
件数 金額

445 7,621,000

185 3,411,000

124 2,703,000

130 2,155,000

426 9,993,000

1,310 25,883,000

受入日 お名前 ご住所 寄附金額（円） 使途
2020年4月 清水　伸二　様 埼玉県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年4月 緒方　一樹 様 神奈川県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年4月 舩井　保宏 様 東京都 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年5月 八尾　浩行 様 神奈川県 10,000 「都市づくり」に関する事業
2020年5月 山木　里奈 様 神奈川県 10,000 「仕事づくり」に関する事業
2020年5月 金丸　壮史 様 東京都 17,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年6月 出家　恵子 様 東京都 12,000 「仕事づくり」に関する事業
2020年6月 藤田　源太郎 様 東京都 27,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年6月 岡本　航 様 東京都 12,000 「都市づくり」に関する事業
2020年7月 原田　光俊 様 東京都 10,000 「仕事づくり」に関する事業
2020年7月 近藤　文彦 様 静岡県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年7月 中田　吉紀 様 北海道 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年7月 中村　文哉 様 東京都 10,000 「暮らしづくり」に関する事業
2020年7月 中村　文哉 様 東京都 10,000 「暮らしづくり」に関する事業
2020年8月 小川　克彦 様 東京都 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年8月 湯本　泰弘 様 茨城県 10,000 「暮らしづくり」に関する事業
2020年9月 鈴木　心也 様 東京都 17,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年9月 相馬　尹司 様 栃木県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年9月 水野　貴章 様 千葉県 300,000 「都市づくり」に関する事業
2020年9月 水野　貴章 様 千葉県 17,000 「都市づくり」に関する事業
2020年9月 今井　通敬 様 神奈川県 10,000 「仕事づくり」に関する事業
2020年9月 隈元　剛 様 東京都 10,000 「都市づくり」に関する事業
2020年9月 隈元　剛 様 東京都 50,000 「都市づくり」に関する事業
2020年9月 隈元　剛 様 東京都 30,000 「都市づくり」に関する事業
2020年9月 隈元　剛 様 東京都 10,000 「都市づくり」に関する事業
2020年10月 内田　敏光 様 埼玉県 10,000 「都市づくり」に関する事業
2020年10月 市川　修 様 東京都 37,000 「暮らしづくり」に関する事業
2020年10月 辰己　雄一 様 東京都 10,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年10月 味戸　吉春 様 東京都 30,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年10月 原田　光俊 様 東京都 20,000 「仕事づくり」に関する事業
2020年11月 稲生　祐平 様 福岡県 10,000 「仕事づくり」に関する事業
2020年11月 隈元　剛 様 東京都 200,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年11月 五島　賢司 様 東京都 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年11月 中村　一樹 様 神奈川県 17,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年11月 山東　隆博 様 東京都 20,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年11月 久野　昌孝 様 茨城県 10,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年11月 見延　歩 様 神奈川県 27,000 「仕事づくり」に関する事業

合計

公表に同意いただいた方のみ、掲載いたします。

令和２年度坂東市ふるさと応援寄附金受入実績

「ひとづくり」に関する事業

「暮らしづくり」に関する事業

「都市づくり」に関する事業

「仕事づくり」に関する事業

目的達成のために市長が必要と認める事業

使途

１，３１０件　２５，８８３，０００円の寄附金を賜りました。誠にありがとうございました。



受入日 お名前 ご住所 寄附金額（円） 使途
2020年11月 石田　邦彦 様 兵庫県 10,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年11月 内田　亘 様 東京都 17,000 「都市づくり」に関する事業
2020年11月 谷　由美子 様 徳島県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年11月 小川　朱美 様 埼玉県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 辰己　雄一 様 東京都 10,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年12月 森　宗次郎 様 大阪府 54,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 泉　淳一 様 千葉県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 作田　修平 様 東京都 10,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年12月 中村　文哉 様 東京都 15,000 「暮らしづくり」に関する事業
2020年12月 中村　文哉 様 東京都 15,000 「暮らしづくり」に関する事業
2020年12月 金子　英哲 様 茨城県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 臺　哲朗 様 東京都 50,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 栗田　勝実 様 東京都 20,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年12月 飯田　健 様 東京都 20,000 「都市づくり」に関する事業
2020年12月 鈴木　仁志 様 栃木県 40,000 「都市づくり」に関する事業
2020年12月 辰己　雄一 様 東京都 12,000 「都市づくり」に関する事業
2020年12月 前澤　優也 様 茨城県 17,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 小林　志保 様 埼玉県 15,000 「暮らしづくり」に関する事業
2020年12月 鈴木　仁志 様 栃木県 40,000 「都市づくり」に関する事業
2020年12月 若澤　一善 様 東京都 54,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 小川　和成 様 埼玉県 51,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 福島　孝子 様 茨城県 20,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 小川　和成 様 埼玉県 17,000 「ひとづくり」に関する事業
2020年12月 吉沢　規文 様 東京都 17,000 「都市づくり」に関する事業
2020年12月 角口　貴秋 様 茨城県 20,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2020年12月 野村　ナカイチ 様 東京都 20,000 「ひとづくり」に関する事業
2021年1月 八尾　浩行 様 神奈川県 10,000 「都市づくり」に関する事業
2021年1月 牧　雄一郎 様 東京都 10,000 「暮らしづくり」に関する事業
2021年1月 寺田　幸市 様 愛知県 10,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2021年1月 清水　伸二 様 埼玉県 10,000 「ひとづくり」に関する事業
2021年1月 春日　詩織 様 東京都 10,000 「暮らしづくり」に関する事業
2021年1月 小野木　章光 様 東京都 12,000 「ひとづくり」に関する事業
2021年2月 石川　裕美 様 山口県 10,000 その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2021年3月 高嶋　末男 様 千葉県 40,000 「都市づくり」に関する事業
2021年3月 松川　将隆 様 大阪府 10,000 「ひとづくり」に関する事業


