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「ふるさと・るもい」の応援団の皆さまへ  

 

 「ふるさと・るもい」を愛する応援団の皆さまにおかれましては、ますますご

清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この度は、「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附にご寄附を賜り、また、

日頃より当市のまちづくりに格別のご支援、ご協力を賜り、心より厚くお礼申し

上げます。 

 この制度は、永遠に持続できるふるさとの海、山、健康づくりを進め、誇りを

持って未来を担う子どもたちに引き継ぐまちづくりを進めることを目的に平成

２０年９月に導入いたしました。 

 私たちのまち「留萌市」は、北海道の北西、日本海オロロンラインの中継地点

に位置し、西は日本海、南北には暑寒別天売焼尻国定公園が連なる豊かな自然に

囲まれたまちです。 

 留萌市はニシンとともに発展し、塩かずの子の加工生産量日本一を誇る「かず

の子のまち」であるとともに、海と山の新鮮な旬の幸が集まり、ヒラメ・タコ・

ウニなどの海産物、良質な留萌産米を中心とした農産物など四季折々の食彩が

豊富です。これらの地域資源を守り発展させ、未来に引き継ぐためには、萌える

若者たちのがんばりと留萌市に想いを寄せてくださる皆さまの応援が必要であ

ります。 

 チャレンジする若者たち、ふるさと・るもいの応援団とともに、明るい未来を

目指して、新しい取り組みに挑戦しながら、まちづくりを進めてまいりますので、

今後とも皆さまの温かいご支援・ご協力をお願いします。 
 

 

 

 

 

令和３年６月        

留萌市長         
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１ 寄附の概要  

令和２年度は、総額475,440,962円、30,404件のご寄附をいただきました。 

 ご寄附30,404件のうち、個人からのご寄附が30,369件、団体からのご寄附は35件となっ

ております。 

 また、地域別では留萌市内が28件、道内（留萌市を除く）が59件、道外が598件、その外 

(住所非公開)が29,719件となっております。 

寄附事業の区分 件数 寄附額（円） 

(1) 萌える若者たちのまちづくりに関する事業  1,116 17,600,000 

(2) ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業  1,742 25,298,000 

(3) ニシン文化の継承に関する事業  449 6,627,000 

(4) 食のブランド化、食育に関する事業  479 6,849,000 

(5) 健康で輝きのある元気づくりに関する事業  230 3,621,000 

(6) 安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業  1,293 19,747,000 

(7) こどもの健全な育成に関する事業  2,342 35,272,000 

(8) 市長が特に必要と認める重点事業  18,808 284,906,000 

(9) その他留萌市が推進する事業 9 880,556 

新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 3,936 74,640,406 

合計 30,404 475,440,962 

件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円）

1,116 17,600,000 1,742 25,298,000 449 6,627,000 479 6,849,000 230 3,621,000 1,293 19,747,000 2,342 35,272,000 18,808 284,906,000 3,906 57,458,000 4 210,000 30,369 457,588,000

市内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,000 1 50,000 0 0 0 0 0 0 2 100,000

道内 4 94,000 6 95,000 2 42,000 3 32,000 1 10,000 5 72,000 9 110,000 16 194,000 9 1,106,000 0 0 55 1,755,000

道外 48 954,000 38 470,000 16 303,000 11 123,000 5 95,000 36 502,000 84 1,191,000 188 2,861,000 168 2,337,000 3 180,000 597 9,016,000

1,064 16,552,000 1,698 24,733,000 431 6,282,000 465 6,694,000 224 3,516,000 1,251 19,123,000 2,248 33,921,000 18,604 281,851,000 3,729 54,015,000 1 30,000 29,715 446,717,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17,182,406 5 670,556 35 17,852,962

市内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15,732,406 1 30,000 26 15,762,406

道内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750,000 1 500,000 4 1,250,000

道外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200,000 0 0 1 200,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000 3 140,556 4 640,556

1,116 17,600,000 1,742 25,298,000 449 6,627,000 479 6,849,000 230 3,621,000 1,293 19,747,000 2,342 35,272,000 18,808 284,906,000 3,936 74,640,406 9 880,556 30,404 475,440,962

合計

個人

（１）萌える若者た
ちのまちづくりに関
する事業

（２）ふるさとの海
づくり、里山づくり
に関する事業

（３）ニシン文化の
継承に関する事業

（４）食のブランド
化、食育に関する事
業

（５）健康で輝きの
ある元気づくりに関
する事業

合計

（６）安心して暮ら
せる地域医療づくり
に関する事業

（７）こどもの健全
な育成に関する事業

（８）市長が特に必
要と認める重点事業

（１０）前各号に掲
げる事業のほか、留
萌市が推進する事業

住所
非公開

団体

住所
非公開

（９）新型コロナウ
イルス感染症対策に
関する事業
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２ 寄附金（基金）の活用 

令和２年度については、応援基金積立分を取り崩し、下記の２１事業を実施しました。 

今後も事業実施に向けた検討を重ね、より良い有効活用を図り事業を展開していきます。 

(１) 基金積立額を取り崩し実施した事業（令和２年度は２１事業を実施） 

事業の詳細は「令和２年度留萌市応援基金の使い道のご紹介」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ２ ) 令和２年度の寄附金を活用して実施した事業（令和２年度は３事業を実施） 

 
No. 実施事業名 寄附額 対象寄附項目

1観光施設管理事業 50,000

2環境保全事業 30,000

3教育委員会事務局統括事業 500,000

580,000

その他留萌市が推進する事業

合　計

No. 予算事業名 事業費 対象寄附項目

1地域戦略推進事業 1,283,083

2音楽合宿のまち「るもい」事業 166,410

3関係・交流人口創出事業 2,008,770

4経済振興対策事業 111,960

5西海岸集客力向上事業委託料 532,400

6産学官連携強化事業 1,152,288 ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業

7観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業 1,020,636

8学校給食地元食材活用事業 440,826

9るもい地域住民健康づくり啓発強化事業 2,462,329 健康で輝きのある元気づくりに関する事業

10地域リスク介入研究推進事業委託料 2,417,856 安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業

11寺子屋・るもいっこ事業 807,916 子どもの健全な育成に関する事業

12防災備蓄品・資機材整備事業 3,000,000

13道の駅開業準備等事業 3,162,068

14道の駅チャレンジショップ開設事業 7,346,111

15道の駅アンテナショップ開設事業 2,606,281

16乳幼児等医療扶助費 20,989,638

17スポーツセンター等整備事業 1,177,000

18郷土歴史保存活用事業 1,240,700

19冬季スポーツ環境整備事業 2,272,597

20障害児養育支援事業委託料 5,158,296

21保育施設（保育所）運営事業 7,260,330

66,617,495合　計

萌える若者たちのまちづくりに関する事業

食のブランド化・食育に関する事業

市長が特に必要と認める重点事業
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活用金額 積立可能額

（１）萌える若者たちのまちづくり 28,380,755 4,102,623 8,805,709 33,083,841

（２）ふるさとの海づくり・里山づくり 35,844,732 1,152,288 12,657,206 47,349,650

（３）ニシン文化の継承 5,548,018 0 3,315,650 8,863,668

（４）食のブランド化、食育 15,154,756 1,461,462 3,426,722 17,120,016

（５）健康で輝きのある元気づくり 5,717,756 2,462,329 1,811,675 5,067,102

（６）安心して暮らせる地域医療づくり 51,866,702 2,417,856 9,879,906 59,328,752

（７）こどもの健全な育成 44,918,455 807,916 17,647,442 61,757,981

（８）市長が特に必要と認める重点事業 75,913,571 54,213,021 126,122,156

基金運用益 - - 3,530

合　　　計 263,344,745 66,617,495 183,669,996 380,397,246

寄附事業の区分（略称） 令和元年度末
留萌市応援基金

累計額

合　　計

147,826,236

留萌市応援寄附条例に基づく寄附金等積立分

令和２年度

３ 基金の積み立て 

 令和２年度にご寄附をいただきました総額４７５，４４０，９６２円のうち、返礼品や

返礼品の送付に係る経費等を差し引いた金額と、基金積立金により得られた運用益を積立

可能額として算出し、それぞれ基金へ積み立てています。 

  ( １ ) 留萌市応援基金の残高（令和２年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ２ ) その他基金への積立額（寄附金財源） 

 令和２年度に新設しました「新型コロナウイルス感染症対策基金」をはじめとする各基

金へ積み立てを行いました。 

基金の名称 令和２年寄附額

新型コロナウイルス感染症対策基金 46,670,564

留萌市スポーツ振興基金 20,556

留萌市芸術文化振興基金 250,000

留萌市公共施設整備基金 30,000
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４ 寄附者のみなさま（個人・団体） 

ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

伊藤　和之 東海 10,000 辻本　佳史 関西 12,000

尾上　弥沙 中国 11,000 名田　秀行 関西 10,000

小部　康弘 関東 10,000 金山　賢司 関西 30,000

小林　利彰 関東 10,000 田中　剛 関西 12,000

志賀　信彦 関東 10,000 市川　聡 関東 20,000

宮尾　雄一 関西 10,000 相澤　輝幸 関東 5,000

佐藤　隼輔 東海 30,000 山崎　守康 関東 10,000

宮崎　勝義 東海 10,000 菅原　雄太 東海 10,000

井上　冬彦 関東 10,000 遅澤　茂樹 関東 10,000

工藤　尚嗣 関東 20,000 今村　剛 関西 12,000

薄根　萌未 関東 15,000 鈴木　将司 関東 10,000

河野　孝 関東 10,000 落合　重之 北海道 12,000

宮野　綾花 東海 10,000 井上　大介 北海道 12,000

田口　亘 東海 10,000 寺田　憲彦 中国 10,000

舘内　実 関東 10,000 田口　研二 関東 20,000

渡辺　淳司 関東 12,000 中野　繁樹 東北 10,000

中嶋　信一郎 東北 100,000 伊藤　敬子 関東 10,000

副島　由季子 関東 30,000 岩城　結衣 関東 10,000

齋藤　了 北海道 10,000 中村　孝行 関東 10,000

廣瀬　康信 九州・沖縄 10,000 井上　雅紘 関西 58,000

村上　剛 関西 10,000 吉田　裕一 九州・沖縄 10,000

平野　賢史 関東 10,000 木田　政宏 東北 12,000

本間　義徳 関東 30,000 清本　信之 関西 10,000

菅原　日佐子 北海道 10,000 市原　英子 関東 10,000

高橋　明日香 関東 10,000 堀田　謙一 東海 12,000

多田　秀行 北海道 1,000,000 宮下　令子 関東 10,000

神宮　さおり 関東 10,000 中西　潤 中国 20,000

谷口　栄治 関西 10,000 福岡　勝 関東 12,000

大谷　達也 関西 12,000 小野寺　まみ 東海 12,000

和泉　孝平 北海道 10,000 国原　裕介 関東 12,000

川井　嘉津也 関東 15,000 林　真理 関東 10,000

高阪　政壽 東海 10,000 村田　薫 関西 10,000

才川　良人 北海道 10,000 町田　祐一郎 四国 10,000

前田　玲奈 関東 10,000 飯塚　雅恵 関東 10,000

伊藤　雅美 関東 12,000 伊藤　俊郎 信越 20,000

長谷川　健太 東海 10,000 石井　通義 関東 10,000

小笠原　和彦 東北 20,000 河村　佳歩 関西 12,000

塩崎　正崇 関東 12,000 又平　年史 東海 10,000

黒木　寛崇 東海 10,000 西畑　末裕 関西 20,000

田中　光夫 関東 15,000 小野　正利 関東 10,000

丸山　高徳 関東 29,000 寺岡　拓真 関東 17,000

林　勇希 北陸 15,000 大月　弘介 関東 20,000

藤本　諭 関東 10,000 田口　亘 東海 10,000

松枝　浩一郎 関東 10,000 松村　厚志 関西 10,000

七宮　梨乃 関東 12,000 原　隆幸 関東 10,000

石上　和紀 関東 10,000 高山　耕 関東 10,000

藤岡　亘 関西 10,000 吉新　梨恵 関東 10,000

笠原　智敦 関東 12,000 小林　登 関東 45,000

中井　卓 関西 10,000 佐藤　雄 北海道 20,000

対馬　信 関東 100,000 山本　真理 東海 12,000

三井　学 関東 10,000 鶴田　裕司 関西 12,000

喜多村　智博 関西 10,000 深井　純 関東 10,000

三井　学 関東 10,000 東　幸一郎 関東 12,000

鈴木　浩晃 関東 10,000 三縄　義和 関東 10,000

彭　啓旭 関東 2,000 菅原　日佐子 北海道 10,000  
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

