
●竹富町ふるさと応援寄附金ご芳志名簿一覧（令和2年度）

名前 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
西部　広太郎 様 千葉県 500,000 自然環境の保全に関する事業

山下　藍 様 神奈川県 10,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
舟橋　浩哉 様 京都府 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
北林　愛里 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業

大内　健太郎 様 千葉県 30,000 産業振興に関する事業
松浦　晃宙 様 東京都 6,000 目的達成のために町長が認める事業
仲谷　誠 様 静岡県 9,000 1．自然環境の保全に関する事業

玉村　啓介 様 埼玉県 50,000 自然環境の保全に関する事業
石田　凌脩 様 東京都 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
竹田　渓輔 様 東京都 300,000 目的達成のために町長が認める事業
高杉　知代 様 埼玉県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業

柴田　ひろみ 様 東京都 16,000 目的達成のために町長が認める事業
小西　ひとみ 様 東京都 7,000 自然環境の保全に関する事業
新井　直希 様 東京都 100,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
森　雄一郎 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
佐藤　一友 様 千葉県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
川口　高穂 様 東京都 40,000 4．産業振興に関する事業
宮澤　昭彦 様 長野県 18,000 1．自然環境の保全に関する事業
長村　佳幸 様 東京都 100,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
清水　英恵 様 埼玉県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
大塚　雄大 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
黒谷　洋文 様 東京都 100,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

木村　祐太朗 様 宮城県 100,000 産業振興に関する事業
野木　由美子 様 東京都 20,000 教育振興に関する事業
竹内　咲耶 様 東京都 17,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
久保　圭太 様 京都府 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
茶谷　修 様 東京都 300,000 目的達成のために町長が認める事業

池尻　和広 様 山口県 10,000 自然環境の保全に関する事業
北倉　慎也 様 岐阜県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
有波　健介 様 埼玉県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
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
上田　順之 様 東京都 500,000 1．自然環境の保全に関する事業
荒金　高正 様 京都府 10,000 3．教育振興に関する事業
岡村　英哲 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
中村　清男 様 東京都 5,000 自然環境の保全に関する事業
佐野　大介 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
菊地　史男 様 埼玉県 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
浦上　恭英 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業

山川　宗一郎 様 沖縄県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
吉川　雅紀 様 京都府 8,000 目的達成のために町長が認める事業

エバンズ　亜莉沙 様 埼玉県 20,000 自然環境の保全に関する事業
河合　方葉 様 兵庫県 20,000 教育振興に関する事業
渡辺　健志 様 栃木県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
本間　学 様 千葉県 17,000 自然環境の保全に関する事業
杵渕　稔 様 宮城県 24,000 自然環境の保全に関する事業

飯田　有希 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
木村　小夜 様 東京都 10,000 目的達成のために町長が認める事業
新井　貴 様 東京都 30,000 自然環境の保全に関する事業

佐藤　雅彦 様 神奈川県 40,000 1．自然環境の保全に関する事業
松田　賢治 様 埼玉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
稲葉　道子 様 大阪府 10,000 目的達成のために町長が認める事業

ニッケル　フランク 様 東京都 10,000 教育振興に関する事業
清水　敬子 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
武田　知子 様 福岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
福里　理沙 様 沖縄県 9,000 目的達成のために町長が認める事業
松永　基希 様 京都府 5,000 目的達成のために町長が認める事業
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
増子　邦夫 様 宮城県 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
田中　誠 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

深澤　洋子 様 東京都 20,000 保健・福祉及び医療に関する事業
マリア　マトン 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業

吉岡　和博 様 大阪府 24,000 目的達成のために町長が認める事業
吉岡　和博 様 大阪府 6,000 目的達成のために町長が認める事業

澤木　巳登里 様 東京都 16,000 自然環境の保全に関する事業
片股　勇人 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

鐘ヶ江　公平 様 福岡県 10,000 自然環境の保全に関する事業
矢野　真友美 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
秋山　由紀子 様 埼玉県 5,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
下井　健弘 様 東京都 60,000 自然環境の保全に関する事業
戸塚　亘 様 東京都 100,000 産業振興に関する事業

