
寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成30年4月1日 栗原 仁 様 埼玉県秩父市 100,000
平成30年4月1日 八百 陽介 様 東京都墨田区 14,000
平成30年4月6日 吉田 元茂 様 東京都杉並区 40,000
平成30年4月15日 菅原 勇治 様 埼玉県蕨市 10,000
平成30年4月23日 大野 博明 様 兵庫県明石市 14,000
平成30年4月23日 新井 蘭子 様 埼玉県所沢市 13,000
平成30年5月4日 谷川 勝美 様 新潟県燕市 10,000
平成30年5月4日 松本 奈津子 様 神奈川県小田原市 14,000
平成30年5月5日 佐藤 哲矢 様 東京都稲城市 10,000
平成30年5月7日 齋藤 義史 様 埼玉県和光市 12,000
平成30年5月7日 舘野 祐太 様 香川県高松市 10,000
平成30年5月9日 石間 基博 様 大阪府羽曳野市 10,000
平成30年5月12日 井出 真 様 千葉県松戸市 7,000
平成30年5月13日 井口 範英 様 東京都杉並区 30,000
平成30年5月16日 上田 晃三 様 東京都文京区 13,000
平成30年5月22日 岡田 丈 様 埼玉県さいたま市大宮区 12,000
平成30年5月24日 栗原 仁 様 埼玉県秩父市 100,000
平成30年5月28日 河島 隆次 様 東京都板橋区 20,000
平成30年6月1日 相楽 正博 様 神奈川県横浜市港北区 8,000
平成30年6月1日 秋山 拓也 様 東京都北区 8,000
平成30年6月2日 富川 聡 様 北海道札幌市北区 8,000
平成30年6月2日 富川 聡 様 北海道札幌市北区 8,000
平成30年6月3日 黒澤 友博 様 茨城県つくば市 8,000
平成30年6月11日 醍醐 伸一 様 神奈川県横浜市戸塚区 24,000
平成30年6月11日 石﨑 保男 様 神奈川県横浜市金沢区 20,000
平成30年6月11日 加藤 剛 様 埼玉県秩父市 8,000
平成30年6月11日 田中 琢也 様 埼玉県さいたま市北区 8,000
平成30年6月15日 神藤 政明 様 埼玉県坂戸市 8,000
平成30年6月15日 中林 靖雄 様 埼玉県本庄市 8,000
平成30年6月16日 井上 俊樹 様 宮崎県東臼杵郡椎葉村 8,000
平成30年6月18日 加藤 弘幸 様 愛知県日進市 8,000
平成30年6月19日 太田 幹夫 様 埼玉県熊谷市 60,000
平成30年6月19日 西村 勇 様 東京都目黒区 14,000
平成30年6月22日 大野 博明 様 兵庫県明石市 14,000
平成30年6月23日 五十嵐 加奈子 様 東京都江戸川区 8,000
平成30年6月26日 新井 豪 様 神奈川県川崎市中原区 9,000
平成30年6月28日 中原 憲一 様 神奈川県横浜市神奈川区 8,000
平成30年6月30日 小島 朝雄 様 埼玉県児玉郡上里町 8,000
平成30年7月1日 長澤 均 様 大阪府大阪市東住吉区 8,000
平成30年7月1日 仲川 好明 様 愛知県知多郡東浦町 8,000
平成30年7月1日 ハインバーガー ダグラス 様 東京都渋谷区 37,000
平成30年7月1日 深沢 正保 様 静岡県袋井市 16,000
平成30年7月1日 岡本 雅雄 様 大阪府高槻市 8,000