大久保　博 四国 10,000 倉本　伸一郎 関東 45,000

中田　純一 北海道 10,000 小関　和徳 関東 10,000

藤岡　由佳 関東 15,000 島田　友樹 関東 14,000

宇都　慶子 九州・沖縄 10,000 井上　和男 北海道 20,000

鈴木　有喜 関東 10,000 仲村　宏司 関東 14,000

岩本　美樹 関西 10,000 小松　和幸 関東 100,000

別所　健 関西 50,000 吉田　ゆか 関西 20,000

小関　和徳 関東 30,000 谷崎　守 関西 24,000

穂苅　菜摘 関東 10,000 岡田　良弘 関東 12,000

杉山　恵里香 関西 10,000 高橋　遼子 関東 10,000

伊藤　遥加 東海 10,000 坂井　清 東海 10,000

高林　和哉 関東 20,000 山下　知也 関東 10,000

松下　幸恵 北海道 10,000 市村　紗綾華 関西 12,000

堀越　裕樹 関東 20,000 福田　裕美 関東 20,000

大西　美緒 関西 10,000 赤岡　亮 北海道 20,000

指原　信廣 関東 12,000 大竹　雅彦 関東 10,000

田口　早世 東北 12,000 小張　孝太 関東 10,000

尾崎　真砂志 中国 12,000 矢田　真一 関西 20,000

伊藤　祥啓 関西 10,000 小張　孝太 関東 12,000

田近　京子 東北 10,000 小張　孝太 関東 12,000

蔵東　恒和 東海 12,000 櫻井　美幸 東北 10,000

行田　大樹 関東 10,000 綱島　宗慶 関東 10,000

花田　義行 関東 22,000 中川　崇裕 関東 54,000

渡邊　健一 関西 12,000 加藤　義基 東海 10,000

東　大輔 関東 10,000 北村　和之 四国 12,000

軽部　重信 関東 20,000 大崎　誠治 四国 10,000

中村　崇 九州・沖縄 20,000 大塚　摂子 中国 58,000

松井　亮二 関東 10,000 船山　優駿 関西 17,000

早見　公志 関西 10,000 石井　信明 関東 20,000

根津　和弘 東海 10,000 佐野　椋太 東海 10,000

本間　明彦 関西 20,000 金子　由希子 関東 12,000

石塚　正拓 関東 20,000 吉田　剛 中国 10,000

渡邉　美由起 関東 10,000 河崎　義隆 関西 12,000

宮地　理子 関東 10,000 児玉　幸三 関西 10,000

高橋　和也 関東 10,000 澤近　良彦 関西 12,000

佐藤　宙 北海道 20,000 新谷　博己 北海道 10,000

中野　雄太 九州・沖縄 20,000 三好　仁司 関西 10,000

越智　康太郎 九州・沖縄 20,000 橘　裕一 関東 10,000

麓　貴行 関西 10,000 三石　美紀 関東 10,000

藤松　昌治 東海 12,000 藤内　孝秀 関西 12,000

大西　尚紀 北陸 12,000 菊田　奈尚 関東 12,000

中村　一樹 関東 20,000 伊勢　正啓 関東 20,000

伊藤　真也 四国 34,000 紀平　英幸 関西 10,000

伊藤　敏勝 北海道 25,000 堀越　一輝 関東 12,000

岡林　功祐 四国 10,000 石井　えりこ 関東 20,000

野邊　幸介 北陸 10,000 大上　祐生 中国 12,000

平岩　章 東海 10,000 兼綱　宗功 関西 12,000

垣屋　有葉 関東 10,000 鈴村　亜希子 東海 10,000

吉村　佳美 関西 10,000 三浦　俊 東海 10,000

油井　淳 関東 20,000 古賀　麗雄 関東 20,000

若園　由樹子 関西 10,000 久保田　修至 関東 12,000

山口　健一 関西 10,000 井上　瞳 関東 10,000

高垣　浩司 関東 20,000 飯塚　泰子 関東 10,000

吉村　浪加 中国 10,000 堤　治人 関東 20,000

竹森　晋太郎 四国 10,000 藤吉　修浩 九州・沖縄 10,000  
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

江口　忠博 関西 10,000 鈴木　啓司 北海道 10,000

石亀　裕樹 関東 14,000 岡本　泰典 関西 52,000

福井　智巳 関東 10,000 山口　雪江 関西 10,000

鹿子嶋　大輔 九州・沖縄 10,000 佐藤　拓弥 東北 10,000

岩田　重雄 関東 12,000 金吉　弘幸 関東 12,000

柴田　亮介 関東 12,000 石岡　光喜 東海 10,000

岩井　和幸 東海 14,000 酒井　匠 関東 10,000

渡辺　祥文 中国 12,000 石岡　智之 北海道 20,000

植野　塁 北海道 10,000 兼森　雅樹 九州・沖縄 10,000

中路　教義 関西 14,000 清水　保司 北海道 10,000

五十嵐　真弥 関東 10,000 富樫　公一 東北 10,000

松山　真 関西 10,000 田中　秀昭 北海道 10,000

阿部　達 信越 12,000 杉本　正明 関東 30,000

寺尾　侑也 関東 12,000 梅沢　里絵 関東 12,000

茂木　稔 関東 30,000 向井　淳 関西 12,000

堀之内　和光 関東 20,000 坂井　駿介 北海道 10,000

川口　義二 関東 10,000 真中　哲也 関東 20,000

礒部　一郎 関東 12,000 鈴木　茂 東海 10,000

大谷　智美 北陸 12,000 高久　昌泰 関東 14,000

百目鬼　洋史 関東 10,000 永井　由美子 関東 10,000

齊藤　秀和 関東 30,000 中村　伸一 関西 10,000

飯田　美友紀 東海 10,000 LIUS　WIKO 関西 12,000

三村　好美 関西 12,000 阪川　昇三 関西 12,000

山上　順子 関東 12,000 渋谷　文音 関東 10,000

平林　達郎 信越 12,000 西田　将司 関東 17,000

高久　博史 関西 10,000 橋本　和美 関東 20,000

山田　修至 関東 10,000 小林　瑠希哉 北海道 12,000

神崎　昌俊 東海 36,000 川口　譲司 関東 10,000

笹田　尚紀 東海 10,000 酒井　剛 信越 20,000

高橋　伸光 関西 10,000 李　浩禎 関東 12,000

大津　朝祐 関東 10,000 虎岩　雅明 関東 10,000

CHEE　HYUNSEOK 東海 20,000 高橋　力也 関東 12,000

伊藤　直也 関東 10,000 高橋　力也 関東 11,000

谷口　沙都 北陸 12,000 高橋　力也 関東 10,000

岡野　篤志 関東 14,000 高橋　力也 関東 10,000

田口　春奈 東海 10,000 西村　仁美 北海道 14,000

松浦　正典 東海 20,000 加藤　憲一 東北 20,000

河村　有紀 関西 12,000 飯田　昌弘 関東 10,000

馬場　京子 関西 10,000 坂井　妹子 関東 12,000

澤田　澄子 関東 12,000 野中　竜一 九州・沖縄 10,000

首藤　大樹 関西 10,000 樺島　耕太 関東 12,000

佐野　明彦 関西 24,000 小久保　卓 東海 10,000

高橋　和代 関東 12,000 森園　武明 東海 10,000

山崎　知英 関東 20,000 佐藤　彩香 関西 10,000

小川　陽子 東海 12,000 中村　滋樹 北海道 10,000

水正　容子 関東 12,000 吉田　光男 関東 12,000

倉野　宰州 関東 10,000 齋藤　明広 関東 10,000

篠田　公生 関東 10,000 齊藤　夏彦 関東 10,000

鈴木　啓司 北海道 12,000 大友　佳奈 関東 20,000

松下　学 関西 20,000 吉村　輝一 東北 20,000

中村　健二 関東 10,000 石橋　宏朗 関西 17,000

藤浪　和己 関西 12,000 いしざき　まさと 関西 20,000

平　桃果 関西 12,000 井谷　舞 関東 14,000

久住　友則 北陸 10,000 高須　祐樹 北海道 20,000

冨沢　雄一 関西 12,000 丹　由貴子 北海道 10,000



 7 

ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

平　伸彦 関東 10,000 小泉　大輔 北海道 12,000

稲富　守 東海 12,000 岡本　英明 中国 20,000

岡山　達人 関西 10,000 木村　真希 九州・沖縄 12,000

小関　和徳 関東 20,000 山崎　礼 四国 14,000

宮本　孝之 九州・沖縄 14,000 大沼　慶 関西 116,000

近藤　太郎 北海道 10,000 右近　昇一 東海 20,000

柳田　樹也 関西 10,000 岡山　未来 関西 10,000

大橋　健二 東北 20,000 西原　孝 関東 10,000

高橋　雅之 関東 14,000 松田　幸志郎 信越 12,000

金城　宏昭 関東 10,000 島岡　正則 東海 10,000

緑川　涼介 関東 10,000 千葉　俊輔 関東 10,000

瀬戸川　大喜 関西 10,000 吉永　靖子 九州・沖縄 14,000

浦田　雅章 中国 10,000 越野　秀昭 北海道 12,000

牧野　寛 東海 10,000 佐々木　文子 関東 14,000

安喜　智矢 四国 10,000 村木　豊 関東 14,000

吉田　里江 東海 10,000 安江　有美 信越 10,000

田口　亘 東海 10,000 越地　賢一 関東 14,000

岡田　宏隆 中国 10,000 山田　智之 関西 20,000

小林　洋治 関東 12,000 森井　翔太 東海 10,000

足立　竜也 中国 20,000 西村　希 関東 10,000

野上　康弘 中国 12,000 能登　匡洋 北海道 30,000

吉橋　智也 関東 12,000 佐伯　裕子 九州・沖縄 14,000

加藤　康彦 関西 12,000 大原　崇司 関西 14,000

大竹　富美恵 関東 12,000 伊藤　雅宏 北海道 12,000

横井　寛 関東 20,000 鈴木　美香 関東 12,000

纓坂　健 関東 10,000 武居　秀治 関東 10,000

宮田　喜美子 関東 10,000 松岡　柚葉 東海 14,000

川崎　一昌 北海道 10,000 本多　和孝 九州・沖縄 12,000

北村　愛 関西 20,000 芝崎　香琴 関東 12,000

石崎　菜美子 東海 12,000 黒澤　和博 関東 58,000

平　久仁子 関西 10,000 飯島　一昭 東海 12,000

松平　圭吾 関東 24,000 上坂　ひとみ 北陸 20,000

菅澤　博幸 関東 12,000 高橋　賢二郎 九州・沖縄 12,000

武田　智宏 関東 14,000 山田　智子 北海道 10,000

戸田　圭亮 北海道 34,000 北邨　昭 関東 50,000

福永　一喜 関西 12,000 高嶋　強 関東 10,000

塩崎　亮太 北海道 10,000 齊藤　眞弘 北海道 20,000

中野　綾子 東海 14,000 笠原　將弘 関東 10,000

前畑　将平 関西 12,000 田之上　祐子 関東 10,000

大友　貴絵 東海 52,000 竹田　康人 関東 14,000

石井　康博 九州・沖縄 10,000 長谷川　伸行 東海 10,000

和泉　克吉 関東 14,000 水内　宏一 関西 10,000

木村　優里 東海 12,000 笠原　実希 関東 10,000

野田　喜裕 関東 12,000 沖田　美香 東海 14,000

沖　聡司 関西 14,000 高橋　互 関東 20,000

神谷　昭博 関東 28,000 中居　香織 関西 10,000

米原　洋一 関西 14,000 東本　秀人 東海 20,000

小金森　保子 東海 10,000 宮内　律子 中国 10,000

矢部　真也 東海 20,000 岡橋　正明 関西 12,000

小島　政晴 関東 14,000 影山　綾華 関東 14,000

北村　泰規 関東 10,000 山本　浩紀 東海 10,000

増田　充代 関西 12,000 岸　和利 関東 14,000

川本　吏記 関西 12,000 岩崎　直昭 関西 14,000

関上　未来 関東 10,000 西出　幸司 東海 12,000

今野　美里 東北 10,000 奥田　修也 北海道 10,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

小沼　正人 東北 10,000 宮川　直彦 関東 17,000

山田　秀和 東海 20,000 木村　将一郎 中国 10,000

高山　実 関西 12,000 坂脇　秀行 関東 14,000

吉岡　修志 関西 10,000 渡邉　一生 関東 10,000

大澤　寛 関東 10,000 大嶌　涼太 九州・沖縄 10,000

民谷　久雄 関東 10,000 名古屋　剛範 中国 10,000

下川　奈津美 東海 14,000 古市　大樹 関東 14,000

澤山　曜 関西 20,000 篠村　恭太 北海道 10,000

山田　淳 関東 14,000 熊谷　拓 関東 12,000

中川　航 東海 14,000 鈴木　里枝 関東 10,000

吉村　義昭 九州・沖縄 10,000 堀江　学 関東 20,000

塚本　義美 関東 12,000 宇津　未希也 関西 12,000

木村　和宏 関東 14,000 谷川　愛樹 中国 10,000

小宮　崇弘 関東 10,000 福田　和重 東海 10,000

畑中　誠司 関西 10,000 梅本　幸謹 関西 10,000

菱沼　隆一 関東 10,000 小野寺　華純 関東 10,000

井原　量 関東 10,000 小関　和徳 関東 27,000

大川　慎一 東海 14,000 岡田　朋也 九州・沖縄 14,000

細谷　正利 関東 10,000 竹内　宏和 関東 10,000

佐藤　理沙 九州・沖縄 12,000 高橋　次雄 関東 12,000

橋本　葉子 東海 14,000 大村　真也 関東 12,000

甚田　幸成 関東 11,000 舩井　宏樹 関西 39,000

奈良　綺香 関東 10,000 杉岡　隆史 関西 14,000

池内　千穂 関西 10,000 鈴木　雄太 東海 14,000

津田　祐司 九州・沖縄 14,000 服部　仁 関東 14,000

若狭　一樹 関東 14,000 陳　虹宇 東海 20,000

山田　浩雅 関東 10,000 河邉　俊二 東海 12,000

中野　耕治 九州・沖縄 10,000 藤村　佳正 関西 12,000

安藤　彰志 九州・沖縄 12,000 北本　啓 関西 10,000

宍倉　寛康 東北 10,000 大村　美香 関東 14,000

三澤　智子 関東 10,000 木村　憲央 東北 10,000

黒川　大介 関東 10,000 若泉　栄一 関東 10,000

荒井　敏孝 東海 14,000 杉山　瑞穂 関東 10,000

中田　道仁 北海道 14,000 加藤　隆寛 関東 28,000

山田　啓稔 北海道 10,000 城間　光晴 九州・沖縄 14,000

板谷　幸貴 中国 14,000 光吉　一高 関西 12,000

齊藤　香菜子 関西 12,000 辻村　泰之 関東 14,000

武田　義幸 東海 10,000 麻柄　貴大 関東 14,000

澤辺　淳 東北 10,000 辻　温子 関東 14,000

角野　信 関西 12,000 廣瀬　亘 関東 10,000

辻　理那 関東 20,000 新納　翔太 関東 12,000

藤原　永望 四国 10,000 竹腰　宗大 関西 40,000

清水　かおり 関東 10,000 PARK　JOON YOUNG 関西 10,000

矢嶋　康人 関東 10,000 渡邊　浩伸 関西 12,000

中村　幸介 関西 14,000 長島　佐和子 関東 10,000

絹田　祐司 関西 10,000 渋谷　春樹 関東 10,000

川井　基嗣 九州・沖縄 12,000 廣瀬　賢治 関西 12,000

大野　圭太 関東 14,000 畠　孝二郎 東海 10,000

鈴木　良太 関東 20,000 鈴木　智広 関東 15,000

花原　豪 関西 12,000 矢作　さつき 関東 12,000

岸本　安生 関西 10,000 曽我　健太 関西 10,000

長谷部　夏子 関東 14,000 黒田　義正 九州・沖縄 14,000

鈴木　智恵 関東 44,000 田中　大輔 関東 58,000

金山　優子 関東 14,000 杉山　淳哉 関東 14,000

山下　雄大 関東 10,000 畑中　良之 関西 12,000
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尾崎　賢司 関東 10,000 村山　史歩 非公表 10,000

