
令和２年度　寄附金の受付状況

　令和２年度に美里町ふるさと納税寄附をいただいた方のうち氏名公表に同意をいただいた方は下記のと

おりです。

　　皆様から頂いた温かいご支援に心よりお礼申し上げます。

寄附年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円）

2020/4/3 大石 英典 様 神奈川県川崎市中原区 7,000

2020/4/4 山﨑 健史 様 埼玉県所沢市 10,000

2020/4/6 田守 唯一 様 沖縄県石垣市 9,000

2020/4/8 野村 淳 様 東京都世田谷区 6,000

2020/4/9 力丸 容一 様 福岡県北九州市門司区 10,000

2020/4/22 加納 吉康 様 愛知県尾張旭市 6,000

2020/4/25 平岡 勝人 様 広島県広島市東区 13,000

2020/4/25 白井 修二 様 兵庫県神戸市西区 6,000

2020/4/28 木村 健次 様 埼玉県三郷市 10,000

2020/4/28 南 多恵子 様 京都府京都市伏見区 5,000

2020/4/28 中嶋 由美恵 様 東京都文京区 13,000

2020/4/29 荒木 正志 様 神奈川県平塚市 11,000

2020/5/2 新井 琴音 様 東京都豊島区 11,000

2020/5/4 宮住 光太 様 大阪府池田市 5,000

2020/5/5 櫻井 慎也 様 兵庫県尼崎市 10,000

2020/5/8 林 正康 様 千葉県鎌ケ谷市 10,000

2020/5/8 秋田谷 剛 様 東京都品川区 10,000

2020/5/8 鈴木 靖彦 様 東京都練馬区 9,000

2020/5/14 加藤 智也 様 埼玉県鴻巣市 42,000

2020/5/16 五月女 恵一 様 東京都昭島市 10,000

2020/5/20 稲垣 直斗 様 埼玉県さいたま市浦和区 22,000

2020/5/31 飯野 陽平 様 東京都世田谷区 10,000

2020/6/1 吉田 元茂 様 東京都杉並区 129,000

2020/6/5 秋田谷 剛 様 東京都品川区 10,000

2020/6/7 池田 泰宏 様 広島県安芸郡府中町 20,000

2020/6/8 加藤 智也 様 埼玉県鴻巣市 22,000

2020/6/12 中村 靖 様 兵庫県神戸市東灘区 9,000

2020/6/14 田中 正宏 様 千葉県船橋市 9,000

2020/6/16 小寺 定基 様 兵庫県小野市 11,000

2020/6/18 河西 親子 様 愛知県名古屋市中川区 11,000

2020/6/22 横尾 克久 様 東京都杉並区 10,000

2020/6/23 今西 隆夫 様 三重県津市 6,000

2020/6/24 竹田 匡也 様 東京都板橋区 6,000

2020/6/24 打越 康信 様 東京都北区 8,000

2020/6/24 打越 康信 様 東京都北区 8,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円）