飯田　由佳子 様 愛知県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
永尾　有紀 様 福岡県 20,000 自然環境の保全に関する事業
有村　遊馬 様 神奈川県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
加藤　高史 様 広島県 8,000 自然環境の保全に関する事業
森澤　有人 様 東京都 33,000 自然環境の保全に関する事業
田中　幸子 様 東京都 20,000 目的達成のために町長が認める事業

延堂　麻理子 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
柴田　知恵子 様 東京都 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
樋口　和彦 様 東京都 300,000 目的達成のために町長が認める事業



今岡　雅依子 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
堀澤　隆典 様 三重県 20,000 3．教育振興に関する事業
白木　政憲 様 滋賀県 10,000 自然環境の保全に関する事業
小川　晋吾 様 埼玉県 30,000 自然環境の保全に関する事業
根本　農 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
大手　寛 様 静岡県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業

和智　英人 様 東京都 84,000 自然環境の保全に関する事業
樫内　拓哉 様 奈良県 6,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
田中　宗彦 様 兵庫県 600,000 1．自然環境の保全に関する事業
永田　義典 様 東京都 20,000 目的達成のために町長が認める事業

佐藤　可奈子 様 愛知県 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
厚木　清人 様 東京都 20,000 目的達成のために町長が認める事業
玉野　和規 様 大阪府 30,000 自然環境の保全に関する事業

與猶　くるみ 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
桶谷　満 様 千葉県 50,000 教育振興に関する事業

尾柳　大樹 様 滋賀県 60,000 目的達成のために町長が認める事業
河野　英治 様 奈良県 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
林原　昌史 様 大阪府 9,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
松本　大輔 様 埼玉県 50,000 自然環境の保全に関する事業
古城　和寿 様 千葉県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
石田　精司 様 神奈川県 9,000 1．自然環境の保全に関する事業

小浦　むつみ 様 石川県 20,000 自然環境の保全に関する事業
間庭　浩司 様 京都府 27,000 目的達成のために町長が認める事業
二宮　浩彰 様 愛知県 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
山本　有希 様 兵庫県 14,000 自然環境の保全に関する事業
竹田　典史 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
古川　拓磨 様 京都府 10,000 自然環境の保全に関する事業
遠藤　敦子 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
石原　理絵 様 兵庫県 10,000 自然環境の保全に関する事業
緒方　晴美 様 福島県 50,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
落合　麻紀 様 神奈川県 9,000 保健・福祉及び医療に関する事業
佐野　葵 様 埼玉県 15,000 保健・福祉及び医療に関する事業
佐藤　仁 様 埼玉県 10,000 自然環境の保全に関する事業

鈴木　ひとみ 様 神奈川県 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
諸石　直樹 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
鈴木　幸路 様 神奈川県 30,000 自然環境の保全に関する事業
金井　寿喜 様 山口県 9,000 産業振興に関する事業
小澤　直道 様 群馬県 30,000 1．自然環境の保全に関する事業
原　みどり 様 徳島県 16,000 自然環境の保全に関する事業
山本　渉 様 愛知県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

泉本　憲吾 様 東京都 5,000 1．自然環境の保全に関する事業
野口　大介 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
神谷　陽子 様 神奈川県 6,000 自然環境の保全に関する事業
藤田　勇樹 様 北海道 8,000 保健・福祉及び医療に関する事業
鷹巣　順治 様 千葉県 180,000 5．社会資本整備に関する事業
鴇田　浩行 様 神奈川県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
樋浦　貴裕 様 新潟県 6,000 教育振興に関する事業
中野間　紘 様 神奈川県 8,000 目的達成のために町長が認める事業
山崎　恵 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業

金井　麻里 様 神奈川県 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 10,000 目的達成のために町長が認める事業
中村　恵之 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
田中　裕也 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
岡部　正美 様 福岡県 6,000 目的達成のために町長が認める事業

服部　亜紀子 様 愛知県 5,000 目的達成のために町長が認める事業
酒匂　由喜 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
坂田　幸子 様 神奈川県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
尾松　寿一 様 京都府 10,000 自然環境の保全に関する事業
上田　和眞 様 京都府 5,000 教育振興に関する事業