梅澤　弘之 関東 12,000 古川　章 非公表 10,000

小林　輝一 信越 10,000 松浦　亨 非公表 12,000

樫村　愛莉 関西 14,000 松本　正司 非公表 5,000

沖元　佑介 関西 10,000 樋口　朗 非公表 20,000

横山　令 北海道 10,000 青山　登 非公表 12,000

江良　栞 関東 10,000 三宅　康夫 非公表 39,000

長渡　邦彦 九州・沖縄 14,000 笠原　直登 非公表 5,000

吉田　輝美 北陸 20,000 笠原　直登 非公表 5,000

柴田　達也 関東 10,000 村上　聖 非公表 12,000

渡邊　浩介 関東 10,000 髙野　欣子 非公表 10,000

渡邉　大樹 北海道 10,000 平野　守幸 非公表 5,000

大口　達也 関東 14,000 仲本　正 非公表 12,000

小池　貴史 関東 14,000 田村　吉博 非公表 10,000

大石　康太 関西 10,000 斉木　優介 非公表 12,000

竹森　晋太郎 四国 10,000 千田　久男 非公表 5,000

上垣　隆徳 関西 12,000 伊藤　博樹 非公表 10,000

中山　和佳子 東海 29,000 和田　洋一郎 非公表 5,000

木田　総子 関西 14,000 鎌倉　央雄 非公表 12,000

久保　壽雄 北海道 30,000 田中　良典 非公表 8,000

関　玲美 関東 14,000 田中　良典 非公表 12,000

佐々木　陽介 北海道 20,000 齋藤　譲 非公表 10,000

村田　薫 関西 14,000 三浦　千里 非公表 15,000

新井　潜 関東 116,000 田中　孝明 非公表 10,000

池本　友馬 関東 10,000 湊　昭彦 非公表 12,000

菅原　日佐子 北海道 10,000 宮崎　一暢 非公表 5,000

山崎　美博 関東 10,000 鈴木　聡 非公表 20,000

小島　直幸 東海 42,000 山家　聡 非公表 39,000

唐戸　梓 関東 10,000 阿波　慎一 非公表 12,000

水崎　達也 九州・沖縄 14,000 折原　紀之 非公表 10,000

浅野　勉 東北 10,000 西尾　之宏 非公表 12,000

仲村　善一 関東 58,000 村田　千春 非公表 12,000

三浦　公寿 北海道 10,000 二宮　年久 非公表 12,000

堀江　貴宏 関東 10,000 飯尾　昌久 非公表 12,000

岡崎　真也 関東 12,000 金子　國雄 非公表 5,000

伊藤　雅美 関東 14,000 大野　ゆかり 非公表 12,000

河村　早紀 関西 10,000 飯田　茂 非公表 12,000

大隈　安顕 関西 14,000 関亦　丈夫 非公表 20,000

濱村　達矢 関東 10,000 石橋　清美 非公表 5,000

中元　裕二 関西 10,000 山崎　栄一 非公表 10,000

松本　正司 北海道 10,000 射場　茂人 非公表 15,000

菅原　郁子 東海 12,000 澤田　遼太郎 非公表 10,000

神田　聡 関東 10,000 安藤　綱記 非公表 5,000

松本　大武 関東 20,000 小田　知弘 非公表 12,000

牧野　翔太 北海道 10,000 根木　善之 非公表 12,000

安斎　祐二 東北 14,000 川野　宣二 非公表 12,000

竹沢　浩司 東北 10,000 常岡　千城 非公表 10,000

中村　伸治 関西 10,000 清水　喜代子 非公表 54,000

ディン　フォンロン 関東 12,000 瀬古　勝成 非公表 5,000

栗山　秀光 東北 12,000 下林　健人 非公表 10,000

中川　恵 関西 14,000 綿貫　仁 非公表 12,000

山崎　栄一 非公表 10,000 宮内　三弥 非公表 10,000

三木　宗一郎 非公表 10,000 萩元　幹生 非公表 10,000

小室　竜介 非公表 12,000 植田　幸一 非公表 12,000

浅田　里美 非公表 12,000 下谷　大樹 非公表 5,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

山瀬　紘子 非公表 5,000 関根　凱 非公表 5,000

山崎　栄一 非公表 10,000 三浦　一乗 非公表 10,000

田中　惠子 非公表 5,000 松村　和恵 非公表 12,000

中田　純一 非公表 10,000 松村　和恵 非公表 12,000

近藤　隆郎 非公表 5,000 松村　和恵 非公表 10,000

藤原　逸文 非公表 12,000 中野　実夏 非公表 5,000

小金井　章代 非公表 5,000 阿部　航佑 非公表 10,000

高橋　彰正 非公表 68,000 赤城　有紀 非公表 10,000

藤島　勇 非公表 30,000 川口　直昭 非公表 5,000

打越　義晴 非公表 12,000 遠藤　光也 非公表 8,000

番場　雅人 非公表 5,000 水野　智子 非公表 10,000

岡住　隆之 非公表 12,000 本多　英徳 非公表 12,000

中江　伸夫 非公表 5,000 平川　大樹 非公表 8,000

中西　愛美 非公表 20,000 渡辺　郁子 非公表 5,000

山内　克己 非公表 11,000 渡邊　孝浩 非公表 5,000

山内　克己 非公表 20,000 大西　貴志 非公表 10,000

立花　光雄 非公表 10,000 安藤　孝平 非公表 5,000

高橋　晃 非公表 5,000 山崎　栄一 非公表 10,000

酒井　清武 非公表 5,000 藤崎　幸 非公表 12,000

片岡　俊和 非公表 8,000 中野　裕子 非公表 5,000

杉浦　和幸 非公表 8,000 小野　政徳 非公表 8,000

今岡　直浩 非公表 20,000 小野　政徳 非公表 5,000

磯　頼光 非公表 20,000 鴨志田　正幸 非公表 12,000

坂井　順一 非公表 5,000 小林　広樹 非公表 12,000

小泉　哲郎 非公表 10,000 酒井　聡子 非公表 5,000

山下　公子 非公表 10,000 牧　英里香 非公表 5,000

浮嶋　伸 非公表 5,000 遠藤　多美 非公表 5,000

中薗　良隆 非公表 5,000 筒井　建紀 非公表 10,000

山崎　栄一 非公表 10,000 鈴木　北斗 非公表 5,000

清野　悟 非公表 12,000 藤岡　真紀 非公表 5,000

清野　悟 非公表 5,000 藤岡　真紀 非公表 5,000

田村　和美 非公表 5,000 鈴木　宏紀 非公表 5,000

西尾　久男 非公表 12,000 伊藤　俊之 非公表 5,000

須山　尚輝 非公表 10,000 坂田　直史 非公表 12,000

才賀　清三 非公表 5,000 安東　朋代 非公表 12,000

宮野　勝英 非公表 12,000 松永　文博 非公表 5,000

澤田　雅幸 非公表 10,000 神田　裕 非公表 12,000

碓氷　淳 非公表 12,000 田中　佳織 非公表 8,000

野村　弘道 非公表 5,000 田中　佳織 非公表 5,000

手塚　祐治 非公表 5,000 石井　洋一 非公表 5,000

岩川　憲一 非公表 12,000 山崎　栄一 非公表 10,000

下田　晴之 非公表 12,000 末吉　宏 非公表 8,000

清水　彰範 非公表 10,000 秋山　奈津樹 非公表 5,000

有間　信樹 非公表 5,000 稲田　淳 非公表 10,000

浜田　実 非公表 5,000 杉原　龍之介 非公表 12,000

田中　洋 非公表 8,000 伊藤　駿英 非公表 5,000

柴田　康博 非公表 10,000 森田　誠 非公表 10,000

久保　大平 非公表 5,000 籾浦　秀利 非公表 10,000

岩崎　陽平 非公表 10,000 松原　慧伍 非公表 5,000

上村　翼 非公表 12,000 川端　秀之 非公表 5,000

飯野　智史 非公表 54,000 西谷内　力世 非公表 5,000

酒井　秀輔 非公表 10,000 岡本　美稔 非公表 12,000

村澤　あゆみ 非公表 5,000 平野　冨美雄 非公表 5,000

橋本　美紀子 非公表 5,000 久野　徹 非公表 10,000

丸山　祐貴 非公表 12,000 中村　宏之 非公表 20,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

岩下　裕二 非公表 10,000 伊藤　博樹 非公表 10,000

有間　信樹 非公表 12,000 内海　正紀 非公表 10,000

野口　剛 非公表 12,000 花牟礼　茂人 非公表 12,000

丸木　努 非公表 12,000 岡本　優子 非公表 10,000

伊藤　宣明 非公表 15,000 山崎　栄一 非公表 10,000

伊藤　宣明 非公表 10,000 向　克樹 非公表 45,000

伊藤　宣明 非公表 10,000 設楽　一雄 非公表 45,000

鈴木　健司 非公表 20,000 竹内　聡 非公表 10,000

鈴木　健司 非公表 20,000 野口　光雄 非公表 45,000

片山　治子 非公表 12,000 CHEN　XI 非公表 10,000

佐藤　由美 非公表 10,000 野々川　雅貴 非公表 45,000

小山　裕幸 非公表 54,000 札　琢磨 非公表 10,000

山邊　有希 非公表 12,000 阿部　孝敏 非公表 45,000

山崎　栄一 非公表 10,000 近藤　洋一 非公表 45,000

宮島　卓 非公表 12,000 徳武　正芳 非公表 45,000

植木　之仁 非公表 20,000 田中　繁稔 非公表 45,000

植木　之仁 非公表 20,000 三木　慶次郎 非公表 12,000

植木　之仁 非公表 20,000 高橋　直洋 非公表 12,000

二階堂　聡 非公表 12,000 石田　英信 非公表 10,000

松永　貴志 非公表 10,000 土屋　賢人 非公表 10,000

越須賀　弘美 非公表 12,000 猪早　佑樹 非公表 12,000

川上　誠 非公表 10,000 屋代　洋 非公表 10,000

石倉　克浩 非公表 12,000 吉成　浩一 非公表 12,000

鈴木　健司 非公表 10,000 吉成　浩一 非公表 10,000

鈴木　健司 非公表 10,000 甘粕　悦子 非公表 12,000

鈴木　健司 非公表 10,000 河端　正樹 非公表 12,000

井上　正広 非公表 10,000 宮下　慎也 非公表 10,000

小山内　美遥 非公表 12,000 宮下　慎也 非公表 10,000

横田　朋 非公表 12,000 宮下　慎也 非公表 10,000

渡邊　貴大 非公表 15,000 宮下　慎也 非公表 10,000

工藤　静華 非公表 10,000 安田　仁徹 非公表 68,000

有間　信樹 非公表 45,000 廣澤　友也 非公表 10,000

菅野　由美子 非公表 12,000 廣澤　友也 非公表 10,000

石井　勝美 非公表 45,000 鵜飼　恵子 非公表 45,000

網広　直子 非公表 12,000 見浪　慎一 非公表 10,000

山崎　栄一 非公表 10,000 時松　志乃 非公表 20,000

笹沼　政夫 非公表 10,000 立川　直樹 非公表 10,000

中川　恵 非公表 12,000 星野　修 非公表 45,000

高橋　俊長 非公表 25,000 関口　文雄 非公表 12,000

高橋　俊長 非公表 10,000 渡邉　武志 非公表 30,000

鈴木　陸 非公表 12,000 本間　光一 非公表 15,000

上野　幸達 非公表 20,000 本間　光一 非公表 15,000

山本　稔 非公表 12,000 平生　秀彦 非公表 45,000

中井　信子 非公表 20,000 櫻井　義広 非公表 45,000

浅野　真二 非公表 10,000 山岸　則子 非公表 45,000

石田　隆一 非公表 15,000 髙橋　寿 非公表 45,000

佐藤　倫子 非公表 45,000 佐藤　琢也 非公表 45,000

加藤　明彦 非公表 45,000 櫻井　さゆり 非公表 12,000

吉田　敏昭 非公表 10,000 佐藤　裕志 非公表 45,000

安西　茂明 非公表 45,000 森川　元治 非公表 45,000

井鳥　智樹 非公表 45,000 坂本　修 非公表 12,000

行田　悠 非公表 25,000 菊地　渉 非公表 12,000

西村　安裕 非公表 12,000 市原　剛 非公表 15,000

牧原　未輝 非公表 12,000 本間　光一 非公表 12,000

山本　和俊 非公表 12,000 本間　光一 非公表 12,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