平成３０年度　寄附金の受付状況

平成３０年度の美里町ふるさと納税寄附金の受付状況は下記のとおりです。
皆様からいただいた温かいご支援に心よりお礼申し上げます。

氏名公表に同意をいただいた方一覧



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成30年7月1日 安永 幸子 様 東京都国分寺市 8,000
平成30年7月1日 伊佐野 美恵子 様 東京都杉並区 8,000
平成30年7月1日 蟹江 三郎 様 北海道標津郡中標津町 8,000
平成30年7月1日 湯本 智弘 様 新潟県新潟市西区 8,000
平成30年7月1日 村上 敦亮 様 神奈川県川崎市幸区 16,000
平成30年7月1日 木曽 昭彦 様 広島県尾道市 40,000
平成30年7月1日 天野 修 様 新潟県新潟市中央区 8,000
平成30年7月1日 横手 隆一 様 群馬県玉村町 16,000
平成30年7月1日 栃沢 京子 様 東京都江東区 8,000
平成30年7月2日 木鋪 万裕 様 東京都世田谷区 8,000
平成30年7月2日 仲川 善博 様 兵庫県神戸市垂水区 8,000
平成30年7月2日 三木 美代子 様 香川県丸亀市 8,000
平成30年7月2日 松永 達生 様 福岡県北九州市八幡西区 8,000
平成30年7月2日 河田 円 様 東京都大田区 8,000
平成30年7月2日 岡田 相志 様 大阪府守口市 8,000
平成30年7月2日 加藤 正幸 様 神奈川県川崎市中原区 16,000
平成30年7月2日 杉本 隆宏 様 石川県野々市 8,000
平成30年7月2日 飯野 幹子 様 東京都新宿区 8,000
平成30年7月2日 後藤 謙一 様 東京都足立区 8,000
平成30年7月2日 民岡 夏夫 様 宮崎県延岡市 8,000
平成30年7月3日 仲嶺 伸吾 様 沖縄県那覇市 8,000
平成30年7月3日 保坂 誠栄 様 東京都羽村市 16,000
平成30年7月4日 西澤 裕司 様 新潟県新潟市中央区 8,000
平成30年7月4日 武本 一美 様 千葉県野田市 8,000
平成30年7月4日 北林 修 様 東京都江戸川区 8,000
平成30年7月5日 上島 正照 様 京都府京都市右京区 8,000
平成30年7月5日 阿出川 修治 様 東京都足立区 8,000
平成30年7月5日 保坂 誠栄 様 東京都羽村市 8,000
平成30年7月5日 保坂 誠栄 様 東京都羽村市 8,000
平成30年7月5日 保坂 誠栄 様 東京都羽村市 8,000
平成30年7月5日 保坂 誠栄 様 東京都羽村市 8,000
平成30年7月5日 保坂 誠栄 様 東京都羽村市 8,000
平成30年7月9日 小林 久美子 様 神奈川県逗子市 8,000
平成30年7月9日 木村 建彦 様 埼玉県所沢市 9,000
平成30年7月9日 阿部 雅光 様 千葉県八千代市 8,000
平成30年7月16日 滝澤 雄三 様 岡山県岡山市東区 9,000
平成30年7月20日 鈴木 紀代治 様 愛知県名古屋市熱田区 10,000
平成30年7月23日 永島 眞佐紀 様 茨城県つくば市 10,000
平成30年7月26日 清水 勇 様 埼玉県北本市 20,000
平成30年8月2日 矢作 信司 様 埼玉県川口市 10,000
平成30年8月10日 田口 真 様 東京都練馬区 20,000
平成30年8月21日 斉藤 守 様 茨城県つくば市 13,000
平成30年8月21日 新井 雅人 様 東京都八王子市 9,000
平成30年8月24日 鈴木 重芳 様 東京都小平市 10,000
平成30年9月11日 橋本 勇信 様 岐阜県関市 9,000
平成30年9月11日 太田 昌宏 様 神奈川県横浜市戸塚区 29,000
平成30年9月12日 飯沼 元大 様 東京都杉並区 22,000
平成30年9月17日 深澤 圭太 様 京都府京都市左京区 10,000
平成30年9月18日 和田 保行 様 埼玉県ふじみ野市 10,000
平成30年9月26日 福田 賢一 様 京都府京都市南区 10,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成30年10月1日 佐々木 啓伍 様 千葉県浦安市 14,000
平成30年10月1日 佐々木 啓伍 様 千葉県浦安市 14,000
平成30年10月2日 西 利男 様 大阪府貝塚市 9,000
