
令和元年度まちづくり寄附金と基金の状況 

 

令和元年度は、413人・5団体、総額 1,054万 1,000円の 

寄附金をお寄せいただきました。 

 皆さまの温かいご支援に感謝申し上げます。 

 

１ 寄附・基金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の種類 

令和元年度 前年度までの 

基金積立額

(円) 

令和元年度

末基金残高

(円) 

件数 

（件） 

寄附収入額 

（円） 

基金取崩額

（円） 

寄
附
金
の
使
途 

子どもを育むまちづくりのための事業 145 3,110,000 5,000,000 13,172,565 11,282,565 

健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業 55 2,040,000 3,906,282 4,904,511 3,038,229 

生涯学習を推進するまちづくりのための事業 16 331,000 600,000 725,000 456,000 

安心で安全なまちづくりのための事業 75 1,500,000 3,700,000 4,676,986 2,476,986 

その他市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 127 3,560,000 22,780,600 212,985,731 193,765,131 

小計 418 10,541,000 35,986,882 236,464,793 211,018,911 

 基金（預金）利子 345,470 ― ― 345,470 

  合計 10,886,470 35,986,882 236,464,793 211,364,381 

  寄附者(団体)数 寄附金額 

市内 4 1,360,000 円  

県内(市外) 77 1,721,000 円  

県外 337 7,460,000 円  

合計 418 10,541,000 円  



２ 基金を活用した内容 

事業の種類 主な内容 

（１）子どもを育むまちづくりのた

めの事業 

・私立幼稚園特色のある幼児教育推進事業の実施 

・家庭学習応援事業の実施 

（２）健康及び福祉を増進するまち

づくりのための事業 

・健康マイレージ事業の実施 

・3歳児健康診査でフッ化物塗布 

・あいサポート運動の実施 

・市民健康増進スポーツ大会の実施 

（３）生涯学習を推進するまちづく

りのための事業 
・障がい者スポーツ用具の購入 

（４）安心で安全なまちづくりのた

めの事業 

・総合防災訓練の実施 

・避難所案内看板の設置 

（５）その他市長が活力に満ちたま

ちづくりに必要と認める事業 

・子ども大学☆ふじみ、子どもスポーツ大学☆ふじみの実施 

・商店街活性化推進事業（商店会のお祭り等）の実施 

・施設監視カメラ（小・中・特別支援学校、公民館等）の設置 

・中学生以下及び高齢者用ヘルメット購入費の一部補助 

・水子貝塚星空シアターの実施 など 

 

３ ご寄附の一覧 

【令和元年度に寄附をお寄せいただいた皆様】 

※氏名の公表に同意いただいた方のみ公開しております。 

 

氏名 

（団体名） 

お住まい 

(所在地) 
寄附金の使途 金額（円） 

林 耕平 様 福井市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

北島 崇行 様 入間市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

足立 淳一郎 様 昭島市 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 10,000 

関 和憲 様 吉川市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

泉 孝子 様 京都市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

坂本 宜男 様 小金井市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 30,000 

櫻井 太郎 様 豊田市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

石黒 京子 様 福井市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 30,000 

大久保 亮 様 港区 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

浅野 久美 様 さいたま市 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 10,000 

株式会社大野板金 富士見市 安心で安全なまちづくりのための事業 50,000 



様 

原山 聡子 様 さいたま市 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 50,000 

高野 義則 様 さいたま市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

廣瀬 喜久男 様 川越市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

瀬尾 恵美 様 川崎市 安心で安全なまちづくりのための事業 30,000 

松本 浩 様 船橋市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 10,000 

鈴掛 雅美 様 川崎市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 10,000 

中村 朋之 様 江東区 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

株式会社谷澤総合コ

ンサルタント様 
富士見市 子どもを育むまちづくりのための事業 300,000 

和田 慶太 様 名古屋市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

打越 康信 様 北区 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 10,000 

打越 康信 様 北区 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 10,000 

井内 潤一 様 大和市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

柿本 典子 様 さいたま市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 10,000 

山本 紀美 様 四万十市 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

山本 紀美 様 四万十市 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

山口 武士 様 さいたま市 子どもを育むまちづくりのための事業 50,000 

髙木 英子 様 丸亀市 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

小池 友紀 様 大阪市 子どもを育むまちづくりのための事業 20,000 

鯉沼 拓巳 様 さいたま市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 20,000 

筑波ダイカスト 

工業株式会社 様 
富士見市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 1,000,000 

横山 知巳 様 川口市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

濱島 寛明 様 蕨市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 20,000 

山田 昇 様 富士見市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

井上 和之 様 川口市 安心で安全なまちづくりのための事業 30,000 

井上 和之 様 川口市 子どもを育むまちづくりのための事業 40,000 

横山 知巳 様 川口市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 20,000 

岸田 圭介 様 世田谷区 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 10,000 

吉戸 修 様 印西市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

宮越 正登 様 志木市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 10,000 

宮越 正登 様 志木市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 10,000 



岩崎 健 様 品川区 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 20,000 

和田 守生 様 鈴鹿市 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

大野 敏弘 様 横浜市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 10,000 

大野 敏弘 様 横浜市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 10,000 

佐藤 寿美子 様 須賀川市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 10,000 

小林 容子 様 さいたま市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

佐藤 達郎 様 川崎市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

網中 勝彦 様 ふじみ野市 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 10,000 

平野 清子 様 墨田区 子どもを育むまちづくりのための事業 20,000 

佐田 恭子 様 加古川市 子どもを育むまちづくりのための事業 20,000 

細田 茂 様 志木市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 100,000 

第一法規株式会社 

様 
港区 安心で安全なまちづくりのための事業 50,000 

濱島 寛明 様 蕨市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 20,000 

長田 浩一 様 神戸市 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 20,000 

髙木 英子 様 丸亀市 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

中村 木綿子 様 つくば市 子どもを育むまちづくりのための事業 110,000 

川口信用金庫 様 川口市 その他（市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業 ） 200,000 

黒野 良文 様 岡崎市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

 

皆様の温かいご支援に感謝申し上げます。 

今後とも応援をよろしくお願いいたします。 

 

 


