
◆寄附の状況
寄附の状況を公表します。
皆さまからの温かいご寄附に心から感謝いたします。

◆寄附実績(平成28年4月1日～平成29年3月31日)
Ｎｏ 寄附使途 件数 金額

1 【5】市長おまかせ 284件 ¥10,485,000
2 【1】かんざきの歴史文化の保全、観光・物産の振興 104件 ¥5,195,000
3 【2】かんざきの自然環境の保全 96件 ¥2,605,000
4 【3】かんざきの福祉の充実 86件 ¥3,518,000
5 【4】かんざきの未来を担う人材の育成 161件 ¥4,110,000

731件 ¥25,913,000

◆寄附者一覧(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

Ｎｏ 寄附者名 住所
1 中村　慎似　様 東京都 【3】かんざきの福祉の充実
2 神谷　哲理　様 東京都 【5】市長おまかせ
3 平山　俊一　様 神奈川県 【5】市長おまかせ
4 古賀　荘一　様 福岡県 【5】市長おまかせ
5 岡田　東律　様 埼玉県 【2】かんざきの自然環境の保全
6 瀬川　多恵子　様 愛知県 【1】かんざきの歴史文化の保全、観光・物産の振興
7 永井　貴裕　様 富山県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
8 水間　淳　様 埼玉県 【2】かんざきの自然環境の保全
9 大西　昌弘　様 東京都 【5】市長おまかせ

10 木下　智太　様 大阪府 【5】市長おまかせ
11 近藤　隆彦　様 大阪府 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
12 前沢　忠志　様 三重県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
13 貞包　由紀子　様 福岡県 【3】かんざきの福祉の充実
14 飯田　和利　様 神奈川県 【5】市長おまかせ
15 株式会社豊麗　代表取締役　豊増直文　様 佐賀県 【5】市長おまかせ
16 田中　俊文　様 東京都 【5】市長おまかせ
17 高橋　久子　様 兵庫県 【2】かんざきの自然環境の保全
18 長谷川　剛志　様 東京都 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
19 進藤　哲　様 千葉県 【3】かんざきの福祉の充実
20 中島　慶子　様 東京都 【3】かんざきの福祉の充実
21 佐野　力哉　様 岡山県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
22 山口　芳弘　様 東京都 【5】市長おまかせ
23 大谷　須美　様 東京都 【5】市長おまかせ
24 日内地　克彦　様 静岡県 【5】市長おまかせ
25 脇田　稔夫　様 大分県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
26 宇野　光次　様 佐賀県 【5】市長おまかせ
27 廣門　和久　様 福岡県 【3】かんざきの福祉の充実
28 神野　弘幸　様 福岡県 【5】市長おまかせ
29 外山　良明　様 神奈川県 【2】かんざきの自然環境の保全
30 八木　恒行　様 東京都 【3】かんざきの福祉の充実
31 本澤　好貞　様 東京都 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
32 佐々木　徹二　様 東京都 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
33 大坪　輝史　様 東京都 【1】かんざきの歴史文化の保全、観光・物産の振興
34 別府　尚紀　様 大阪府 【5】市長おまかせ
35 本間　康之　様 東京都 【5】市長おまかせ
36 田代　和宏　様 東京都 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
37 上杉　雅信　様 神奈川県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
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38 北川　佳孝　様 京都府 【5】市長おまかせ
39 大倉　学　様 埼玉県 【5】市長おまかせ
40 加藤　隆司　様 神奈川県 【5】市長おまかせ
41 三国　大吾　様 東京都 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
42 原田　年江　様 神奈川県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
43 大西　裕　様 兵庫県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
44 中井　正弘　様 大阪府 【2】かんざきの自然環境の保全
45 古川　昌樹　様 大阪府 【2】かんざきの自然環境の保全
46 久冨　菜実子　様 福岡県 【5】市長おまかせ
47 原田　三枝　様 福井県 【1】かんざきの歴史文化の保全、観光・物産の振興
48 笹山　達也　様 埼玉県 【5】市長おまかせ
49 光岡　秀将　様 大阪府 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
50 小野　栄一　様 東京都 【3】かんざきの福祉の充実
51 布戸　哲太　様 神奈川県 【5】市長おまかせ
52 師岡　雅史　様 大分県 【5】市長おまかせ
53 高橋　康輔　様 大阪府 【1】かんざきの歴史文化の保全、観光・物産の振興
54 伊知地　俊人　様 兵庫県 【5】市長おまかせ
55 古田　諭　様 東京都 【5】市長おまかせ
56 廣瀬　裕一　様 東京都 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
57 古賀　光義　様 福岡県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
58 山本　悠　様 大阪府 【2】かんざきの自然環境の保全
59 古賀　光義　様 福岡県 【4】かんざきの未来を担う人材の育成
60 岡島　聡　様 埼玉県 【2】かんざきの自然環境の保全
61 千住　敏晃　様 岐阜県 【3】かんざきの福祉の充実
62 千住　敏晃　様 岐阜県 【3】かんざきの福祉の充実
63 千住　敏晃　様 岐阜県 【3】かんざきの福祉の充実
64 高取　善則　様 大分県 【2】かんざきの自然環境の保全
65 阿部　久代　様 東京都 【3】かんざきの福祉の充実
66 中島　登美男　様 福岡県 【5】市長おまかせ
67 木村　悠平　様 愛知県 【5】市長おまかせ
68 石川　光久　様 東京都 【1】かんざきの歴史文化の保全、観光・物産の振興
69 菊川　大樹　様 兵庫県 【3】かんざきの福祉の充実
70 白谷　アイ子　様 京都府 【5】市長おまかせ
71 岩下　寿子　様 滋賀県 【2】かんざきの自然環境の保全
72 原　秀人　様 神奈川県 【5】市長おまかせ
73 小山　要　様 東京都 【5】市長おまかせ
74 髙島　聡二郎　様 神奈川県 【2】かんざきの自然環境の保全
75 須山　晃夫　様 大阪府 【5】市長おまかせ
76 納富　秀政　様 茨城県 【5】市長おまかせ
77 成田　智広　様 青森県 【5】市長おまかせ
78 澤田　雅司　様 神奈川県 【3】かんざきの福祉の充実
79 嘉村　明子　様 佐賀県 【5】市長おまかせ
80 長門　直　様 佐賀県 【5】市長おまかせ
81 古渡　将也　様 茨城県 【5】市長おまかせ
82 糟谷　知昭　様 兵庫県 【5】市長おまかせ
83 高橋　佳代子　様 福岡県 【5】市長おまかせ
84 荒木　裕直　様 山形県 【5】市長おまかせ
85 菅谷　昇一郎　様 埼玉県 【2】かんざきの自然環境の保全
86 株式会社　ディベロ　代表取締役　林八十雄　様 佐賀県 【5】市長おまかせ

※寄附の公表に同意された方のみを掲載しています。