平成30年10月4日 田中 智顕 様 福岡県北九州市門司区 10,000
平成30年10月7日 奈加 英昭 様 愛知県名古屋市昭和区 14,000
平成30年10月12日 原 全一郎 様 神奈川県横浜市南区 10,000
平成30年10月14日 高橋 憲司 様 神奈川県川崎市中原区 10,000
平成30年10月14日 石田 和也 様 栃木県鹿沼市 10,000
平成30年10月19日 佐藤 清孝 様 神奈川県横浜市磯子区 10,000
平成30年10月21日 安藤 譲一 様 愛知県名古屋市千種区 10,000
平成30年10月22日 尾上 信也 様 大阪府大阪市港区 10,000
平成30年10月23日 藤井 清道 様 山口県防府市 10,000
平成30年10月24日 高橋 直之 様 埼玉県さいたま市大宮区 10,000
平成30年10月25日 友森 進 様 神奈川県横浜市旭区 10,000
平成30年10月27日 廣田 拓也 様 東京都港区 28,000
平成30年10月28日 吉野 佐和子 様 神奈川県川崎市幸区 10,000
平成30年10月28日 長井 英 様 山口県下関市 10,000
平成30年10月28日 山本 尚彦 様 東京都足立区 10,000
平成30年11月1日 白坂 明也 様 東京都西東京市 40,000
平成30年11月2日 伊藤 謙治 様 広島県安芸郡熊野町 14,000
平成30年11月3日 髙橋 利明 様 埼玉県北本市 47,000
平成30年11月5日 三枝 大地 様 埼玉県川口市 10,000
平成30年11月10日 栗原 仁 様 埼玉県秩父市 100,000
平成30年11月13日 矢作 信司 様 埼玉県川口市 30,000
平成30年11月15日 橋爪 良恭 様 埼玉県川口市 10,000
平成30年11月16日 高木 幸枝 様 愛知県春日井市 10,000
平成30年11月17日 土山 知之 様 愛知県尾張旭市 12,000
平成30年11月18日 松本 慎平 様 群馬県桐生市 10,000
平成30年11月19日 瀬戸 忠 様 千葉県市川市 30,000
平成30年11月22日 水本 竹之助 様 千葉県市川市 47,000
平成30年11月22日 中島 綾 様 埼玉県熊谷市 40,000
平成30年11月22日 坂本 竜一 様 岡山県岡山市北区 9,000
平成30年11月23日 大島 哲弘 様 愛知県春日井市 10,000
平成30年11月23日 真壁 貴樹 様 東京都武蔵野市 9,000
平成30年11月25日 鈴木 裕之 様 東京都西東京市 80,000
平成30年11月25日 丹羽 広明 様 愛知県弥富市 30,000
平成30年11月25日 長町 富夫 様 香川県東かがわ市 9,000
平成30年11月26日 國永 史郎 様 兵庫県神戸市中央区 13,000
平成30年11月27日 東山 恵太 様 長野県上田市 10,000
平成30年11月28日 沼田 裕二 様 埼玉県川口市 13,000
平成30年11月28日 沼田 裕二 様 埼玉県川口市 13,000
平成30年11月29日 松尾 仁 様 群馬県高崎市 14,000
平成30年11月29日 大喜多 英人 様 香川県丸亀市 76,000
平成30年11月30日 赤木 恵美 様 大阪府箕面市 30,000
平成30年12月1日 池尾 久美 様 福岡県春日市 13,000
平成30年12月2日 植木 修平 様 熊本県菊池郡菊陽町 56,000
平成30年12月4日 堀口 通昭 様 埼玉県児玉郡神川町 14,000
平成30年12月4日 佐田 尚宏 様 栃木県宇都宮市 9,000
平成30年12月4日 高井 佐登史 様 群馬県高崎市 60,000
平成30年12月5日 野本 光弘 様 埼玉県さいたま市中央区 14,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成30年12月5日 田村 早加 様 東京都江戸川区 12,000
平成30年12月6日 杉原 泰洋 様 新潟県新発田市 56,000
平成30年12月7日 山﨑 あや子 様 東京都八王子市 11,000
平成30年12月7日 石原 通臣 様 千葉県浦安市 14,000
平成30年12月7日 大岩根 義和 様 福岡県春日市 80,000
平成30年12月8日 安部 憲生 様 東京都練馬区 46,000
平成30年12月8日 高橋 智子 様 岩手県北上市 25,000
平成30年12月10日 荻野 一良 様 埼玉県所沢市 10,000
