,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
室屋　絹枝 様 東京都 19,000 2． 自然環境の保全に関する事業
尾柳　大樹 様 滋賀県 50,000 保健・福祉及び医療に関する事業
安倍　伸一 様 福岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
奥村　景子 様 京都府 10,000 目的達成のために町長が認める事業

津野田　隆正 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
由井　逸 様 東京都 35,000 目的達成のために町長が認める事業

八木　里美 様 福岡県 6,000 自然環境の保全に関する事業
堀山　麻美 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
村岡　沙恵 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
川崎　愛 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業

市川　弘樹 様 神奈川県 100,000 自然環境の保全に関する事業
岩田　愛雄 様 東京都 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
永吉　仁志 様 広島県 6,000 目的達成のために町長が認める事業
倉本　崇行 様 兵庫県 15,000 自然環境の保全に関する事業
杉村　岳 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業

田中　陽子 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
津久井　功夫 様 千葉県 35,000 自然環境の保全に関する事業
福井　信也 様 山口県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
坊　実莉 様 東京都 10,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業

宮嵜　安晃 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業
水川　政幸 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
堀田　諭 様 愛知県 8,000 産業振興に関する事業

石川　博之 様 北海道 10,000 産業振興に関する事業
福田　真紀子 様 静岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
石川　博之 様 北海道 10,000 自然環境の保全に関する事業

伊奈　麻衣子 様 静岡県 10,000 教育振興に関する事業
鈴木　幸路 様 神奈川県 14,000 自然環境の保全に関する事業
岡山　久敏 様 京都府 10,000 自然環境の保全に関する事業
木下　裕弘 様 東京都 10,000 産業振興に関する事業
橋本　孝士 様 静岡県 10,000 教育振興に関する事業
蔭山　歩美 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
清水　奈々 様 富山県 10,000 教育振興に関する事業
八窪　彩乃 様 長崎県 15,000 自然環境の保全に関する事業
廣瀬　歩 様 福井県 6,000 保健・福祉及び医療に関する事業

平田　洋崇 様 埼玉県 9,000 自然環境の保全に関する事業
松尾　飛俊 様 栃木県 15,000 自然環境の保全に関する事業

上農　麻衣子 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
小松　礼佳 様 長崎県 10,000 自然環境の保全に関する事業
中井　俊貴 様 愛知県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
小瀧　勲 様 北海道 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業

対馬　健司 様 埼玉県 1,000,000 自然環境の保全に関する事業
小松　唯 様 神奈川県 10,000 教育振興に関する事業

長野　ゆかり 様 新潟県 10,000 自然環境の保全に関する事業
北野　智士 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
宮良　長奉 様 沖縄県 6,000 2． 自然環境の保全に関する事業
深澤　基児 様 神奈川県 50,000 産業振興に関する事業
平林　正基 様 東京都 300,000 2． 自然環境の保全に関する事業

石井　恵美子 様 広島県 12,000 目的達成のために町長が認める事業
Abe　Kensuke 様 神奈川県 100,000 教育振興に関する事業
河野　はるか 様 沖縄県 22,000 目的達成のために町長が認める事業
江藤　道弘 様 福岡県 40,000 目的達成のために町長が認める事業
江藤　道弘 様 福岡県 60,000 目的達成のために町長が認める事業
伊禮　孝子 様 沖縄県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
菊地　尚久 様 東京都 300,000 保健・福祉及び医療に関する事業
岩城　智波 様 滋賀県 20,000 自然環境の保全に関する事業
川本　花歩 様 滋賀県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
鎗山　洋美 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
林　清香 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業

中村　真琴 様 東京都 22,000 自然環境の保全に関する事業
今井　浩 様 東京都 30,000 5． 産業振興に関する事業

竹舛　綾子 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
葛西　紀人 様 北海道 11,000 自然環境の保全に関する事業
堤　莉恵 様 大阪府 11,000 自然環境の保全に関する事業

吉原　幸弘 様 東京都 19,000 自然環境の保全に関する事業
丹原　寛子 様 岡山県 20,000 自然環境の保全に関する事業
森重　陽介 様 神奈川県 10,000 社会資本整備に関する事業