柳田　和彦 非公表 45,000 阿部　慎治 非公表 45,000

宮薗　大樹 非公表 12,000 中山　久代 非公表 12,000

宮本　美津子 非公表 20,000 齋藤　夕季 非公表 12,000

松本　孝夫 非公表 10,000 齋藤　庄次郎 非公表 45,000

筆宝　義隆 非公表 20,000 館野　雅弘 非公表 45,000

前田　香 非公表 10,000 杉本　峰康 非公表 12,000

杉浦　正俊 非公表 10,000 半田　博 非公表 12,000

森　敬介 非公表 45,000 飛田　尚洋 非公表 12,000

羽田　成宏 非公表 10,000 勝又　貴雄 非公表 12,000

稲田　淳 非公表 10,000 野波　宏光 非公表 45,000

進藤　雅美 非公表 12,000 新山　宏 非公表 12,000

今城　博志 非公表 10,000 久米　和則 非公表 45,000

皆木　絵利 非公表 10,000 山川　みどり 非公表 10,000

大久保　アカリ 非公表 10,000 成田　順 非公表 10,000

松森　颯太 非公表 12,000 長谷川　順一 非公表 45,000

立畑　克彦 非公表 12,000 田浦　健藏 非公表 45,000

青木　良彰 非公表 12,000 神森　眞 非公表 20,000

矢能　梅子 非公表 20,000 花香　正樹 非公表 10,000

西牟田　健作 非公表 20,000 浜林　尊幸 非公表 10,000

塩津　武大 非公表 12,000 浜林　尊幸 非公表 10,000

塚田　倫子 非公表 10,000 浜林　尊幸 非公表 10,000

今村　友治 非公表 10,000 高井　智津子 非公表 45,000

板垣　幸夫 非公表 54,000 宮本　春美 非公表 10,000

宮薗　裕 非公表 20,000 中村　誠司 非公表 20,000

大井　秀夫 非公表 45,000 中村　誠司 非公表 20,000

田中　岳 非公表 20,000 中村　誠司 非公表 20,000

井上　恭男 非公表 54,000 中村　誠司 非公表 20,000

本間　光一 非公表 15,000 田中　梨恵 非公表 10,000

石橋　利晃 非公表 12,000 酒井　亮 非公表 20,000

林　利宗 非公表 45,000 中島　崇 非公表 45,000

加藤　明彦 非公表 12,000 河田　淳史 非公表 14,000

篠崎　千遥 非公表 45,000 心　結 非公表 12,000

鈴木　英夫 非公表 10,000 関口　千恵 非公表 10,000

山田　裕信 非公表 12,000 川口　直昭 非公表 12,000

小林　智 非公表 10,000 上岡　拓矢 非公表 12,000

高橋　広行 非公表 10,000 中山　繁美 非公表 14,000

指出　理至 非公表 20,000 渡部　雅文 非公表 45,000

指出　理至 非公表 10,000 福田　英二 非公表 10,000

清野　悟 非公表 20,000 福田　英二 非公表 10,000

小林　伸吉 非公表 12,000 柳谷　このみ 非公表 45,000

池田　智 非公表 12,000 古本　薫 非公表 12,000

福村　忠 非公表 12,000 池田　善信 非公表 20,000

山王　圭吾 非公表 45,000 中根　隆雄 非公表 12,000

河内　安幸 非公表 12,000 氏家　俊春 非公表 20,000

河内　安幸 非公表 12,000 竹内　栄二 非公表 10,000

相田　美香 非公表 12,000 高瀬　瑠璃子 非公表 20,000

榎本　芙弥子 非公表 12,000 瀧澤　章良 非公表 12,000

山根　誠一 非公表 20,000 藤原　英子 非公表 10,000

岡本　拓也 非公表 45,000 髙橋　忠悦 非公表 10,000

水野　正之 非公表 12,000 大村　慶一 非公表 10,000

坂本　祐太朗 非公表 12,000 吉田　明生 非公表 12,000

長繩　暁彦 非公表 10,000 片岡　親 非公表 10,000

江黒　政吉 非公表 12,000 米倉　大輔 非公表 12,000

佐藤　祐司 非公表 12,000 中村　俊介 非公表 45,000

松岡　秀夫 非公表 10,000 山﨑　理程 非公表 45,000
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齊藤　豊 非公表 12,000 鴨田　幸歩 非公表 10,000

飯田　明彦 非公表 10,000 中村　利 非公表 10,000

中山　祐二 非公表 45,000 浜村　国明 非公表 10,000

加藤　好憲 非公表 12,000 テイ　ミキコ 非公表 10,000

園田　研 非公表 10,000 大西　信一 非公表 20,000

曽我　高広 非公表 10,000 橋田　滉士 非公表 12,000

森本　史郎 非公表 10,000 香川　和彦 非公表 10,000

濱田　のり子 非公表 12,000 山下　義樹 非公表 22,000

山崎　栄一 非公表 10,000 横濱　明伸 非公表 14,000

喜多見　奈穂 非公表 12,000 森　稔倫 非公表 14,000

喜多見　奈穂 非公表 10,000 山田　香 非公表 10,000

加藤　順一 非公表 45,000 山田　香 非公表 10,000

鈴木　美登 非公表 10,000 山田　香 非公表 10,000

松本　修一 非公表 10,000 前田　実佳 非公表 12,000

戸口田　直三 非公表 10,000 橋口　千鶴 非公表 30,000

森　克之 非公表 20,000 早川　靖輝 非公表 15,000

宮本　衛 非公表 20,000 平川　昌俊 非公表 20,000

吉川　悦良 非公表 10,000 稲田　淳 非公表 10,000

内山　大介 非公表 54,000 栗原　ひとみ 非公表 12,000

佐藤　友福 非公表 12,000 丸山　加代子 非公表 12,000

清水　彰範 非公表 10,000 早川　敏弘 非公表 12,000

竹内　大樹アレクサンダー 非公表 15,000 加藤　雅啓 非公表 10,000

加藤　美智子 非公表 12,000 桑山　勝幸 非公表 14,000

花田　明信 非公表 20,000 東野　光幸 非公表 10,000

西端　隆寛 非公表 12,000 笠原　京子 非公表 14,000

加藤　元一 非公表 10,000 上田　潤 非公表 12,000

青木　翔吾 非公表 20,000 上田　潤 非公表 12,000

葛城　由美 非公表 10,000 上田　潤 非公表 12,000

堤　宏記 非公表 12,000 倉益　将伍 非公表 14,000

坂田　由佳 非公表 10,000 齋藤　洋和 非公表 10,000

岡西　清隆 非公表 14,000 山下　研二 非公表 20,000

志村　英俊 非公表 10,000 阪本　信一 非公表 14,000

浅野　智 非公表 20,000 仲宗根　愛子 非公表 14,000

浅野　智 非公表 10,000 田中　敬士 非公表 10,000

加藤　博紀 非公表 10,000 原田　大 非公表 10,000

横山　洋之 非公表 10,000 松岡　永子 非公表 15,000

小林　則雄 非公表 14,000 高井　武志 非公表 10,000

佐々木　記代治 非公表 10,000 福本　幹也 非公表 58,000

北田　建美子 非公表 12,000 米山　和宏 非公表 12,000

宮崎　幸雄 非公表 10,000 佐藤　典彦 非公表 10,000

三和　敏幸 非公表 10,000 佐藤　典彦 非公表 10,000

片山　繁 非公表 20,000 佐藤　典彦 非公表 10,000

片山　繁 非公表 20,000 伊藤　志保 非公表 14,000

片山　繁 非公表 20,000 久保寺　智美 非公表 20,000

湯浅　紀人 非公表 20,000 川田　純子 非公表 10,000

小林　為五郎 非公表 12,000 藤井　昌子 非公表 12,000

風間　政美 非公表 15,000 岩永　明美 非公表 10,000

風間　政美 非公表 15,000 高橋　実 非公表 10,000

石田　真明 非公表 12,000 三部　晃子 非公表 10,000

飯田　栄 非公表 12,000 小野　貞幸 非公表 10,000

井戸坂　信介 非公表 10,000 田島　章次 非公表 10,000

青木　隆一 非公表 10,000 田島　章次 非公表 10,000

下手　孝 非公表 10,000 田島　章次 非公表 8,000

藤野　契 非公表 10,000 川内　逸美 非公表 12,000

橋本　昌明 非公表 10,000 田村　まみ 非公表 12,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

宮崎　建則 非公表 14,000 前田　裕輔 非公表 14,000

林　恵祐 非公表 10,000 荻野　義春 非公表 14,000

長谷川　祐子 非公表 12,000 荻野　義春 非公表 14,000

長谷川　祐子 非公表 12,000 荻野　義春 非公表 14,000

吉田　明生 非公表 12,000 金田　裕二 非公表 39,000

小沼　泰也 非公表 20,000 山田　達史 非公表 12,000

小沼　泰也 非公表 10,000 山田　達史 非公表 11,000

大庭　誠介 非公表 14,000 河原　通泰 非公表 10,000

大庭　誠介 非公表 14,000 柴田　昌彦 非公表 10,000

大庭　誠介 非公表 14,000 案浦　隆信 非公表 10,000

大庭　誠介 非公表 14,000 山尾　勝豊 非公表 10,000

大庭　誠介 非公表 14,000 山下　義治 非公表 12,000

大庭　誠介 非公表 14,000 森田　昌宏 非公表 12,000

大庭　誠介 非公表 14,000 田代　守 非公表 12,000

大庭　誠介 非公表 14,000 辻野　良一 非公表 12,000

向井　浩 非公表 20,000 東田　光行 非公表 68,000

向井　浩 非公表 20,000 菊地　寿樹 非公表 12,000

岡山　明 非公表 58,000 田島　宏晃 非公表 10,000

渡辺　誠 非公表 10,000 原　禎克 非公表 12,000

須賀　雄一 非公表 20,000 打越　義晴 非公表 12,000

薮野　春行 非公表 10,000 菊地　淑晃 非公表 14,000

薮野　春行 非公表 10,000 渡邉　一利 非公表 12,000

相良　恭子 非公表 12,000 番場　純子 非公表 12,000

楢崎　博司 非公表 10,000 伊藤　和彦 非公表 10,000

田原　正弘 非公表 12,000 吉本　勇輝 非公表 10,000

小田切　昇 非公表 10,000 西野　裕幸 非公表 12,000

谷口　俊樹 非公表 12,000 別所　俊彦 非公表 20,000

谷口　俊樹 非公表 12,000 請河　剛志 非公表 20,000

島村　悟 非公表 10,000 尾上　諒典 非公表 14,000

杉原　功 非公表 12,000 髙橋　勇武 非公表 54,000

玉野　正典 非公表 12,000 西浦　三太 非公表 14,000

松永　文博 非公表 10,000 財津　敬太 非公表 14,000

大塚　聖 非公表 14,000 深澤　直樹 非公表 10,000

白本　泰幸 非公表 10,000 深澤　直樹 非公表 10,000

神田　知子 非公表 12,000 柳沢　幸夫 非公表 14,000

保崎　智己 非公表 12,000 藤森　晶代 非公表 10,000

草薙　正美 非公表 12,000 澤　正晴 非公表 10,000

岸　卓磨 非公表 15,000 吉田　茂肇 非公表 10,000

柚木　啓男 非公表 10,000 高尾　雅洋 非公表 14,000

嶋津　久和 非公表 20,000 山田　勝治 非公表 20,000

井田　規之 非公表 12,000 谷本　浩一 非公表 10,000

東原　啓司 非公表 58,000 藤崎　由紀子 非公表 14,000

住田　望 非公表 10,000 大嶋　秀樹 非公表 10,000

清水　裕美 非公表 12,000 宗形　久里子 非公表 12,000

中島　清貴 非公表 20,000 宗形　久里子 非公表 12,000

江戸　大樹 非公表 10,000 菅野　稜馬 非公表 10,000

臼井　佳奈子 非公表 10,000 清水　由紀子 非公表 14,000

小酒井　治 非公表 10,000 遠藤　潤一 非公表 14,000

前川　裕作 非公表 12,000 遠藤　潤一 非公表 14,000

熊井　京子 非公表 10,000 加藤　章 非公表 14,000

世良　隆博 非公表 14,000 下田　陽太 非公表 12,000

金澤　大樹 非公表 12,000 松本　和明 非公表 12,000

木下　真理子 非公表 10,000 今井　正浩 非公表 10,000

村田　勇真 非公表 10,000 小松　稔 非公表 10,000

森田　渚 非公表 14,000 萩原　豊 非公表 10,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