2020/6/24 大田 幸作 様 神奈川県横浜市戸塚区 11,000

2020/6/27 千葉 のぞみ 様 神奈川県藤沢市 8,000

2020/6/30 鵜飼 俊行 様 神奈川県茅ヶ崎市 10,000

2020/7/1 福島 範之 様 神奈川県横浜市泉区 10,000

2020/7/3 中村 勝彦 様 北海道苫小牧市 11,000

2020/7/5 牧野 仁 様 奈良県生駒市 10,000

2020/7/6 藤原 海 様 福岡県久留米市 25,000

2020/7/7 田谷 将輝 様 長野県長野市 8,000

2020/7/8 清水 昭雄 様 東京都目黒区 10,000

2020/7/12 横山 明美 様 長野県松本市 10,000

2020/7/13 白石 静江 様 愛媛県松山市 10,000

2020/7/13 白石 静江 様 愛媛県松山市 20,000

2020/7/18 高川 広 様 福井県勝山市 10,000

2020/7/18 林 孝乾 様 島根県出雲市 10,000

2020/7/20 神藤 政明 様 埼玉県坂戸市 10,000

2020/7/23 木曽 昭彦 様 広島県尾道市 20,000

2020/7/25 安 隆吾 様 埼玉県越谷市 12,000

2020/7/26 上中 智史 様 愛知県刈谷市 10,000

2020/7/26 竹谷 保宣 様 兵庫県神戸市西区 10,000

2020/7/27 中村 靖 様 兵庫県神戸市東灘区 9,000

2020/7/29 坂井 亮拓 様 東京都練馬区 10,000

2020/7/29 Harada Matthew Sei 様 東京都渋谷区 10,000

2020/8/2 實野 容道 様 東京都三鷹市 9,000

2020/8/9 安江 宏 様 岐阜県中津川市 14,000

2020/8/10 吉岡 貞治 様 埼玉県川口市 10,000

2020/8/14 山中 明 様 山口県山口市 10,000

2020/8/17 浅子 真紀 様 神奈川県横浜市戸塚区 8,000

2020/8/20 吉川 杏子 様 大阪府大阪市中央区 40,000

2020/8/21 石田 貴昭 様 大阪府守口市 6,000

2020/8/25 田代 智 様 静岡県三島市 40,000

2020/8/26 松原 雅人 様 東京都世田谷区 10,000

2020/9/2 稲村 直樹 様 東京都品川区 9,000

2020/9/6 柿本 祥明 様 栃木県小山市 10,000

2020/9/6 柿本 祥明 様 栃木県小山市 14,000

2020/9/7 和田 省吾 様 東京都杉並区 43,000

2020/9/7 木原 敏彦 様 埼玉県飯能市 43,000

2020/9/17 伴 珠子 様 兵庫県神戸市東灘区 10,000

2020/9/21 鈴木 潤 様 東京都葛飾区 10,000

2020/9/23 佐藤 知一 様 神奈川県厚木市 10,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円）

2020/9/23 佐藤 知一 様 神奈川県厚木市 10,000

2020/9/27 佐藤 貴則 様 埼玉県さいたま市大宮区 26,000

2020/9/29 伊藤 隆司 様 神奈川県川崎市多摩区 86,000

2020/10/5 根矢 曽世子 様 兵庫県西宮市 10,000

2020/10/10 関口 翔一 様 神奈川県川崎市幸区 14,000

2020/10/14 雨宮 言海 様 愛知県名古屋市天白区 44,000

2020/10/14 瀧本 崇史 様 島根県大田市 12,000

2020/10/17 栗原 仁 様 埼玉県秩父市 220,000

2020/10/19 櫻沢 真衣 様 埼玉県上尾市 10,000

2020/10/20 森 幸子 様 大阪府大阪市西成区 12,000

2020/10/23 大野 勝雄 様 埼玉県さいたま市緑区 9,000

2020/10/24 大場 毅 様 千葉県柏市 10,000

2020/10/28 西田 裕紀 様 山口県周南市 13,000

2020/11/1 鈴木 健介 様 埼玉県富士見市 10,000

2020/11/6 CHEN PO　JU 様 東京都足立区 26,000

2020/11/7 平山 博 様 埼玉県上尾市 9,000

2020/11/9 広瀬 良則 様 東京都足立区 10,000

2020/11/20 渡邊 恵子 様 埼玉県鴻巣市 13,000

2020/11/21 矢島 雅史 様 埼玉県入間郡三芳町 10,000

2020/11/21 河合 典子 様 愛知県岡崎市 12,000

2020/11/21 河合 典子 様 愛知県岡崎市 13,000

2020/11/21 鈴木 桂子 様 岩手県盛岡市 10,000

2020/11/21 長坂 良治 様 静岡県静岡市葵区 20,000

2020/11/21 河口 知基 様 神奈川県中郡二宮町 14,000

2020/11/23 米津 義宣 様 東京都北区 10,000

2020/11/24 畠山 一憲 様 東京都町田市 12,000

2020/11/24 田中 健人 様 埼玉県熊谷市 31,000

2020/11/25 井戸 佑 様 埼玉県川口市 134,000

2020/11/26 野手 俊雅 様 富山県高岡市 12,000

2020/11/27 久見木 健 様 東京都新宿区 13,000

2020/11/30 秋田谷 剛 様 東京都品川区 10,000

2020/12/6 松葉 幸司 様 神奈川県川崎市川崎区 12,000

2020/12/7 藤原 海 様 福岡県久留米市 10,000

2020/12/7 福島 篤 様 神奈川県横浜市保土ケ谷区 18,000

2020/12/11 岡本 初美 様 埼玉県鴻巣市 25,000

2020/12/12 五十嵐 得郎 様 東京都練馬区 43,000

2020/12/13 青木 裕史 様 東京都北区 13,000

2020/12/13 伊藤 基 様 東京都中野区 10,000

2020/12/13 斎藤 正武 様 神奈川県横浜市青葉区 14,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円）

