
平成 28年度寄附状況 

 

寄附件数 寄附金額 

656件 50,710,000円 

 

（平成 28年 4月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

公表を希望しない（2件） 100,000円  

 

（平成 28年 5月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

公表を希望しない（4件） 170,000円  

 

（平成 28年 6月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

公表を希望しない（12件） 720,000円  

 

（平成 28年 7月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

本 滋長 様 50,000円 京都府 

公表を希望しない（8件） 560,000円  

 

（平成 28年 8月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

公表を希望しない（5件） 400,000円  

 

（平成 28年 9月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

河合 泰典 様 50,000円 愛知県 

村田 憲一 様 50,000円 山梨県 

公表を希望しない（19件） 980,000円  

 



（平成 28年 10月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

島谷 昌孝 様 200,000円 大阪府 

眞鍋 泰明 様 50,000円 神奈川県 

樫葉 智晴 様 200,000円 大阪府 

坂本 健二 様 50,000円 山口県 

樋口 香 様 100,000円 大阪府 

川中 勲 様 100,000円 徳島県 

仲田 兼司 様 50,000円 岐阜県 

松岡 宏明 様 200,000円 神奈川県 

松尾 康人 様 50,000円 滋賀県 

戸坂 純一 様 50,000円 東京都 

塩盛 輝夫 様 50,000円 福岡県 

小林 孝光 様 50,000円 大阪府 

公表を希望しない（65件） 4,890,000円  

 

（平成 28年 11月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

野口 富雄 様 50,000円 埼玉県 

中島 文太 様 200,000円 岐阜県 

城谷 要 様 50,000円 東京都 

古岡 弘好 様 50,000円 埼玉県 

河村 浩明 様 10,000円 大阪府 

宮内 茂 様 50,000円 東京都 

河合 厚至 様 50,000円 愛知県 

松葉 岳哉 様 50,000円 東京都 

松岡 敏行 様 100,000円 大阪府 

林 清士 様 200,000円 滋賀県 

公表を希望しない（123件） 10,780,000円  

 

 

 

 

 



（平成 28年 12月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

莊 茂登彦 様 100,000円 東京都 

莊 昌美 様 100,000円 東京都 

莊 紘之 様 100,000円 東京都 

小田中 順 様 100,000円 東京都 

古川 明 様 50,000円 東京都 

山下 耕治 様 50,000円 東京都 

杉岡 慎一 様 50,000円 神奈川県 

森野 美和子 様 100,000円 東京都 

近田 幸典 様 50,000円 岡山県 

米 韓 様 50,000円 東京都 

伊藤 致 様 10,000円 栃木県 

前島 秀昭 様 50,000円 東京都 

近藤 誠 様 50,000円 宮城県 

吉田 秀樹 様 50,000円 大阪府 

青山 直樹 様 50,000円 京都府 

中村 澄子 様 50,000円 東京都 

田中 正志 様 50,000円 神奈川県 

横山 昌幸 様 50,000円 福岡県 

水崎 充 様 100,000円 静岡県 

緒方 薫平 様 50,000円 東京都 

中谷 繁実 様 50,000円 大阪府 

高木 俊克 様 50,000円 愛知県 

内山 侑紀 様 50,000円 兵庫県 

谷井 等 様 50,000円 大阪府 

川浪 宏之 様 200,000円 東京都 

石田 悠 様 50,000円 埼玉県 

奥村 浩幸 様 50,000円 大阪府 

鈴木 尚樹 様 50,000円 東京都 

中川 栄二 様 50,000円 東京都 

植村 明弘 様 50,000円 東京都 

宮里 裕典 様 50,000円 大阪府 

公表を希望しない（300件） 21,230,000円  

 



（平成 29年 1月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

金沢 信求 様 200,000円 大阪府 

竹中 徹 様 50,000円 埼玉県 

公表を希望しない（18件） 1,410,000円  

 

（平成 29年 2月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

松本 義幸 様 100,000円 愛知県 

後藤 浩 様 50,000円 岐阜県 

大庭 政博 様 200,000円 東京都 

渡辺 喜宗 様 100,000円 神奈川県 

公表を希望しない（7件） 700,000円  

 

（平成 29年 3月） 

寄附者氏名等 寄附金額 
住所地 

（都道府県） 

公表を希望しない（31件） 4,000,000円  

 

 

※ふるさと応援寄附の指定事業のなかで、「市長が必要と認める事業」から当基金へ充当さ

せていただいた方を含みます。 

 

 


