
平成２８年度寄附者 

※ 希望者のみを記載しております。（順不動） 

多くのご寄附ありがとうございました。ご希望の市施策に活用 

させていただきます。 

氏  名 都道府県 市町村 

株式会社環境技建ウエーブ 沖縄県 那覇市 

有限会社 沖縄クリーン工業 沖縄県 那覇市 

新光産業株式会社 沖縄県 那覇市 

比嘉工業株式会社 沖縄県 那覇市 

㈱共立太陽住器 沖縄県 うるま市 

高原  杏奈 北海道 札幌市 

石原  昌則 北海道 札幌市 

田端  勉 北海道 札幌市 

加藤  孝 宮城県 仙台市 

佐藤  修一 宮城県 仙台市 

菅原  舞 宮城県 仙台市 

本田  恭一 宮城県 仙台市 

山本  順 茨城県 鹿嶋市 

大田  安雄 茨城県 守谷市 

田中  行典 茨城県 土浦市 

井上  光男 群馬県 前橋市 

青木  猛 群馬県 沼田市 

有田  覚 群馬県 前橋市 

阿部  和夫 栃木県 足利市 



氏  名 都道府県 市町村 

中村  秀司 栃木県 宇都宮市 

平野  勝久 栃木県 宇都宮市 

隅井  清孝 千葉県 船橋市 

清宮  公 千葉県 八千代市 

入江  敏之 千葉県 印西市 

並木  洋子 千葉県 印西市 

柳瀬  大地 千葉県 佐倉市 

伊禮  弘明 埼玉県 ふじみ野市 

伊禮  由美子 埼玉県 ふじみ野市 

金武  邦彦 埼玉県 川口市 

五月女  美穂 埼玉県 さいたま市 

高倉  美紀 埼玉県 川口市 

植原  隆弘 埼玉県 草加市 

石川  晴美 埼玉県 川越市 

千葉  恵江 埼玉県 比企郡嵐山町 

恩田  恵子 東京都 港区 

加藤木  貢児 東京都 練馬区 

花井  浩 東京都 板橋区 

関  笑 東京都 台東区 

吉川  智之 東京都 世田谷区 

吉田  英明 東京都 墨田区 

宮本  健治 東京都 練馬区 

金沢  美都里 東京都 江東区 



工藤  和矩 東京都 豊島区 

坂本  忠 東京都 板橋区 

市岡  繁男 東京都 品川区 

戎  康治 東京都 港区 

小林  将人 東京都 目黒区 

氏  名 都道府県 市町村 

嵩原  強志 東京都 青梅市 

数土  武一郎 東京都 新宿区 

星  良雄 東京都 世田谷区 

西村  誠 東京都 大田区 

石川  敏子 東京都 昭島市 

打川  裕晃 東京都 府中市 

大澤  悟 東京都 渋谷区 

竹原  学 東京都 調布市 

中曽根  浩一 東京都 立川市 

中村  裕子 東京都 三宅島三宅村 

長崎  真美 東京都 渋谷区恵比寿 

藤﨑  友子 東京都 足立区 

白川  駿 東京都 墨田区 

風野  春香 東京都 豊島区 

矢澤  浩一 東京都 世田谷区 

髙田  まさ子 東京都 荒川区 

中島  万里 長野県 松本市 

中島  万里 長野県 松本市 



大矢  真史 新潟県 新潟市 

灘波  利世子 神奈川県 相模原市 

安田  和世 神奈川県 横浜市 

臼田  裕 神奈川県 横浜市 

河辺  学 神奈川県 藤沢市 

氏  名 都道府県 市町村 

岩田  了 神奈川県 横浜市 

吉田  光弘 神奈川県 相模原市 

金子  芳大 神奈川県 横浜市 

具志  正美 神奈川県 鎌倉市 

高橋  吉昭 神奈川県 川崎市 

佐々木  祐介 神奈川県 横浜市 

山野井  樹芳 神奈川県 川崎市 

水戸  慶子 神奈川県 藤沢市 

大城  慶正 神奈川県 横浜市 

鈴木  元一郎 神奈川県 川崎市 

伊東  秀晃 静岡県 富士市 

伊藤  典宏 静岡県 浜松市 

澤木  秀文 静岡県 浜松市 

近藤  義行 愛知県 安城市 

高間  孝治 愛知県 一宮市 

高萩  浩史 愛知県 名古屋市 

谷澤  伸治 愛知県 みよし市 

中西  秀一 愛知県 豊橋市 



白井  達始 愛知県 豊橋市 

田口  とみ子 和歌山県 和歌山市 

福原  紀子 和歌山県 和歌山市 

井上  誠二 三重県 四日市 

森井  敏次 三重県 四日市 

氏  名 都道府県 市町村 

横田  真由美 京都府 京都市 

三好  尚文 京都府 京都市 

森下  隼人 京都府 京都市 

堀池  康弘 京都府 京都市 

伊奈  まどか 大阪府 大阪市 

井戸本  響 大阪府 大阪市 

井上  浩一 大阪府 寝屋川市 

横須賀  妙子 大阪府 枚方市 

吉年  慶一 大阪府 河内長野市 

正野  直喜 大阪府 大阪市 

西川  徳彰 大阪府 和泉市 

長澤  亨宗 大阪府 大阪市 

田中  秀明 大阪府 豊中市 

藤田  嘉宣 大阪府 岸和田市 

白田  豊一朗 大阪府 堺市 

尾﨑  敦男 大阪府 貝塚市 

浜崎  美香 大阪府 大阪市 

普天間  大介 大阪府 吹田市 



當山  千巌 大阪府 和泉市 

中山  健 兵庫県 神戸市 

天野   信之 兵庫県 神戸市 

藤川  卓也 兵庫県 宝塚市 

藤浪  由加里 兵庫県 明石市 

氏  名 都道府県 市町村 

田坂  直美 広島県 福山市 

槙野  増男 岡山県 倉敷市 

植田  豊隆 山口県 下関市 

門  祐二 山口県 下関市 

萱谷  修二 徳島県 徳島市 

坂野  好宏 徳島県 板野郡藍住町 

矢田  裕子 徳島県 名西郡石井町 

若林  修 福岡県 福岡市 

堀井  敏男 福岡県 嘉穂郡桂川町 

神山  治伸 熊本県 玉名市 

兼本  芳美 沖縄県 那覇市 

山川  直樹 沖縄県 北谷町 

嘉数  進 沖縄県 糸満市 

儀間  貴恵 沖縄県 那覇市 

※ １２５名（複数回寄附した場合でも統合して１名となります。） 


