
令和２年度まちづくり寄附金と基金の状況 

 

令和２年度は、596人・4団体、総額 1,416万円の 

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２年度 前年度までの 

基金積立額

(円) 

令和２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 254 5,460,000 8,056,000 11,282,565 8,686,565 

健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業 61 1,160,000 2,500,000 3,038,229 1,698,229 

生涯学習を推進するまちづくりのための事業 16 340,000 300,000 456,000 496,000 

安心で安全なまちづくりのための事業 84 1,690,000 500,000 2,476,986 3,666,986 

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 185 5,510,000 33,435,310 194,110,601 166,185,291 

小計 600 14,160,000 44,791,310 211,364,381 180,733,071 

 基金（預金）利子 260,846 ― ― 260,846 

  合計 14,420,846 44,791,310 211,364,381 180,993,917 

  寄附者(団体)数 寄附金額 

市内 6 1,140,000 円  

県内(市外) 98 2,190,000 円  

県外 496 10,830,000 円  

合計 600 14,160,000 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 

・英語検定試験受験費用の補助 

・次世代教育の推進（STEM教育） 

・小中一貫教育支援員の配置 

・家庭学習応援事業の実施    など 

（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 

・市民健康増進スポーツ大会の実施 

・個別乳がん検診の実施 

（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 

・市民大学への補助 

（４）安心で安全なまちづくりの

ための事業 
・商店街等への防犯カメラ設置への補助 

（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 

・私立幼稚園特色のある幼児教育推進事業の実施 

・電車広告等のシティプロモーション事業の実施 など 

 

３ ご寄附の一覧 

【令和２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） 

鬼塚 辰哉 様 朝倉市 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 

服部 ひろみ 様 ＊＊＊ 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 

永井 勇  様 宇美町 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 

岩谷 翔 様 ＊＊＊ 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 

 香山 豊 様 ＊＊＊ 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 ） 130,000 

中村 亮 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 160,000 

 富田 正浩 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

中村 朋之 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

太田 正夫 様 北本市 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 10,000 

山本 隆幸 様 尼崎市 子どもを育むまちづくりのための事業 100,000 

 山田 浩雅 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

永井 隼人 様 ＊＊＊ 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 



榊原 正敏 様 府中市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

西浦 太一 様 貝塚市 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 

株式会社 

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

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 

眞田 明子 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 40,000 

原田 良子 様 柏市 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 

原山 聡子 様 ＊＊＊ 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 ） 50,000 

大久保 亮 様 港区 子どもを育むまちづくりのための事業 20,000 

 田中 榮一 様 横浜市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

西川 玲子 様 明石市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

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 

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 10,000 

春山 美紀子 様 ＊＊＊ 安心で安全な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 

戸畑 弘二 様 船橋市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

戸畑 弘二 様 船橋市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

小池 美紀 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

星川 知佳子 様 ＊＊＊ 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 

髙木 英子 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 80,000 

松島 晋治 様 新座市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

松島 晋治 様 新座市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

松島 晋治 様 新座市 子どもを育むまちづくりのための事業 20,000 

新谷 正紀 様 ＊＊＊ 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 

山田 良種 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

萩原 光則 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくりのための事業 100,000 

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 40,000 

筑波ダイカスト 

工業株式会社  

代表取締役会長 

増渕 健二 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 

川人 章史 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくりのための事業 50,000 

浅田 修二 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 

髙橋 賢治 様 練馬区 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 



髙橋 賢治 様 練馬区 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

久保田 智子 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 20,000 

浅田 修二 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 ） 10,000 

岩田 修一 様 中野区 子どもを育むまちづくりのための事業 40,000 

長坂 良治 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 40,000 

奥田 聡  様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

岸田 直道 様 高石市 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

田中 剛  様 海南市 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 

中村 朋子 様 八王子市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 180,000 

川崎 英世 様 港区 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

関藤 正敏 様 札幌市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

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

市川 恭平 様 宝塚市 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 

片岡 幸枝 様 大田区 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

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 10,000 

米川 佐和子 様 船橋市 安心で安全なまちづくりのための事業 30,000 

福本 隆史 様 大阪市 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 ますみ 様 港区 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 10,000 

宮原 真  様 江東区 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 ） 30,000 

市川 信男 様 ＊＊＊ 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 110,000 

久留嶋 康之 様 足立区 子どもを育むまちづくりのための事業 20,000 

中西 善夫 様 田辺市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 30,000 

内野 恵佑 様 北区 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

五十嵐 加奈 様 広島市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 30,000 

五十嵐 加奈 様 広島市 健康および福祉を増進するまちづくりのための事業 40,000 

栃岡 佳樹 様 奈良市 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 

仲島 好美 様 荒川区 子どもを育むまちづくりのための事業 40,000 

山下 茂一 様 市川市 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 

東田 章志 様 姫路市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

竹内 秀人 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 ） 30,000 

矢吹 優圭 様 海老名市 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

森下 洋志 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 



陰山 公一 様 横浜市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

石黒 裕之 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 

春日 秀文 様 ＊＊＊ 生涯学習を推進するまちづくりのための事業 10,000 

春日 秀文 様 ＊＊＊ 安心で安全なまちづくりのための事業 10,000 

高橋 恵  様 岡山市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

久野 俊一 様 ＊＊＊ 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 

小池 美紀 様 ＊＊＊ 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 

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

深町 英樹 様 ＊＊＊ 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

齋藤 有正 様 高崎市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

立花 良範 様 千代田区 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

長妻 恵子 様 足立区 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 ） 40,000 

樋口 聡  様 ＊＊＊ 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 

築山 宗之 様 八尾市 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 

松田 好雄 様 荒川区 子どもを育むまちづくりのための事業 40,000 

渡辺 正義 様 川口市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

清田 実咲 様 我孫子市 子どもを育むまちづくりのための事業 30,000 

鍵本 政和 様 吹田市 子どもを育むまちづくりのための事業 10,000 

川口信用金庫   

理事長  

木村 幹雄 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 

曽根 玲子 様 ＊＊＊ 安心で安全な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。 

 

 