亀卦川　元史 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
小野　直宏 様 大阪府 6,000 自然環境の保全に関する事業
北川　弘幸 様 千葉県 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業
鳥井　美穂 様 静岡県 17,000 1．自然環境の保全に関する事業
石田　優太 様 兵庫県 19,000 目的達成のために町長が認める事業
石田　優太 様 兵庫県 16,000 目的達成のために町長が認める事業
関本　利洋 様 神奈川県 500,000 産業振興に関する事業

倉田　美由希 様 兵庫県 6,000 1．自然環境の保全に関する事業
小林　泰貴 様 島根県 10,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業
山下　愛 様 神奈川県 11,000 自然環境の保全に関する事業

村上　広輝 様 北海道 5,000 3．教育振興に関する事業
武田　朋美 様 石川県 40,000 自然環境の保全に関する事業
武田　朋美 様 石川県 20,000 自然環境の保全に関する事業
大河内　薫 様 東京都 6,000 教育振興に関する事業
相田　嘉方 様 神奈川県 22,000 自然環境の保全に関する事業
木下　正治 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
佐々木　周 様 東京都 1,200,000 自然環境の保全に関する事業
土田　清美 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
土田　貴彦 様 千葉県 30,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
佐藤　洋介 様 愛知県 300,000 目的達成のために町長が認める事業
樋野　温己 様 東京都 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
稲本　雄也 様 静岡県 8,000 自然環境の保全に関する事業
山田　将大 様 神奈川県 11,000 自然環境の保全に関する事業
河原　久志 様 東京都 6,000 目的達成のために町長が認める事業
赤司　明徳 様 佐賀県 500,000 自然環境の保全に関する事業
宮崎　好基 様 埼玉県 6,000 教育振興に関する事業

丸屋　けいたろう歯科クリニック 様 長崎県 500,000 保健・福祉及び医療に関する事業
石塚　信一 様 埼玉県 19,000 目的達成のために町長が認める事業
土井　昌幸 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
福田　浩史 様 愛知県 200,000 自然環境の保全に関する事業
松島　弘貴 様 和歌山県 5,000 教育振興に関する事業
池田　和人 様 富山県 8,000 保健・福祉及び医療に関する事業

菊地　令比等 様 愛知県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
菊地　一成 様 愛知県 10,000 産業振興に関する事業
三宅　悠 様 愛知県 200,000 目的達成のために町長が認める事業

兼重　勇希 様 東京都 19,000 自然環境の保全に関する事業
西林　長太郎 様 東京都 200,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
山口　隆康 様 京都府 10,000 自然環境の保全に関する事業
日浦　諒大 様 東京都 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業

菊地　令比等 様 愛知県 300,000 目的達成のために町長が認める事業
片桐　億人 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
岩尾　充 様 大阪府 6,000 社会資本整備に関する事業
原　正樹 様 東京都 20,000 目的達成のために町長が認める事業

松岡　海月 様 千葉県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
土屋　峻 様 茨城県 10,000 産業振興に関する事業

秋本　将弘 様 愛知県 100,000 自然環境の保全に関する事業
Wu　Michael 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
柳瀬　達夫 様 東京都 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
南　健太郎 様 宮城県 100,000 2． 自然環境の保全に関する事業
平塚　優 様 東京都 19,000 保健・福祉及び医療に関する事業

神高　康弘 様 大阪府 100,000 教育振興に関する事業
石塚　信一 様 埼玉県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
前田　恵実 様 京都府 6,000 自然環境の保全に関する事業
石山　和志 様 宮城県 10,000 教育振興に関する事業
藍葉　樹里 様 神奈川県 6,000 自然環境の保全に関する事業
田嶋　久士 様 東京都 11,000 産業振興に関する事業
仲川　晃平 様 静岡県 16,000 自然環境の保全に関する事業
加藤　美雪 様 静岡県 8,000 1．自然環境の保全に関する事業
和智　英人 様 東京都 39,000 自然環境の保全に関する事業
住吉　廉 様 兵庫県 6,000 自然環境の保全に関する事業