岩佐　正之 非公表 10,000 深瀬　尚久 非公表 10,000

原田　陽一 非公表 14,000 大嶽　浩司 非公表 14,000

石丸　貴之 非公表 10,000 小川　智也 非公表 14,000

坂本　修 非公表 14,000 岩田　稔 非公表 14,000

坂本　修 非公表 10,000 松野尾　萌 非公表 10,000

岡田　実子 非公表 10,000 大石　学 非公表 10,000

岡田　実子 非公表 10,000 上鈴木　崇浩 非公表 14,000

梶川　祐亮 非公表 14,000 影山　和雄 非公表 12,000

坂野　郁枝 非公表 14,000 小野　雅彦 非公表 20,000

小山　直人 非公表 10,000 衣山　純子 非公表 14,000

坂本　勝 非公表 15,000 加賀　奈波 非公表 12,000

今井　啓祐 非公表 14,000 町田　芳美 非公表 10,000

郡司　大介 非公表 10,000 安田　孝司 非公表 20,000

金本　章 非公表 14,000 若林　学 非公表 14,000

木下　ななか 非公表 12,000 高橋　常夫 非公表 14,000

上原　勉 非公表 14,000 山口　大介 非公表 10,000

山口　裕子 非公表 14,000 森　博己 非公表 20,000

櫻本　武志 非公表 12,000 田尻　伸宏 非公表 10,000

杉本　和宏 非公表 14,000 大矢　玄康 非公表 14,000

須賀野　翔 非公表 12,000 加藤　明彦 非公表 20,000

菊地　長彦 非公表 12,000 山田　峰彦 非公表 20,000

本田　大悟 非公表 14,000 友田　龍峰 非公表 12,000

本田　大悟 非公表 14,000 芳澤　由幸 非公表 12,000

吉田　直史 非公表 10,000 唐仁原　享 非公表 14,000

江州　秀人 非公表 12,000 森田　啓司 非公表 14,000

河野　恭子 非公表 12,000 島崎　龍二 非公表 10,000

青木　さだみ 非公表 12,000 石井　貴之 非公表 14,000

田之上　紀美子 非公表 10,000 堀　冬樹 非公表 14,000

山田　一郎 非公表 14,000 井上　大樹 非公表 58,000

池田　稔 非公表 14,000 小川　隆夫 非公表 14,000

池田　稔 非公表 14,000 小川　茂樹 非公表 14,000

浅倉　宏哉 非公表 12,000 田中　秀樹 非公表 12,000

吉原　亘 非公表 12,000 中村　英貴 非公表 12,000

大石　清二 非公表 14,000 小松　良亮 非公表 12,000

辻　温子 非公表 14,000 長木　兼久 非公表 14,000

中野　学 非公表 12,000 加門　道弘 非公表 14,000

中野　学 非公表 12,000 川上　陽介 非公表 20,000

鵜野　富美子 非公表 14,000 原田　祐司 非公表 20,000

山﨑　基弘 非公表 14,000 原田　祐司 非公表 20,000

猪平　歩美 非公表 14,000 丸山　陽平 非公表 20,000

石井　美紀子 非公表 10,000 大西　秀一 非公表 14,000

三神　彩 非公表 14,000 井上　真由美 非公表 14,000

南條　和義 非公表 20,000 宮田　健志 非公表 14,000

西岡　達志 非公表 14,000 土井　鉄也 非公表 14,000

和泉　次夫 非公表 10,000 松本　昇 非公表 12,000

佐々木　和春 非公表 10,000 森　将士 非公表 10,000

中垣　賢祐 非公表 14,000 岡本　仁 非公表 14,000

田口　晴久 非公表 14,000 金野　亜美 非公表 14,000

松本　修 非公表 14,000 金野　亜美 非公表 14,000

奥田　浩一 非公表 10,000 勝部　彰子 非公表 10,000

国崎　安雄 非公表 12,000 佐藤　雅巳 非公表 10,000

西村　安裕 非公表 12,000 金子　輝司 非公表 12,000

勝木　拓洋 非公表 10,000 浅香　武雄 非公表 10,000

林田　祐美子 非公表 12,000 向井　恵美子 非公表 12,000

設楽　健志 非公表 12,000 大岩　喜春 非公表 20,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

齋藤　敏 非公表 14,000 山本　和伸 非公表 14,000

寺倉　篤司 非公表 14,000 秋山　幸子 非公表 14,000

増井　一慶 非公表 14,000 草野　寛 非公表 14,000

成松　ルミ子 非公表 14,000 小林　隆宏 非公表 10,000

佐藤　恒壽 非公表 14,000 小林　隆宏 非公表 10,000

小﨑　裕幸 非公表 14,000 中島　正義 非公表 14,000

朝比奈　雅人 非公表 14,000 岡島　弘 非公表 10,000

朝比奈　雅人 非公表 14,000 石立　修 非公表 10,000

朝比奈　雅人 非公表 14,000 矢部　嘉章 非公表 14,000

歌崎　秀夫 非公表 14,000 酒井　正樹 非公表 10,000

歌崎　秀夫 非公表 14,000 石井　穣治 非公表 10,000

石川　瑠深 非公表 10,000 杉原　孝史 非公表 12,000

櫻井　昭宏 非公表 10,000 林　恵祐 非公表 10,000

岡部　弘輝 非公表 10,000 和田　茂生 非公表 10,000

柴﨑　慎二 非公表 14,000 七海　和生 非公表 12,000

小澤　直也 非公表 58,000 大塩　雄太 非公表 14,000

津熊　茂則 非公表 20,000 今田　高志 非公表 14,000

津熊　茂則 非公表 20,000 兼松　徹 非公表 10,000

津熊　茂則 非公表 10,000 兼松　徹 非公表 10,000

津熊　茂則 非公表 10,000 小谷　英行 非公表 12,000

児玉　正和 非公表 14,000 金子　重弥 非公表 10,000

泉　将弥 非公表 14,000 小野　とあ 非公表 12,000

岩城　一平 非公表 14,000 伊達　修一 非公表 10,000

國富　八希 非公表 14,000 范　正弘 非公表 10,000

木塚　芳博 非公表 10,000 小林　憲文 非公表 14,000

横田　誠 非公表 10,000 原田　裕親 非公表 10,000

名古屋　圭祐 非公表 14,000 上野　祐介 非公表 10,000

長畑　ひとみ 非公表 12,000 入江　眞理 非公表 12,000

高瀬　悠太 非公表 14,000 野原　裕憲 非公表 14,000

纐纈　啓輔 非公表 14,000 Miller　Lance Jonathan 非公表 12,000

森下　昇 非公表 10,000 Miller　Lance Jonathan 非公表 12,000

川口　太司 非公表 10,000 浅井　スエノ 非公表 14,000

川口　太司 非公表 10,000 有田　靖志 非公表 14,000

川口　太司 非公表 10,000 原口　智尚 非公表 12,000

近藤　勝 非公表 12,000 森川　俊宏 非公表 14,000

蛭田　弘二 非公表 10,000 中矢　武和 非公表 14,000

原島　德臣 非公表 14,000 山本　晃 非公表 14,000

小田切　清史 非公表 12,000 藤本　孝憲 非公表 14,000

尾浦　孝之 非公表 10,000 志子田　淳 非公表 10,000

木内　正志 非公表 14,000 林　牧人 非公表 14,000

下田　大介 非公表 12,000 田村　幸典 非公表 14,000

村上　直明 非公表 10,000 栩木　誠 非公表 14,000

佐藤　淳 非公表 20,000 関塚　昌人 非公表 12,000

佐藤　淳 非公表 10,000 大久保　アカリ 非公表 10,000

竹中　光次郎 非公表 10,000 具足　彰治 非公表 10,000

長久保　美代子 非公表 14,000 井坂　英臣 非公表 14,000

前原　瑞樹 非公表 14,000 染谷　将成 非公表 10,000

鈴木　聡 非公表 10,000 山崎　政俊 非公表 14,000

池田　莉菜 非公表 14,000 鶴田　泰然 非公表 12,000

杉原　功 非公表 10,000 竹川　敦史 非公表 10,000

宮嶋　勇次 非公表 12,000 平野　琢也 非公表 20,000

原　哲二 非公表 12,000 庄野　哲夫 非公表 10,000

西岡　奏朗 非公表 14,000 工藤　直志 非公表 15,000

西岡　奏朗 非公表 10,000 多田　真仁 非公表 20,000

鈴木　康介 非公表 58,000 舘野　秀章 非公表 10,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

石田　元子 非公表 12,000 飯島　寛仁 非公表 10,000

佐々木　博規 非公表 14,000 前島　孝史 非公表 14,000

菊地　登代美 非公表 12,000 中嶋　稚子 非公表 10,000

沼田　牧子 非公表 14,000 松本　満子 非公表 10,000

山口　雅夫 非公表 14,000 島村　宏子 非公表 14,000

田村　琢磨 非公表 14,000 丸子　昭二 非公表 10,000

川上　真司 非公表 14,000 西尾　隆子 非公表 14,000

菅　光輝 非公表 14,000 平尾　泰保 非公表 14,000

菅　光輝 非公表 14,000 平尾　泰保 非公表 14,000

箙　将威 非公表 10,000 平尾　泰保 非公表 14,000

中馬　和法 非公表 12,000 平尾　泰保 非公表 14,000

大平　茂生 非公表 10,000 平尾　泰保 非公表 14,000

大平　茂生 非公表 10,000 平尾　泰保 非公表 14,000

菊地　雅宣 非公表 14,000 平尾　泰保 非公表 14,000

廣田　美佐子 非公表 39,000 平尾　泰保 非公表 14,000

桝井　章弘 非公表 14,000 平尾　泰保 非公表 14,000

桝井　章弘 非公表 14,000 平尾　泰保 非公表 14,000

小川　雅樹 非公表 14,000 平能　修 非公表 14,000

本間　幸二 非公表 20,000 平能　修 非公表 14,000

山内　武憲 非公表 14,000 成岡　瑞尚 非公表 312,000

小島　新治 非公表 10,000 大場　大祐 非公表 14,000

島崎　麻衣 非公表 10,000 北原　和良 非公表 12,000

佐藤　浩司 非公表 68,000 斉藤　賢史 非公表 14,000

本橋　力 非公表 14,000 大塚　晴子 非公表 10,000

佐賀　平一郎 非公表 58,000 河尾　美智子 非公表 14,000

佐賀　平一郎 非公表 39,000 坂口　昌明 非公表 14,000

谷口　学 非公表 14,000 田口　慎之輔 非公表 14,000

齋藤　浩 非公表 10,000 岡田　康司 非公表 14,000

海老原　俊一 非公表 14,000 岡田　康司 非公表 12,000

河野　由紀恵 非公表 14,000 岡田　康司 非公表 10,000

新妻　寛之 非公表 20,000 前田　頌太 非公表 10,000

新妻　寛之 非公表 20,000 小川　卓大 非公表 14,000

河井　敏彦 非公表 10,000 河村　幸一 非公表 12,000

青木　秀敏 非公表 10,000 福田　真由美 非公表 14,000

水戸　淳 非公表 10,000 池田　敏美 非公表 14,000

遠藤　豪 非公表 12,000 松井　砂弥 非公表 10,000

遠藤　豪 非公表 10,000 熊川　裕 非公表 10,000

遠藤　豪 非公表 10,000 松浦　孝司 非公表 54,000

巖城　徹 非公表 14,000 菅原　彩子 非公表 10,000

吉嶺　雅子 非公表 12,000 磯俣　真子 非公表 14,000

森田　光 非公表 14,000 山口　健一 非公表 10,000

高林　晶一 非公表 14,000 中定　欽也 非公表 10,000

坂野　テツコ 非公表 10,000 大久保　裕司 非公表 14,000

高田　賢之助 非公表 20,000 江頭　大海 非公表 14,000

渡辺　喜満 非公表 12,000 江良　俊亮 非公表 25,000

田邊　充利 非公表 15,000 江良　俊亮 非公表 10,000

猪島　範久 非公表 14,000 佐藤　大 非公表 10,000

亀井　龍之介 非公表 20,000 田尻　彬 非公表 14,000

倉澤　慈人 非公表 14,000 後藤　美鶴 非公表 10,000

柳澤　敦彦 非公表 14,000 後藤　美鶴 非公表 10,000

大橋　伸康 非公表 10,000 堀部　雄太 非公表 14,000

武藤　勝紀 非公表 50,000 井上　ひとみ 非公表 10,000

津田　修 非公表 10,000 三島　富士男 非公表 14,000

井手上　裕樹 非公表 14,000 宮口　真一郎 非公表 14,000

兪　貞任 非公表 10,000 時津　隆史 非公表 14,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