大舘　江利子 様 神奈川県 50,000 1．自然環境の保全に関する事業
藤枝　雅昌 様 埼玉県 40,000 自然環境の保全に関する事業
中井　雄基 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
高橋　麻衣 様 千葉県 20,000 産業振興に関する事業
藤本　健一 様 愛知県 84,000 自然環境の保全に関する事業

大庭　豊巳次 様 千葉県 10,000 自然環境の保全に関する事業
丸山　隼人 様 千葉県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
菊地　幸子 様 岩手県 33,000 自然環境の保全に関する事業
町田　淳 様 兵庫県 12,000 教育振興に関する事業

亀卦川　元史 様 東京都 200,000 目的達成のために町長が認める事業
山城　陽一 様 沖縄県 46,000 3．教育振興に関する事業

霞　茜 様 千葉県 6,000 教育振興に関する事業
小林　美紗 様 新潟県 6,000 自然環境の保全に関する事業

吉田　真優子 様 大阪府 10,000 自然環境の保全に関する事業
直野　美奈 様 東京都 100,000 目的達成のために町長が認める事業
沼田　千紘 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

馬場　雄一郎 様 東京都 19,000 目的達成のために町長が認める事業
福田　将之 様 東京都 100,000 自然環境の保全に関する事業
浦添　爲尚 様 沖縄県 50,000 歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
木下　正美 様 奈良県 10,000 自然環境の保全に関する事業

加藤　ゆかり 様 北海道 10,000 目的達成のために町長が認める事業
眞下　寛之 様 愛知県 6,000 目的達成のために町長が認める事業

蜷川　新治郎 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業



鈴木　幸路 様 神奈川県 22,000 自然環境の保全に関する事業
WRIGHT　DUNCANGREGORY 様 東京都 30,000 自然環境の保全に関する事業

出口　敬子 様 埼玉県 100,000 目的達成のために町長が認める事業
大森　健司 様 神奈川県 12,000 目的達成のために町長が認める事業
塩足　隆彦 様 広島県 12,000 目的達成のために町長が認める事業
今田　賢志 様 東京都 30,000 目的達成のために町長が認める事業
古賀　晶 様 福岡県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

小林　美紗 様 新潟県 8,000 自然環境の保全に関する事業
佐藤　恵理子 様 東京都 22,000 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
村松　秀彦 様 静岡県 10,000 目的達成のために町長が認める事業
髙木　聡吾 様 東京都 5,000 教育振興に関する事業
山本　健太 様 滋賀県 17,000 自然環境の保全に関する事業

酒井　裕一朗 様 静岡県 8,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
南雲　俊通 様 東京都 100,000 1．自然環境の保全に関する事業
後藤　幸一 様 愛知県 60,000 自然環境の保全に関する事業
山田　典博 様 栃木県 8,000 歴史文化等の保全活用に関する事業

株式会社　三矢コンサルタント 様 沖縄県 50,000 その他目的達成のために町長が必要と認める事業
設楽　雅人 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
河合　亨 様 新潟県 24,000 保健・福祉及び医療に関する事業

古川　阿紀子 様 大阪府 11,000 目的達成のために町長が認める事業
榎本　雅夫 様 兵庫県 6,000 目的達成のために町長が認める事業

高橋　祐太郎 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
平塚　優 様 東京都 10,000 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
廣内　昌隆 様 兵庫県 20,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
山下　達也 様 東京都 6,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
東　朋子 様 大阪府 13,000 保健・福祉及び医療に関する事業

池田　彩乃 様 大阪府 20,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
藤谷　和樹 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
北村　和典 様 青森県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
島村　拓 様 埼玉県 8,000 目的達成のために町長が認める事業

後藤　亜由美 様 京都府 10,000 自然環境の保全に関する事業
渡辺　真貴子 様 愛知県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
川口　夏実 様 大阪府 20,000 自然環境の保全に関する事業
石井　杏樹 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
谷川　和美 様 滋賀県 8,000 1．自然環境の保全に関する事業
相田　嘉方 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
森　千紘 様 愛知県 6,000 保健・福祉及び医療に関する事業