平成30年12月10日 井上 雪乃 様 埼玉県川口市 14,000
平成30年12月10日 横田 博 様 東京都大田区 58,000
平成30年12月11日 酒田 佳寿女 様 大阪府大阪市西成区 24,000
平成30年12月11日 武田 彰二 様 東京都台東区 14,000
平成30年12月11日 田中 謙三 様 埼玉県さいたま市西区 14,000
平成30年12月11日 松山 幸太 様 東京都足立区 28,000
平成30年12月13日 堀内 美砂 様 東京都世田谷区 9,000
平成30年12月14日 落合 博行 様 東京都世田谷区 14,000
平成30年12月14日 佐久間 大地 様 埼玉県草加市 10,000
平成30年12月15日 村田 悠治 様 神奈川県川崎市中原区 13,000
平成30年12月15日 大澤 弘幸 様 愛知県名古屋市中村区 40,000
平成30年12月16日 田村 梓 様 埼玉県狭山市 60,000
平成30年12月17日 中島 将志 様 東京都葛飾区 10,000
平成30年12月18日 亀井 登 様 埼玉県川口市 14,000
平成30年12月19日 ＮＡＫＡＯ ＫＥＮＪＩ 様 東京都中野区 40,000
平成30年12月19日 安藤 徹 様 高知県高知市 10,000
平成30年12月19日 染谷 陽平 様 千葉県柏市 40,000
平成30年12月21日 加藤 智也 様 埼玉県鴻巣市 40,000
平成30年12月24日 馬場 一夫 様 埼玉県比企郡嵐山町 40,000
平成30年12月24日 中西 慶彰 様 東京都新宿区 14,000
平成30年12月24日 西谷 美智子 様 大阪府吹田市 56,000
平成30年12月24日 染谷 陽平 様 千葉県柏市 40,000
平成30年12月25日 山崎 泰史 様 静岡県浜松市東区 30,000
平成30年12月27日 濟木 遼平 様 静岡県磐田市 10,000
平成30年12月27日 島貫 博行 様 青森県青森市 10,000
平成30年12月28日 栃木 義司 様 千葉県柏市 28,000
平成30年12月28日 栗原 幸子 様 埼玉県越谷市 10,000
平成30年12月29日 中林 公仁代 様 埼玉県本庄市 14,000
平成30年12月29日 伊藤 敦 様 岐阜県海津市 56,000
平成30年12月29日 中野 忍 様 東京都足立区 46,000
平成30年12月30日 西小野 誠 様 埼玉県朝霞市 10,000
平成30年12月30日 根本 興平 様 栃木県下野市 56,000
平成30年12月31日 曽 鵬 様 東京都港区 54,000
平成30年12月31日 松島 聡 様 東京都渋谷区 28,000
平成30年12月31日 右ノ子 友哉 様 愛知県名古屋市守山区 30,000
平成30年12月31日 堀口 圭介 様 東京都渋谷区 10,000
平成30年12月31日 中西 慶彰 様 東京都新宿区 14,000
平成31年1月20日 神山 靖明 様 埼玉県所沢市 10,000
平成31年1月20日 鈴木 雅彦 様 埼玉県新座市 26,000
平成31年1月22日 嶋守 美登利 様 東京都墨田区 10,000
平成31年1月23日 佐藤 允広 様 新潟県新発田市 9,000
平成31年1月30日 三井 利昭 様 奈良県奈良市 13,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成31年2月6日 丸橋 孝男 様 埼玉県狭山市 10,000
平成31年2月13日 鈴木 紀代治 様 愛知県名古屋市熱田区 10,000
平成31年2月21日 和田 満智子 様 神奈川県横浜市神奈川区 13,000
平成31年2月22日 蔦川 勲 様 神奈川県横浜市港南区 13,000
平成31年2月24日 福島 範之 様 神奈川県横浜市泉区 56,000
平成31年2月24日 中島 将志 様 東京都葛飾区 10,000
平成31年3月19日 青山 和広 様 愛知県名古屋市名東区 10,000
平成31年3月22日 子安 直人 様 愛知県安城市 14,000
平成31年3月29日 西川 玲子 様 兵庫県明石市 10,000
平成31年4月12日 辻野 元祥 様 大阪府柏原市 10,000

合計　1,460件　27,244,000円

計　203件　3,892,000円

氏名公表に同意されなかった方 計　1,257件　23,352,000円