谷口　理丈 非公表 10,000 石沢　美和子 非公表 14,000

高橋　優子 非公表 14,000 田中　浩 非公表 10,000

立花　英興 非公表 14,000 滝川　香織 非公表 14,000

雜賀　佳子 非公表 14,000 前川　恵 非公表 14,000

高見　征睦 非公表 10,000 庄司　佳祐 非公表 14,000

小菅　耕二 非公表 14,000 佐藤　修 非公表 14,000

杉山　典行 非公表 10,000 加藤　徹 非公表 10,000

渕本　富久 非公表 14,000 西垣　勉 非公表 14,000

田中　一 非公表 14,000 山下　祥文 非公表 14,000

仲野　剛 非公表 14,000 石崎　泰寛 非公表 10,000

南波　央紀 非公表 12,000 杉原　圭子 非公表 14,000

南波　央紀 非公表 12,000 松浦　大輝 非公表 58,000

茂木　ひろみ 非公表 14,000 薄田　圭二 非公表 14,000

宮原　隆夫 非公表 10,000 宮田　徹 非公表 100,000

唐木　泰爾 非公表 14,000 池田　典也 非公表 15,000

佐藤　秀則 非公表 14,000 池田　典也 非公表 11,000

中井　智崇 非公表 14,000 長野　真紀 非公表 14,000

岡元　章伍 非公表 10,000 名倉　則昌 非公表 14,000

下條　基凱 非公表 14,000 古沢　信幸 非公表 14,000

下條　基凱 非公表 12,000 岩本　喜久美 非公表 14,000

坂間　浩子 非公表 14,000 加藤　将人 非公表 14,000

谷井　真奈美 非公表 10,000 加藤　将人 非公表 14,000

湖山　昌道 非公表 20,000 古関　郁美 非公表 14,000

吉田　克己 非公表 20,000 石塚　順子 非公表 14,000

亀村　俊二 非公表 14,000 鈴木　友子 非公表 14,000

LI　TIENHSUEH 非公表 14,000 千葉　豊和 非公表 10,000

首藤　達哉 非公表 10,000 桑原　憲一 非公表 10,000

森谷　広子 非公表 14,000 狩野　良輔 非公表 14,000

荻山　圭三 非公表 10,000 大西　高一郎 非公表 12,000

久志本　和彦 非公表 10,000 長島　陽子 非公表 10,000

絹山　美希 非公表 12,000 藤田　勝己 非公表 14,000

近間　和雄 非公表 14,000 山内　隆司 非公表 14,000

西村　正宏 非公表 14,000 野崎　美夫 非公表 10,000

石井　克幸 非公表 14,000 葛岡　義久 非公表 20,000

川瀬　治 非公表 14,000 山本　幸博 非公表 14,000

松田　博子 非公表 10,000 浅野　隆司 非公表 14,000

西垣　勉 非公表 10,000 浅野　隆司 非公表 14,000

吉野　修 非公表 14,000 長谷川　英一 非公表 12,000

柴田　浩司 非公表 12,000 邵　小敏 非公表 14,000

土居　茂 非公表 14,000 加藤　真人 非公表 14,000

池永　広一 非公表 14,000 加藤　真人 非公表 14,000

日下　宏 非公表 20,000 加藤　真人 非公表 14,000

神保　豊 非公表 10,000 加藤　真人 非公表 14,000

小川　和芳 非公表 12,000 相澤　修也 非公表 14,000

金丸　奈央 非公表 14,000 永井　慈史 非公表 15,000

井上　百合子 非公表 14,000 篝　耕二 非公表 14,000

西川　陽二郎 非公表 14,000 片岡　親 非公表 10,000

相田　英二 非公表 14,000 佐々木　純一 非公表 12,000

相田　英二 非公表 10,000 濱田　知則 非公表 12,000

丹野　歩香 非公表 14,000 藤原　友香 非公表 14,000

多田　裕輝 非公表 14,000 湯田　紀久子 非公表 68,000

宮島　章 非公表 12,000 吉岡　由起 非公表 14,000

太田　靖子 非公表 14,000 羽鳥　祥一 非公表 14,000

土井　信幸 非公表 12,000 武田　雅博 非公表 10,000

板本　裕 非公表 39,000 冨澤　正行 非公表 14,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

遠田　義信 非公表 14,000 花谷　重守 非公表 10,000

増森　毅 非公表 10,000 鈴木　英人 非公表 39,000

村島　由美 非公表 14,000 奥雲　友美枝 非公表 14,000

松原　裕子 非公表 14,000 田中　将司 非公表 14,000

大矢　俊介 非公表 14,000 原田　公隆 非公表 12,000

石橋　芳美 非公表 12,000 山岸　希望 非公表 14,000

青木　一実 非公表 14,000 中村　文昭 非公表 10,000

根岸　大夢 非公表 12,000 篠田　華澄 非公表 14,000

和田　光知 非公表 14,000 田中　径子 非公表 10,000

細山　博泰 非公表 14,000 小池　容子 非公表 12,000

田中　康弘 非公表 12,000 酒谷　信行 非公表 39,000

高橋　敏弘 非公表 14,000 田中　斉 非公表 10,000

成川　剛 非公表 14,000 和田　洋一郎 非公表 10,000

木戸　優樹 非公表 10,000 蟻川　徹 非公表 10,000

宮本　佳太 非公表 10,000 米澤　元雄 非公表 20,000

中村　剛也 非公表 12,000 米澤　元雄 非公表 12,000

中村　剛也 非公表 12,000 米澤　元雄 非公表 12,000

小川　志乃 非公表 10,000 福原　成太 非公表 10,000

須佐　淳司 非公表 10,000 清水　浩之 非公表 20,000

加藤　幸雄 非公表 10,000 森崎　達也 非公表 39,000

中井　康成 非公表 20,000 粟津　聖士 非公表 14,000

酒井　優行 非公表 39,000 藤原　勝人 非公表 39,000

増岡　秀志 非公表 20,000 波多　賢三 非公表 10,000

平野　裕二 非公表 125,000 高岸　豊 非公表 12,000

中村　建 非公表 100,000 有馬　茂則 非公表 10,000

星野　芽依 非公表 10,000 北田　健悟 非公表 39,000

鈴木　克彦 非公表 10,000 富樫　司 非公表 14,000

藻谷　直樹 非公表 20,000 松下　拓磨 非公表 14,000

滝谷　匡剛 非公表 10,000 嵯峨　駿佑 非公表 10,000

米田　亜矢子 非公表 10,000 石田　理士 非公表 14,000

井上　大也 非公表 12,000 青木　真吾 非公表 14,000

徳田　香織 非公表 14,000 鳥居　宏徳 非公表 14,000

大川　徹 非公表 14,000 西村　健児 非公表 10,000

小林　正則 非公表 14,000 齋藤　龍蔵 非公表 12,000

田嶋　弘 非公表 14,000 加藤　憲一郎 非公表 14,000

うえだ　たけし 非公表 12,000 北野　伸次 非公表 14,000

うえだ　たけし 非公表 12,000 荒井　雅博 非公表 10,000

中　英司 非公表 12,000 中村　文昭 非公表 10,000

坂本　真喜世 非公表 14,000 中村　文昭 非公表 10,000

葉勢森　純子 非公表 20,000 伴　仁志 非公表 14,000

善平　大地 非公表 14,000 佐々木　敏孝 非公表 14,000

山西　秀樹 非公表 10,000 佐々木　敏孝 非公表 14,000

三島　圭一 非公表 10,000 中島　雅也 非公表 10,000

辻　哲也 非公表 20,000 岸本　鉄志 非公表 14,000

本間　かおる 非公表 14,000 岡部　祥典 非公表 14,000

加藤　美緒 非公表 14,000 桒野　勝次 非公表 14,000

田中　秀和 非公表 14,000 河野　道子 非公表 14,000

平安　梓 非公表 12,000 山下　英樹 非公表 14,000

渡邊　幹太 非公表 14,000 高橋　英里 非公表 10,000

長沢　秀光 非公表 12,000 望月　君恵 非公表 39,000

池口　彰男 非公表 12,000 佐々木　光雄 非公表 12,000

花谷　重守 非公表 10,000 三輪　里奈 非公表 14,000

花谷　重守 非公表 10,000 松浦　輝 非公表 10,000

花谷　重守 非公表 10,000 野内　哲也 非公表 100,000

花谷　重守 非公表 10,000 中村　篤司 非公表 14,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

杉原　龍之介 非公表 14,000 鹿島　誠一郎 非公表 14,000

杉原　龍之介 非公表 12,000 村上　堅二 非公表 12,000

鈴木　由介 非公表 14,000 小澤　隆 非公表 14,000

柄本　真吾 非公表 12,000 高木　裕之 非公表 14,000

柄本　真吾 非公表 12,000 持木　博 非公表 14,000

丸山　智雄 非公表 14,000 泉　富治男 非公表 10,000

山本　和伸 非公表 12,000 河西　志歩 非公表 39,000

仁丹　真介 非公表 15,000 高橋　聡 非公表 14,000

北埜　義之 非公表 15,000 伊豆　啓介 非公表 14,000

林　志津枝 非公表 10,000 木下　貴成 非公表 14,000

岡田　智史 非公表 10,000 勝呂　慶一 非公表 10,000

細谷　操 非公表 14,000 下野　真由美 非公表 10,000

吉川　久美子 非公表 39,000 奥村　幸司 非公表 14,000

平田　茂臣 非公表 39,000 中村　友香梨 非公表 10,000

田中　甚 非公表 10,000 能美　由希子 非公表 14,000

細川　雅史 非公表 10,000 千田　光梨 非公表 14,000

岡本　小由里 非公表 14,000 安藤　大輔 非公表 10,000

野中　政昭 非公表 14,000 竹島　照 非公表 14,000

松田　芳洋 非公表 12,000 山内　裕文 非公表 14,000

原口　博幸 非公表 14,000 波多野　至 非公表 14,000

石川　貴士 非公表 14,000 丸山　節子 非公表 14,000

山澤　忍 非公表 14,000 渡邉　芳春 非公表 14,000

福田　爽夏 非公表 14,000 二村　仁朗 非公表 12,000

堀本　直希 非公表 12,000 田久保　陽司 非公表 14,000

海上　雄大 非公表 10,000 萩野　光義 非公表 14,000

荒木　雅彦 非公表 12,000 永田　政義 非公表 12,000

永田　葵 非公表 14,000 益田　陽子 非公表 14,000

浦瀬　巌 非公表 14,000 石水　豊大 非公表 14,000

橋本　慎二 非公表 14,000 伊藤　厚二 非公表 14,000

西岡　三佳 非公表 10,000 永井　徹彦 非公表 14,000

篠嵜　馨 非公表 10,000 大宮　孝太 非公表 14,000

瀬尾　浩之 非公表 14,000 藤本　好彦 非公表 10,000

福本　ミサホ 非公表 10,000 藤本　好彦 非公表 10,000

藤城　和也 非公表 14,000 山崎　菊治 非公表 14,000

鹿野　純一 非公表 14,000 松井　健志 非公表 20,000

国島　徹也 非公表 39,000 安藤　実 非公表 14,000

土屋　遥平 非公表 39,000 伊藤　耀佑 非公表 14,000

臼倉　亮太 非公表 14,000 藤乃井　篤司 非公表 14,000

岩舘　敏昭 非公表 10,000 西原　浩司 非公表 14,000

伊東　ますみ 非公表 10,000 谷上　哲也 非公表 14,000

佐々木　健一郎 非公表 14,000 藤井　弘基 非公表 14,000

神田　裕史 非公表 14,000 川鍋　昌彦 非公表 14,000

渥美　浩行 非公表 20,000 田所　和美 非公表 10,000

篠崎　明 非公表 14,000 高橋　基樹 非公表 39,000

森田　直弥 非公表 10,000 脇山　剛 非公表 14,000

橋本　華子 非公表 10,000 河野　修己 非公表 14,000

和泉　達典 非公表 39,000 河野　修己 非公表 14,000

吉田　忠義 非公表 14,000 河野　修己 非公表 14,000

木下　雄一 非公表 14,000 河野　修己 非公表 14,000

宮本　一典 非公表 58,000 吉原　信吾 非公表 10,000

宮本　一典 非公表 10,000 神村　優介 非公表 14,000

森　恭彦 非公表 14,000 川村　将芳 非公表 14,000

中山　和士 非公表 14,000 行田　悠 非公表 25,000

江藤　彰彦 非公表 58,000 副島　奈津美 非公表 14,000

東崎　泰広 非公表 14,000 有本　英晃 非公表 14,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