西里　美穂 様 東京都 19,000 産業振興に関する事業
由川　裕康 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
徳永　光則 様 石川県 100,000 1．自然環境の保全に関する事業
稲場　理恵 様 東京都 20,000 5． 産業振興に関する事業
水野　達人 様 東京都 100,000 教育振興に関する事業
小林　史生 様 東京都 16,000 教育振興に関する事業
西尾　健一 様 大阪府 500,000 自然環境の保全に関する事業

高木　謙太郎 様 東京都 200,000 自然環境の保全に関する事業
東　朋子 様 大阪府 19,000 目的達成のために町長が認める事業

Treacher　Antony 様 東京都 20,000 目的達成のために町長が認める事業
軽部　重信 様 東京都 27,000 保健・福祉及び医療に関する事業
斉藤　真司 様 東京都 100,000 産業振興に関する事業
大塚　友彦 様 東京都 19,000 自然環境の保全に関する事業

川原　ますみ 様 千葉県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
小島　康平 様 東京都 30,000 5． 産業振興に関する事業
栗田　洋和 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業

平本　圭一郎 様 宮城県 46,000 教育振興に関する事業
鈴木　健之 様 東京都 16,000 自然環境の保全に関する事業
伊藤　友美 様 埼玉県 20,000 自然環境の保全に関する事業

鈴木　富美子 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業
江頭　京子 様 神奈川県 20,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業

喜舎場　朝雄 様 沖縄県 15,000 目的達成のために町長が認める事業
嶺川　武司 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
椚原　隆氏 様 三重県 20,000 4． 教育振興に関する事業
藤井　央法 様 山口県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
河原　理恵 様 東京都 15,000 保健・福祉及び医療に関する事業
中原　邦彦 様 千葉県 10,000 教育振興に関する事業

持留　宗一郎 様 東京都 25,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
藤次　保憲 様 兵庫県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
寺島　康弘 様 東京都 10,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
井上　順平 様 愛知県 30,000 自然環境の保全に関する事業
馬立　明宣 様 千葉県 15,000 1．自然環境の保全に関する事業
仮元　幹雄 様 滋賀県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
渡邊　圭祐 様 福岡県 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
福田　真人 様 岐阜県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
青柳　貴則 様 鹿児島県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
岡村　英哲 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 15,000 教育振興に関する事業
磯部　宏美 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
藤中　美咲 様 福岡県 20,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
大休　英美 様 三重県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業
根本　和憲 様 長崎県 30,000 目的達成のために町長が認める事業
相澤　俊江 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
岩下　恭平 様 北海道 7,000 2． 自然環境の保全に関する事業
福嶋　宏隆 様 大阪府 20,000 目的達成のために町長が認める事業
藤田　直昭 様 神奈川県 12,000 自然環境の保全に関する事業

武内　みのり 様 北海道 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
田邉　晃 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

迫田　恵子 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
秦　晃子 様 青森県 12,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業

中山　真理 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
高崎　健治 様 岩手県 400,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
浅井　卓也 様 大阪府 20,000 目的達成のために町長が認める事業
吉井　有花 様 栃木県 10,000 自然環境の保全に関する事業
難波　一郎 様 岡山県 7,000 目的達成のために町長が認める事業
左川　友美 様 兵庫県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
竹中　謙太 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
田中　政史 様 北海道 10,000 自然環境の保全に関する事業



名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
奥野　絵美 様 埼玉県 12,000 自然環境の保全に関する事業
鏑木　儀郎 様 東京都 14,000 2． 自然環境の保全に関する事業
横岡　孝行 様 千葉県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
森　奈保子 様 愛知県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
二田　武憲 様 沖縄県 10,000 自然環境の保全に関する事業
藤原　勇樹 様 東京都 20,000 教育振興に関する事業
小林　昌彦 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
平田　拓也 様 京都府 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
久野　有香 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
小泉　一人 様 奈良県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
新田　温子 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
新井　哲弘 様 群馬県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
戸川　大輔 様 埼玉県 25,000 3． 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
木村　光男 様 千葉県 30,000 2． 自然環境の保全に関する事業
鎌田　創 様 千葉県 14,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業

坂口　裕章 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業
吉村　希代子 様 大阪府 20,000 5． 産業振興に関する事業