2020/12/14 小宮 明 様 神奈川県秦野市 30,000

2020/12/14 本多 大樹 様 千葉県千葉市稲毛区 10,000

2020/12/16 新井 信行 様 東京都大田区 40,000

2020/12/18 中野 忍 様 東京都足立区 46,000

2020/12/19 廣田 拓也 様 東京都港区 10,000

2020/12/19 小野 竜一 様 新潟県新潟市東区 9,000

2020/12/19 清水 政和 様 埼玉県本庄市 10,000

2020/12/20 小野 愛菜 様 埼玉県白岡市 9,000

2020/12/21 松野 憲太郎 様 埼玉県熊谷市 21,000

2020/12/21 小島 省二 様 神奈川県茅ヶ崎市 14,000

2020/12/24 伊藤 治郎 様 千葉県浦安市 35,000

2020/12/24 井口 貴喜 様 静岡県浜松市浜北区 65,000

2020/12/25 井上 文博 様 東京都西東京市 42,000

2020/12/26 原 茂樹 様 神奈川県川崎市中原区 8,000

2020/12/27 佐野 雅哉 様 東京都練馬区 9,000

2020/12/27 八木 友紀 様 東京都板橋区 11,000

2020/12/27 竹内 一博 様 東京都日野市 10,000

2020/12/28 大木 文雄 様 埼玉県白岡市 10,000

2020/12/29 加藤 健一 様 埼玉県熊谷市 9,000

2020/12/29 八木 雅之 様 埼玉県本庄市 10,000

2020/12/30 新井 康弘 様 埼玉県本庄市 71,000

2020/12/30 荒井 由紀恵 様 埼玉県児玉郡上里町 40,000

2020/12/30 濱田 麻由 様 埼玉県川越市 42,000

2020/12/30 中林 靖雄 様 埼玉県本庄市 18,000

2020/12/30 中林 公仁代 様 埼玉県本庄市 30,000

2020/12/30 寺田 衣見 様 大阪府富田林市 30,000

2020/12/30 青木 祥泰 様 福岡県北九州市八幡西区 12,000

2020/12/30 細村 裕哉 様 埼玉県上尾市 10,000

2020/12/31 足立 祥吾 様 兵庫県尼崎市 10,000

2020/12/31 小早瀬 彩織 様 埼玉県さいたま市桜区 9,000

2020/12/31 吉野 建二 様 東京都豊島区 36,000

2020/12/31 山本 拓弥 様 茨城県つくば市 13,000

2020/12/31 林 孝浩 様 東京都板橋区 40,000

2021/1/11 岩田 篤 様 千葉県船橋市 7,000

2021/1/16 沼崎 宗夫 様 宮城県仙台市青葉区 9,000

2021/1/16 加藤 一生 様 山口県熊毛郡田布施町 13,000

2021/1/18 高松 智彦 様 東京都立川市 9,000

2021/1/23 伊吹 孝子 様 青森県弘前市 18,000

2021/1/28 大奥 英二 様 東京都世田谷区 7,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円）

2021/2/1 伊吹 孝子 様 青森県弘前市 9,000

2021/2/4 井上 正之 様 埼玉県さいたま市浦和区 9,000

2021/2/9 長谷川 啓子 様 東京都中野区 18,000

2021/2/13 芹澤 由子 様 埼玉県さいたま市南区 9,000

2021/2/13 加藤 沙智 様 神奈川県川崎市多摩区 9,000

2021/2/15 春日 傑 様 神奈川県川崎市幸区 30,000

2021/2/16 栗原 マサ子 様 群馬県渋川市 10,000

2021/2/17 森田 さとみ 様 千葉県松戸市 18,000

2021/2/19 加藤 優美子 様 神奈川県横浜市金沢区 9,000

2021/2/21 森田 さとみ 様 千葉県松戸市 18,000

2021/2/21 松本 一嗣 様 東京都北区 9,000

2021/2/22 川端 乙音 様 東京都中央区 12,000

2021/2/23 森田 さとみ 様 千葉県松戸市 27,000

2021/2/24 平井 知佐子 様 東京都文京区 9,000

2021/2/27 斎藤 礼子 様 東京都北区 9,000

2021/2/27 小野 哲一郎 様 岡山県岡山市中区 9,000

2021/3/1 中山 友則 様 千葉県千葉市緑区 5,000

2021/3/1 森田 さとみ 様 千葉県松戸市 18,000

2021/3/4 千葉 祐輔 様 東京都江戸川区 9,000

2021/3/4 吉田 陽子 様 埼玉県比企郡吉見町 9,000

2021/3/5 桑原 清 様 埼玉県さいたま市北区 9,000

2021/3/6 香取 友信 様 東京都立川市 12,000

2021/3/8 富田 直樹 様 愛知県半田市 7,000

2021/3/10 森田 さとみ 様 千葉県松戸市 9,000

2021/3/12 新海 正人 様 東京都昭島市 6,000

2021/3/13 河崎 朱姫 様 東京都港区 6,000

2021/3/15 栗原 マサ子 様 群馬県渋川市 10,000

2021/3/16 小玉 佳 様 神奈川県横浜市磯子区 5,000

2021/3/18 山崎 忠男 様 神奈川県相模原市中央区 6,000

2021/3/19 加古 博幸 様 長野県長野市 6,000

2021/3/20 池田 浩士 様 東京都中央区 6,000

2021/3/22 石井 一雄 様 神奈川県海老名市 6,000

2021/3/22 三原 勝彦 様 岩手県北上市 12,000

2021/3/26 盛川 文子 様 東京都墨田区 6,000

2021/3/27 武政 栄作 様 岡山県倉敷市 6,000

2021/3/27 大城 弘美 様 神奈川県横浜市神奈川区 6,000

2021/3/28 大河内 誠 様 神奈川県逗子市 7,000

氏名公表に同意をいただいた方の合計 189件 3,256,000