石田　真奈美 非公表 10,000 浅野　悦夫 非公表 14,000

青砥　佳孝 非公表 12,000 綾部　泰二 非公表 14,000

青砥　佳孝 非公表 11,000 西川　靖洋 非公表 14,000

桜糀　修 非公表 39,000 井ノ口　岳秀 非公表 14,000

吉村　真一 非公表 39,000 田村　行市 非公表 14,000

高橋　優 非公表 14,000 花澤　有輔 非公表 14,000

大坪　裕之 非公表 10,000 星野　広友 非公表 14,000

笹本　敬 非公表 14,000 三浦　浩史 非公表 14,000

小林　由子 非公表 10,000 安藤　靖夫 非公表 15,000

田所　和美 非公表 14,000 佐藤　健治 非公表 14,000

松島　巌 非公表 14,000 白須　圭太 非公表 14,000

佐々木　健成 非公表 10,000 寺本　幸平 非公表 14,000

岩出　享子 非公表 14,000 丹羽　祐介 非公表 14,000

垂石　克哉 非公表 20,000 池尾　裕一 非公表 14,000

梅花　実 非公表 14,000 松田　美千代 非公表 14,000

佐藤　孝行 非公表 14,000 廣川　隆 非公表 12,000

山口　淳 非公表 14,000 岩本　和久 非公表 14,000

山口　淳 非公表 10,000 鹿田　明子 非公表 14,000

柴田　純平 非公表 14,000 平松　宏一 非公表 39,000

齊藤　文江 非公表 14,000 鈴木　功三 非公表 14,000

三村　衆子 非公表 10,000 小山　勝巳 非公表 14,000

小林　弘明 非公表 14,000 中田　真太郎 非公表 20,000

畑田　恵美 非公表 54,000 堀口　守行 非公表 58,000

篠原　勇治 非公表 14,000 喜友名　修一 非公表 14,000

篠原　勇治 非公表 14,000 喜友名　修一 非公表 14,000

成松　明知 非公表 14,000 小川　淳 非公表 14,000

新村　兆一郎 非公表 20,000 斉藤　幸延 非公表 14,000

新村　兆一郎 非公表 14,000 佐野　喜一郎 非公表 14,000

宮武　一馬 非公表 10,000 山田　季之 非公表 39,000

野口　耕一 非公表 14,000 永井　翔悟 非公表 14,000

南　賢人 非公表 14,000 堀金　春香 非公表 14,000

有賀　啓二 非公表 14,000 矢澤　伸幸 非公表 14,000

西古　均 非公表 10,000 坂本　一 非公表 14,000

武井　千穂 非公表 14,000 前田　裕輔 非公表 14,000

山内　理子 非公表 14,000 伊藤　忠義 非公表 14,000

貫名　慶史 非公表 14,000 金子　泰之 非公表 14,000

江畠　稔 非公表 20,000 野崎　克利 非公表 14,000

蓮沼　和枝 非公表 14,000 杉本　翔悟 非公表 14,000

石田　重文 非公表 15,000 中井　貴仁 非公表 14,000

黒田　桃加 非公表 14,000 糸日谷　直樹 非公表 14,000

橋本　誠 非公表 12,000 磯　頼光 非公表 20,000

海老澤　久 非公表 14,000 田中　崇嗣 非公表 14,000

榊　健次郎 非公表 14,000 菱田　康太郎 非公表 14,000

榊　健次郎 非公表 14,000 桜田　龍三 非公表 20,000

吉田　宜史 非公表 14,000 高山　雄宇 非公表 14,000

山部　敦久 非公表 14,000 高木　和浩 非公表 14,000

向井　崇 非公表 39,000 高橋　　司郎 非公表 14,000

Sljoka　Adnan 非公表 14,000 甲斐　大貴 非公表 14,000

大橋　伸基 非公表 14,000 甲斐　大貴 非公表 10,000

鷲巣　貴志 非公表 14,000 高橋　元章 非公表 14,000

坂本　真一 非公表 12,000 久保田　隆彦 非公表 14,000

浅野　陽一 非公表 14,000 北野　仁志 非公表 39,000

長谷川　宏之 非公表 14,000 浅川　和己 非公表 14,000

浅野　雅仁 非公表 10,000 北野　禮子 非公表 39,000

相澤　正行 非公表 14,000 北野　禮子 非公表 39,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

玉山　和彦 非公表 10,000 上岡　秀一 非公表 39,000

木根渕　淑美 非公表 14,000 佐藤　昇吾 非公表 14,000

小椋　道太 非公表 14,000 小野内　崇 非公表 14,000

古澤　龍之介 非公表 20,000 新井　崇弘 非公表 14,000

増田　浩之 非公表 14,000 藏原　啓一郎 非公表 14,000

坂井　光則 非公表 20,000 柳沼　秀樹 非公表 39,000

白浜　飛鳥 非公表 20,000 大塚　真由美 非公表 68,000

大澤　孝充 非公表 14,000 大塚　真由美 非公表 10,000

穂坂　宏昭 非公表 12,000 小笠原　進 非公表 14,000

吉田　有里 非公表 39,000 文屋　弘 非公表 58,000

大渕　茂 非公表 14,000 小林　光夫 非公表 58,000

鈴木　裕介 非公表 14,000 小林　諒 非公表 14,000

諸橋　豊 非公表 14,000 原　明広 非公表 14,000

諸橋　豊 非公表 14,000 黒田　政紀 非公表 39,000

斉藤　直人 非公表 14,000 佐々木　敏和 非公表 68,000

坂井　正光 非公表 10,000 田口　智行 非公表 14,000

畠山　紗苗 非公表 14,000 山田　依美 非公表 14,000

木岡　恵子 非公表 14,000 二宮　裕臣 非公表 10,000

川嶋　直樹 非公表 14,000 渡邉　健太 非公表 20,000

山北　満 非公表 14,000 米田　健三 非公表 14,000

内原　潤之介 非公表 14,000 松尾　麻未 非公表 10,000

原田　美紀 非公表 14,000 太田　智 非公表 14,000

高木　雅夫 非公表 10,000 金子　留美 非公表 14,000

金子　野乃花 非公表 10,000 塚崎　慎一 非公表 14,000

川上　雄也 非公表 14,000 塚崎　慎一 非公表 10,000

川井　美緒 非公表 10,000 柳楽　英樹 非公表 14,000

山本　輝行 非公表 58,000 植村　宗則 非公表 14,000

山本　輝行 非公表 58,000 内田　英宏 非公表 39,000

今井　宏暢 非公表 39,000 内田　英宏 非公表 39,000

今井　宏暢 非公表 39,000 中里　澄人 非公表 14,000

山室　裕幸 非公表 14,000 鹿又　三郎 非公表 14,000

石神　正平 非公表 14,000 木村　雅俊 非公表 14,000

工藤　陽子 非公表 14,000 真下　雅充 非公表 14,000

石井　宏弥 非公表 14,000 香取　理絵 非公表 14,000

征録　正也 非公表 14,000 幸崎　繁 非公表 14,000

都築　徹 非公表 10,000 吉田　渉 非公表 14,000

増田　晴巳 非公表 14,000 石川　千晶 非公表 14,000

増田　晴巳 非公表 14,000 山本　佐知子 非公表 14,000

山下　善之 非公表 14,000 関　綾花 非公表 14,000

手塚　菜摘 非公表 14,000 中田　眞琴 非公表 10,000

山﨑　準 非公表 14,000 木川　英則 非公表 20,000

後藤　友佳子 非公表 39,000 黒川　和代 非公表 14,000

岩下　真響 非公表 8,000 高野　哲 非公表 14,000

湯田　紀久子 非公表 20,000 渡邊　弘 非公表 14,000

後藤　友佳子 非公表 39,000 淺野　修蔵 非公表 14,000

寺町　康隆 非公表 58,000 鈴木　孝仁 非公表 14,000

横見瀬　裕香 非公表 14,000 佐川　哲也 非公表 14,000

宮脇　利晴 非公表 20,000 高柳　健太 非公表 12,000

虫明　雄基 非公表 14,000 許　理威 非公表 20,000

吉垣　美里 非公表 14,000 許　理威 非公表 14,000

能勢　剛明 非公表 14,000 吉田　明生 非公表 68,000

篠田　潤 非公表 10,000 清水　洋子 非公表 14,000

齋藤　佳雄 非公表 14,000 矢部　孝治 非公表 15,000

中島　浩賀 非公表 14,000 宮本　淳太 非公表 14,000

川田　敏之 非公表 14,000 宮本　淳太 非公表 10,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円) ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

安本　剛晴 非公表 39,000 前西　景太 非公表 14,000

関口　秀人 非公表 14,000 鈴木　克彦 非公表 10,000

田中　麗実 非公表 15,000 田中　章雄 非公表 14,000

石井　功貴 非公表 14,000 山崎　栄一 非公表 10,000

松尾　慶典 非公表 14,000 小柳　哲也 非公表 12,000

金田　拓馬 非公表 14,000 中村　知美 非公表 14,000

福田　明 非公表 39,000 長友　浩太 非公表 14,000

中村　仁一 非公表 10,000 池田　大将 非公表 14,000

豊川　建二 非公表 14,000 高清水　宏勝 非公表 14,000

鈴木　陽一 非公表 14,000 横濱　将之 非公表 14,000

草野　脩人 非公表 39,000 佐藤　博之 非公表 12,000

松本　信吾 非公表 10,000 横山　大亮 非公表 14,000

川野　明 非公表 20,000 東﨑　泰広 非公表 10,000

堅田　豊 非公表 39,000 東﨑　泰広 非公表 20,000

山之内　昭人 非公表 14,000 大部　由佳 非公表 14,000

吉田　由依 非公表 14,000 森田　隆介 非公表 12,000

伊藤　秀隆 非公表 14,000 坂井　謙太 非公表 14,000

伊藤　秀隆 非公表 14,000 坂井　謙太 非公表 12,000

西尾　直人 非公表 14,000 佐山　孝介 非公表 15,000

加藤　慎 非公表 14,000 皆川　大輔 非公表 14,000

藤本　貴之 非公表 14,000 渡辺　路子 非公表 10,000

森川　敏治 非公表 39,000 大島　寛明 非公表 14,000

齋藤　正巳 非公表 14,000 藤野　稔也 非公表 14,000

安本　和外 非公表 39,000 柴田　昌彦 非公表 10,000

掃部　恵里 非公表 14,000 遠藤　小百合 非公表 10,000

松本　賢典 非公表 14,000 山崎　栄一 非公表 10,000

大郷　智子 非公表 14,000 根本　信明 非公表 14,000

福井　博崇 非公表 39,000 江田　美律 非公表 14,000

榎本　誠 非公表 14,000 伊深　勝彦 非公表 12,000

山田　貴子 非公表 39,000 酒井　亮延 非公表 14,000

飯塚　幹也 非公表 10,000 山元　定子 非公表 14,000

竜田　ちひろ 非公表 39,000 河村　豪太 非公表 14,000

竜田　ちひろ 非公表 10,000 山本　稔 非公表 12,000

山崎　栄一 非公表 10,000 山津　吉孝 非公表 10,000

小松　智子 非公表 14,000 市川　正樹 非公表 14,000

石原　薫 非公表 14,000 高木　哲也 非公表 10,000

入口　陽介 非公表 12,000 掃部　恵里 非公表 14,000

吉田　圭吾 非公表 10,000 松　圭子 非公表 10,000

加藤　留意 非公表 14,000 鎌田　健一 非公表 14,000

吉田　敦子 非公表 14,000 佐藤　順一 非公表 14,000

鈴木　明 非公表 10,000 米山　和宏 非公表 14,000

柴田　昌彦 非公表 10,000 鈴木　純也 非公表 14,000

佐藤　知美 非公表 10,000 堀　冬樹 非公表 14,000

細田　良博 非公表 12,000 木村　昌寛 非公表 12,000

山崎　栄一 非公表 10,000 岡本　綾子 非公表 14,000

青野　貞夫 非公表 20,000 岡本　綾子 非公表 12,000

竹内　護 非公表 12,000 岡本　綾子 非公表 10,000

髙野　健太 非公表 14,000 北出　寿 非公表 14,000

畠山　恵子 非公表 12,000 清水　喜代子 非公表 68,000

櫻井　誠 非公表 12,000 今川　博文 非公表 12,000

櫻井　利明 非公表 20,000 相澤　亮 非公表 14,000

櫻井　利明 非公表 20,000 菅野　逸郎 非公表 20,000

谷水　郁代 非公表 14,000 八幡　雅子 非公表 14,000

谷本　有希 非公表 14,000 川村　隆一朗 非公表 14,000

三田　晃平 非公表 10,000 高嶋　秀和 非公表 20,000
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ご芳名(個人) 住所 寄附額(円)

荒木　公二 非公表 10,000

美野　眞悟 非公表 68,000

大野　逸郎 非公表 12,000

勝又　辰明 非公表 12,000

河原　正吾 非公表 20,000

喜納　清隆 非公表 14,000

山崎　栄一 非公表 10,000

植松　光夫 非公表 14,000

田中　崇嗣 非公表 14,000

山田　康大 非公表 12,000

大塚　聖久 非公表 14,000

武藤　祐太 非公表 14,000

金原　擴 非公表 10,000

山田　康之 非公表 14,000

太田　麻生 非公表 14,000

大槻　義昭 非公表 14,000

相澤　亮 非公表 14,000

川上　数仁 非公表 12,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 敬称は省略させていただきました。 

・ 氏名などの個人情報の記載については、ご本人に了解を得ています。 

・ 氏名などの公表を希望されていない方については、「匿名」「非公表」としました。

ご芳名(個人) 住所 件数 寄附額(円)

匿名 北海道 7 184,000

匿名 関東 24 551,000

匿名 東海 7 95,000

匿名 北陸 1 5,000

匿名 関西 7 126,000

匿名 九州・沖縄 7 98,000

421,241,000匿名・住所非公表（28,098件）

住所 寄附額(円)

北海道 500,000

北海道 3,000,000

北海道 1,000,000

北海道 500,000

北海道 30,000

北海道 3,000,000

北海道 100,000

北海道 500,000

北海道 150,000

北海道 200,000

北海道 500,000

北海道 500,000

北海道 500,000

北海道 500,000

北海道 500,000

北海道 409,300

北海道 1,000,000

北海道 200,000

北海道 100,000

北海道 500,000

北海道 1,000,000

北海道 300,000

北海道 300,000

北海道 200,000

北海道 200,000

北海道 510,000

北海道 63,106

北海道 200,000

北海道 50,000

北海道 500,000

関東 200,000

非公表 20,556

620,000

株式会社萌福祉サービス

留萌信用金庫　信交会

ＡＴＯＭＵ自動車

黄金岬観光協会

留萌市職員福利厚生会

留萌商工会議所

留萌商工会議所シニアクラブ

留萌商工会議所職員親睦会

ハニックス株式会社

有限会社ハタナカプランニング

明治安田生命保険相互会社

匿名・住所非公表（3件）

留萌高等学校吹奏楽部

芳栄会

株式会社ドート

留萌市職員福利厚生会病院支部

留萌市役所研睦会

自治労留萌市職員労働組合連合会

ハラダ工業株式会社

空知商工信用組合

商工会議所青年部

明治安田生命保険相互会社

山高建設工業株式会社

ご芳名(団体)