藤渡　孝幸 様 北海道 10,000 3．教育振興に関する事業
銘苅　栄治 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

拓土探査エンジニア(株)　(代)銘苅　栄治 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
又木　隆 様 千葉県 50,000 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　隆盛コンサルタント 様 沖縄県 70,000 その他目的達成のために町長が必要と認める事業
住吉　良昭 様 兵庫県 8,000 目的達成のために町長が認める事業
設楽　雅人 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
山下　達也 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
津島　英知 様 埼玉県 19,000 保健・福祉及び医療に関する事業
川﨑　真治 様 香川県 19,000 自然環境の保全に関する事業
宮本　修 様 広島県 10,000 その他目的達成のために町長が必要と認める事業

前田　啓次 様 広島県 19,000 目的達成のために町長が認める事業
菱刈　英雄 様 東京都 20,000 1．自然環境の保全に関する事業

Ludwig　Thomas Roy 様 東京都 30,000 産業振興に関する事業
大野　博貴 様 静岡県 15,000 保健・福祉及び医療に関する事業
岡田　遥平 様 茨城県 14,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
小林　昌彦 様 東京都 10,000 歴史文化等の保全活用に関する事業
広瀬  宣之 様 愛知県 20,000 教育振興に関する事業
小泉　一人 様 奈良県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
森　英輝 様 沖縄県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

齋藤　文子 様 福島県 20,000 目的達成のために町長が認める事業
高儀　良一 様 東京都 30,000 自然環境の保全に関する事業
三好　直美 様 神奈川県 10,000 自然環境の保全に関する事業
上原　篤泰 様 東京都 10,000 3．教育振興に関する事業
尾崎　涼子 様 愛知県 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
小杉　静 様 神奈川県 10,000 目的達成のために町長が認める事業

福島　尚晃 様 東京都 20,000 自然環境の保全に関する事業
新川　多賀子 様 神奈川県 20,000 自然環境の保全に関する事業
中島　智軌 様 愛知県 10,000 保健・福祉及び医療に関する事業
尾見　淳子 様 東京都 10,000 自然環境の保全に関する事業
近藤　宗孝 様 兵庫県 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
岩佐　賢二 様 埼玉県 10,000 6．保健・福祉及び医療に関する事業
森田　進一 様 東京都 30,000 4．産業振興に関する事業
松原　正武 様 兵庫県 10,000 産業振興に関する事業(※日本の領土保全のために活用して下さい)
藤枝　恵理 様 東京都 22,000 1．自然環境の保全に関する事業

有限会社　大三電設 様 沖縄県 100,000  保健・社会福祉及び医療に関する事業
河村　遼平 様 神奈川県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
溝口　建 様 神奈川県 60,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業

岡野　祐介 様 東京都 17,000 1．自然環境の保全に関する事業
志村　憂子 様 大阪府 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
上原　篤泰 様 東京都 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
古城　和寿 様 千葉県 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
古城　和寿 様 千葉県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業



立原　弘貴 様 茨城県 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
石井　知佳 様 山梨県 10,000 1．自然環境の保全に関する事業
高橋　実里 様 東京都 20,000 1．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
川島　敦 様 山形県 10,000 2．歴史的・文化的遺産等の保全・活用に関する事業
石田　誠 様 大阪府 5,000 1．自然環境の保全に関する事業

佐藤　康綺 様 愛知県 30,000 1．自然環境の保全に関する事業
松下　仁 様 京都府 20,000 1．自然環境の保全に関する事業
石渡  博 様 神奈川県 60,000 教育振興に関する事業

中村　友紀 様 愛知県 8,000 7．その他目的達成のために町長が必要と認める事業
宮城　政代 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
中居 伸自 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

小林　直人 様 東京都 10,000 3．教育振興に関する事業
出浦　保男 様 沖縄県 50,000 その他目的達成のために町長が必要と認める事業
土井　昌幸 様 大阪府 12,000 1．自然環境の保全に関する事業

芝花　久美子 様 神奈川県 5,000 1．自然環境の保全に関する事業
金戸 聡 様 愛知県 14,000 1．自然環境の保全に関する事業