北　訓美 様 大阪府 12,000 1．自然環境の保全に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 15,000 自然環境の保全に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 50,000 自然環境の保全に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 15,000 自然環境の保全に関する事業
須田　勝秀 様 群馬県 20,000 自然環境の保全に関する事業
福島　敦史 様 埼玉県 10,000 3．教育振興に関する事業
林　義典 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業

玉川　美知代 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
中島　甲葵 様 愛知県 11,000 自然環境の保全に関する事業
細川　仁実 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業

竹本　沙百合 様 岡山県 30,000 自然環境の保全に関する事業
小林　いづみ 様 山梨県 10,000 産業振興に関する事業
太田　成将 様 岐阜県 10,000 教育振興に関する事業
森　修平 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業

田代　一陽 様 静岡県 17,000 保健・福祉及び医療に関する事業
三井　智子 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
森廣　智之 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
芳村　元悟 様 北海道 22,000 1．自然環境の保全に関する事業
榑林　尚美 様 静岡県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
陳　映珍 様 福岡県 19,000 2． 自然環境の保全に関する事業

熊田　明広 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
西村　正彦 様 埼玉県 30,000 7． 保健・福祉及び医療に関する事業
岩松　綾佳 様 長野県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
三枝　春佳 様 神奈川県 20,000 自然環境の保全に関する事業

服部　亜紀子 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
有賀　博 様 神奈川県 50,000 自然環境の保全に関する事業
東　直樹 様 東京都 25,000 目的達成のために町長が認める事業
西村　諒 様 宮城県 10,000 自然環境の保全に関する事業

新井　雄貴 様 長野県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
上田　祐亮 様 大阪府 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
天野　沙耶 様 東京都 8,000 自然環境の保全に関する事業

山田　みどり 様 兵庫県 12,000 自然環境の保全に関する事業
高山　秀夫 様 北海道 20,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
藤崎　有香 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
周藤　弘光 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
野口　清文 様 山梨県 10,000 自然環境の保全に関する事業
白川　竜平 様 兵庫県 12,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
南東　勝美 様 福井県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
山田　来夢 様 東京都 39,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
西袋　大將 様 神奈川県 17,000 自然環境の保全に関する事業

柴田　幸一郎 様 愛知県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
軽部　重信 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業

長井　健太郎 様 福岡県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
藤枝　恵理 様 東京都 26,000 1．自然環境の保全に関する事業
日水　貴宏 様 北海道 30,000 自然環境の保全に関する事業
山内　崇史 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業

伊代住　浩幸 様 静岡県 10,000 教育振興に関する事業
本荘　泰介 様 千葉県 9,000 目的達成のために町長が認める事業
杉山　詩織 様 埼玉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
吉永　竜一 様 大阪府 8,000 自然環境の保全に関する事業

山口　健太郎 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
山口　健太郎 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
能登　喜信 様 愛知県 10,000 4．産業振興に関する事業
藤　農隆 様 石川県 12,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業

鷹取　真希子 様 大阪府 20,000 2． 自然環境の保全に関する事業
上原　英二 様 徳島県 14,000 5． 産業振興に関する事業
花谷　遥 様 神奈川県 10,000 2． 自然環境の保全に関する事業

伊藤　暁彦 様 神奈川県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
加藤　政彦 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
木下　泰男 様 京都府 8,000 自然環境の保全に関する事業

小林　美登里 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
澤田　治 様 愛知県 10,000 自然環境の保全に関する事業
森　修平 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業

小林　英二 様 東京都 17,000 自然環境の保全に関する事業
木村　記子 様 大阪府 20,000 保健・福祉及び医療に関する事業

鍋澤　克已千 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業
種畑　昌明 様 北海道 5,000 保健・福祉及び医療に関する事業
牧尾　将幹 様 埼玉県 18,000 目的達成のために町長が認める事業
今田　薫郎 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
福島　尚晃 様 東京都 30,000 自然環境の保全に関する事業
小川　政行 様 埼玉県 23,000 1． 目的達成のために町長が必要と認める事業
黒祖　栄治 様 神奈川県 8,000 目的達成のために町長が認める事業
古賀　孝司 様 福岡県 15,000 自然環境の保全に関する事業
中嶋　信容 様 東京都 8,000 目的達成のために町長が認める事業
乾　しのぶ 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
川俣　幸夫 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業