株式会社堀口組

留萌仏教会

ハタナカエステイト株式会社

ノース建商株式会社

塩見建設株式会社

株式会社ハタナカ昭和

ハロークラブ

堀松建設工業株式会社

ハタナカ運輸株式会社

萌州建設株式会社
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５ 寄附者のみなさまからのメッセージ  

 令和２年度に本市に寄せられた応援メッセージの一部を紹介いたします。ご声援ありが

とうございました。 

 

■ いつも子供が美味しくお米をいただいています。 

 

■ 昨年も寄附しました。ゆめぴりかがおいしかったです。 

 

■ 幼い時に海水浴場にあった海の家で食べた毛ガニラーメンが、とても美味しく感じた

ことを今でもよく覚えています。綺麗な海、丘の上の風車、とても景色が良く素敵な所

だと感じています。寒い日が続くかと思いますが、ご自愛ください。 

 

■ 訪れたことはありませんが、NHK連続テレビ小説「すずらん」が印象的でした。 

 

■ 海や山や平野の自然環境を維持いただいて、数の子やお米の産地という、他県にはな

い優位性のある特長を今後も誇っていただきたいと思っております。豊かな自然と食材

は人間の力だけでは決して作り得ない極めて魅力的な特長だと思いますので、今後も継

続的に維持いただきますようお願いいたします。 

 

■ 看護師です。留萌市立病院で実習させていただきました。多忙な業務の中、親切に指

導していただきました。居酒屋さんも美味しくて、実習の思い出話には必ず登場します。

コロナ禍で医療従事者は疲弊しています。感謝と応援を込めて納税させていただきます。 

 

■ 旅行で訪れたときに地元の方に親切にしていただきました。 

 

■ 鉄道に興味があり、一度訪ねてみたい街です。 

 

■ 夫の転勤で４年住んでいた事があります。町が生きていると言う印象で、皆さんにお

世話になりました。良いイメージしかないです。 
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■ 以前より、加藤水産の数の子を毎年お正月に食べていました。他の加工会社のものも

食べてみましたが、加藤水産の数の子が一番美味しかったので、数の子はそれ以来加藤

水産です。 

 

■ 井原水産の「カズチー」など、東京で留萌発の美味しいものに出会えるのがとても嬉

しいです。今後も数の子やルルロッソなど、留萌の食のブランドが花開いていくことを

祈っております。 

 

■ 北海道旭川市に住んでいたことがあり、子供達と黄金岬へカニ釣りによく行きました。

時間を忘れて、カニをとって遊んだことが思い出されます。ぬかにしんがとても美味し

くて大好きです。毎年、ふるさと納税でぬかにしんを頼む予定です。 

 

■ 留萌市を訪れた時、物産品も販売している福祉施設のトイレをお借りしました。大変

感じの良いところだったのでお礼です。 

 

■ 仕事でよく訪れます。とてものどかで素敵な街だと思います。人口減など様々な課題

があると思いますが、これからも良い街づくりを期待しています。 

 

■ バレーボールチーム「つくばユナイテッドSun GAIA」がスポーツ合宿でお世話になっ

ています。留萌市を応援しています。 

 

■ 札幌に転勤でいた時、観光で行きました。1人前の甘えびの量にびっくりし、とても美

味しくいただきました。また行きたいです。 

 

■ 大学生の頃に水曜どうでしょうが好きで、原付で北海道を一周しました。その時に留

萌市にあるライダーズハウスみつばちに泊まったことがあり、他の旅人達と交流ができ

良い思い出となっています。 

 

■ おせち料理が美味しそうでした。 

 

■ 留萌の蛇の目寿司がおいしかったです。 
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■ 1945年8月22日引揚三船遭難(第二新興丸)の生存者です。留萌市民の援助に深く感謝し

ており、些やかな恩返しです。活力ある街、健康な子供達を育てる街をつくって下さい。 

 

■ 留萌市で勤務をしていたことがあります。その時に「豚ジスカン」の存在を知りまし

た。とても美味しくて、毎年のようにお取り寄せしています。ふるさと納税の返礼品に

あったので、留萌市を応援するという意味もあり、納税いたしました。 

 

■ ゆめぴりかの大ファンです。とにかく美味しいです。 

 

■ 海産物が大好物で、特に留萌産の魚卵セットに魅力を感じました。こうした産品を軸

にブランド化を図ってほしいです。 

 

■ 大学生の時、北海道を自転車にて一周しました。その際に留萌駅の近くの家に一晩泊

めていただきました。その時のお礼にと思い、ふるさと納税をさせていただきました。

その節は大変ありがとうございました。 

 

■ 漁業関係は大変だと思います。日本の食卓へおいしいさかなを届けてほしいと思いま

す。漁をはじめ関係者の育成をお願いします。 

 

■ ニシンの切込みが大好きです。昔からのニシンの保存方法、文化などこれからもずっ

と継承していってほしいです。応援しています。 

 

■ おいしいにしん漬けがこれからも食べられるといいです。 

 

■ 以前食べたタコの味が忘れられません。これからも美味しい海産物、送り出してくだ

さい。 

 

■ ニシンの切り込みが大好きです。今までは百貨店で開催される北海道物産展で購入し

ていました。今回初めてふるさと納税をやってみようと思い検索したところ、留萌市の

返礼品にニシンの切り込みを見つけ、迷うことなく納税先に選びました。とても楽しみ

です。 
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■ 夕日と数の子、大好きです。かまぼこもおいしい!とても魅力的な町です。コロナが落

ち着いたらまた行きたいです! 

 

■ 有り難う！留萌。頑張ろう！留萌。好きです！留萌。 

 

■ 懐かしいにしん漬けに期待しています。 

 

■ 留萌駅のニシン親子弁当を食べて感動しました。今もまだあるのでしょうか。またい

つか行きたいです。 

 

■ 数年前から、北海道の駅を列車で巡っています。その中でも留萌本線は北海道で一番

好きな路線で、峠下駅は北海道で一番好きな駅です。利用者減による廃線の話が出てき

てしまうのは残念ですが、いつまでも鉄道が残ってほしいと願っています。 

 

■ 留萌が誇るニシンの伝統継承に使ってください。 

 

■ 子供の頃、よく海遊びしました。綺麗な海を大切にしてください。 

 

■ 留萌市の将来を担う子供達の教育資金として、ささやかではありますが寄附をさせて

いただきます。留萌市の子供達、がんばれ！！ 

 

■ 多くの食物を輸入に頼っている日本にとって、北海道の大自然を生かした農業や水産

業は貴重で重要です。これからもよろしくお願いします。 

 

■ おせち用に、国産の数の子で選びました。 

 

■ 自然と共存できる街づくりを希望します。市長さん頑張って下さい。 

 

■ 住民が安心できる医療体制を確立してください。 

 

■ 留萌の道の駅で数の子を購入し、とてもおいしかったので今回申し込みました。応援

しています。 
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■ 鉄路の問題がささやかれていますが、留萌本線お気に入りです。 

 

■ お年寄りが安心して暮らせる街づくりをお願いします。 

 

■ 国産の美味しい数の子を探して留萌にたどり着きました。 

 

■ 毎年ヤマニの数の子を購入しています。ふるさと納税にも入っていることを知り、応

援させていただくことにしました。 

 

■ 一日中陽当りのいい丘陵地にミネラル豊富な風が吹きます。ワイン造りに適したブド

ウ畑はどうでしょう。 

 

■ 留萌といえば数の子。カズチー、期待しています。 

 

■ 深川留萌道が留萌まで全通する一方で、JR留萌線の一部廃止の話が出るなど、かつて

留萌で勤務していた者としては、この先が気がかりですが、お世話になった地域を応援

する気持ちだけは負けません。 

 

■ 鰊、最高でした。 

 

■ 去年、お米を送っていただいたが、美味しくてビックリしました。今年も美味しいお

米を期待しています。 

 

■ 高級なのでなかなか手が出せない数の子。ニシンの町、留萌の自然豊かな数の子を楽

しみにしています。 

 

■ 大好きな町です。また、日本一の夕日が見たいです。 
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６ ｢若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例及び施行規則 

 ( １ ) 「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例 

平成20年９月25日条例第35号 

2008年環境サミット。 

地球環境を考える「北海道洞爺湖サミット」の開催年に、わたしたちのまち留萌は、留

萌市自治基本条例（平成18年留萌市条例第40号）の理念にも掲げられている、永遠に持続

できるふるさとの海、山、健康づくりを進め、誇りをもって未来を担う子どもたちに引き

継ぐまちづくりを進めるため、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、留萌市自治基本条例の理念に基づき、留萌のまちづくりへの共感や

ふるさとへの想いを持つ人びとの地域づくりへの参加手法として、寄附金を財源とし、

寄附者の想いを具体化することにより、多くの人びとの参加による個性あるふるさとづ

くりに資することを目的とする。 

（事業の区分） 

第２条 前条に規定する寄附者の想いを具体化するための事業は、次の各号のとおりとす

る。 

(１) 萌える若者たちのまちづくりに関する事業 

(２) ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業 

(３) ニシン文化の継承に関する事業 

(４) 食のブランド化、食育に関する事業 

(５) 健康で輝きのある元気づくりに関する事業 

(６) 安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業 

(７) こどもの健全な育成に関する事業 

(８) 市長が特に必要と認める重点事業 

(９) 前各号に掲げる事業のほか、留萌市が推進する事業 

（寄附金の指定等） 

第３条 寄附者は、前条各号に規定する事業（以下「寄附事業」という。）の中から、自

らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。 

２ 市長は、寄附者が前項に規定する事業の指定を行わなかったときは、第２条第８号の

事業の指定があったものとみなす。 

（基金の設置） 
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第４条 第２条第１号から第８号までに規定する事業に充てることを目的とし、寄附者か

ら収受した寄附金を適正に管理運用するため、「若者たちが萌えるまち」留萌市応援基

金（以下「応援基金」という。）を設置する。 

（基金への積立て等） 

第５条 第２条第１号から第８号までに規定する事業に係る寄附者から収受した寄附金は、

応援基金に積み立て、第２条第９号に規定する事業に係る寄附者から収受した寄附金は、

その目的に応じて、留萌市の設置する各種基金に積み立てるものとする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、寄附金を基金として

積み立てることなく、寄附事業の財源又はこの条例に基づく事務に要する経費に充てる

ことができる。 

（寄附者への配慮） 

第６条 市長は、応援基金の管理及び運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう

十分配慮しなければならない。 

（基金の管理） 

第７条 応援基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

（基金の収益処理） 

第８条 応援基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この応援

基金に編入するものとする。 

（基金の処分） 

第９条 応援基金は、その設置の目的を達成するため、第２条第１号から第８号までに規

定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができ

る。 

（基金の繰替運用等） 

第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利

率を定めて、応援基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳

入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。 

（運用状況の公表） 

第11条 市長は、毎年度の終了後３ケ月以内にこの条例の運用状況について、公表しなけ

ればならない。 

（条例の見直し） 

第12条 この条例は、施行の日から５年を超えない期間ごとに、社会状況の変化やこの条
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例の推進状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行うことができる。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年12月18日条例第28号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月22日条例第２号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月18日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 ( ２ ) 「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例施行規則 

平成20年９月25日規則第34号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例（平成20年留萌市条

例第35号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（寄附金の受入れ等） 

第２条 寄附金は、寄附申込書（別記様式第１号）によるものとする。ただし、インター

ネットを経由した申込みその他の方法により寄付者の意向を確認することができる場合

は、この限りでない。 

２ 寄附金の受入れは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 

(１) 市が発行する納付書による納付 

(２) 郵便振替による納付 

(３) インターネットを経由した次の支払方法による納付 

ア クレジットカード決済 

イ インターネットバンキング決済 

ウ コンビニエンスストア決済 

３ 市長は、寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は

収受した寄附金を返還することができる。 

４ 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録して

おかなければならない。 
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５ 寄附金の受入れは、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほ

か、この規則の定めるところによる。 

（寄附金受領証明書の交付） 

第３条 市長は、寄附金を受け入れたときは、寄附者に対し、寄附金受領証明書（別記様

式第２号）を交付するものとする。 

（感謝状等の贈呈） 

第４条 市長は、寄附金を受け入れたときは、寄附者に対し、感謝状（別記様式第３号）

を贈呈することができる。 

２ 感謝状は、適宜礼状（別記様式第４号）に代えることができる。 

３ 市長は、一定額以上の寄附者に対して、市の特産品等を贈ることができる。 

４ 市長は、100万円以上の寄附があったときは、感謝状にあわせて、記念品として額縁を

贈呈することができる。 

（寄附金台帳等の作成） 

第５条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳（別記様式第５号）を作成

しなければならない。 

２ 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておか

なければならない。 

（寄附金の額） 

第６条 寄附金は、一口1,000円を下限とする。ただし、市長が認める場合は、この限りで

ない。 

（運用状況の公表方法） 

第７条 条例第11条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項とし、広報誌等により

行うものとする。ただし、寄附者が自らの氏名、住所等の公表を希望しない場合はこれ

を公表しないものとする。 

(１) 寄附者の氏名又は団体名 

(２) 寄附者の住所（所在地）の都道府県・市区町村名 

(３) 寄附金の額 

(４) 寄附金を充当した事業の名称及び事業の概要 

(５) 留萌市応援基金の運用状況 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年８月31日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年５月18日規則第32号） 

この規則は、平成22年６月１日から施行する。 

附 則（平成23年９月29日規則第28号） 

この規則は、平成23年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月４日規則第３号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第５号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月24日規則第51号） 

この規則は、公布の日から施行し、令和元年９月９日から適用する。 

附 則（令和２年３月18日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 


