
 

●令和元年度寄附者一覧 （単位：円）（敬称略） 

寄附受付年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

平成 31年 4月 間部 毅 埼玉県 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 5月 匿名 ― 20,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 6月 武田 宏冶 東京都 30,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 7月 
JANAMADAN 

MOHAN 
東京都 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 7月 岡田 和寛 埼玉県 50,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 7月 新村 博 神奈川県 40,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 8月 島田 有子 ― ― 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和元年 8月 匿名 ― 20,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 8月 得丸 善之 ― 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 8月 真下 純一 神奈川県 20,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 8月 葛西 宏一郎 ― 20,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和元年 9月 匿名 ― 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 9月 佐藤 豪 ― 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 9月 中村 雄二 ― 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 9月 佐藤 大輔 群馬県 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 10月 匿名 ― 30,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 10月 菊田 英明 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 10月 匿名 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 10月 匿名 東京都 10,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！ 



 

    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 10月 小山 浩 ― ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 10月 東野 孝也 神奈川県 120,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 10月 井田 広美 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 10月 服部 和弘 福島県 50,000 

採って、食べて、遊んで！家族みんなが楽しめ

る道の駅アグリパークゆめすぎとの魅力を UPし

よう！  

令和元年 10月 匿名 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 11月 畠山 伸正 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 藤田 進 ― 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 東京都 ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 ― 20,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 ― 30,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 柏木 國廣 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 ― 30,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和元年 11月 匿名 ― 30,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 11月 武井 紀幸 ― ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 11月 森瀬 旭 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 ― 10,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和元年 11月 川口 徹 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 林 茂 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 



    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 11月 匿名 千葉県 ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 木村 雅一 神奈川県 80,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 ― 30,000 

採って、食べて、遊んで！家族みんなが楽しめ

る道の駅アグリパークゆめすぎとの魅力を UPし

よう！  

令和元年 11月 匿名 ― 30,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 11月 市村 智 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 八坂 清隆 ― ― 

採って、食べて、遊んで！家族みんなが楽しめ

る道の駅アグリパークゆめすぎとの魅力を UPし

よう！  

令和元年 11月 瀬名波 大貴 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 鳥取県 ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 ― 160,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和元年 11月 匿名 ― 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 11月 尾籠 正己 埼玉県 60,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 11月 酒井 恵三 千葉県 10,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 11月 匿名 京都府 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 森 康博 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 堀 貴達 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 40,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 中川 喜代孝 東京都 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 



 

    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 12月 大塚 孝憲 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 髙萩 秀久 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 大松 慎太郎 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 岩井 昭樹 ― 20,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 坂本 健太 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 浜本 肇 静岡県 100,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！ 

令和元年 12月 村山 進一 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 坂井 郁夫 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 山下 健太郎 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 大阪府 ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 ― 40,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 松永 伸幸 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 内田 和人 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 木村 直貴 埼玉県 10,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 青木 俊之 東京都 50,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 埼玉県 ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 松尾 明子 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 岩上 晃久 東京都 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 馬場 順児 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 



    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 12月 小越 美智子 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 田口 豊太郎 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 黒柳 将 ― 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 野口 裕平 ― 50,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 渡辺 一直 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 金織 栄 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 ― 200,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 前多 千史 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 武田 和義 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 小林 秀行 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 石内 勝吾 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 渡邉 章仁 神奈川県 ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 岩本 竜二 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 佐藤 俊弘 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 佐藤 俊弘 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 鶴見 譲 千葉県 60,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 鶴見 譲 千葉県 60,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 



 

    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 12月 加藤 隆三 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 東京都 ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 神奈川県 ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 加藤 久喜 ― ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 渡辺 龍明 神奈川県 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 茂呂 克之 東京都 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 貴嶋 宏全 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 前原 拓哉 ― ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 白石 智之 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 櫻井 侑美 ― 20,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 小野 晋輔 埼玉県 60,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 吉田 博史 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 北中 克佳 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 岡田 卓也 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 奥野 景介 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 



    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 12月 長崎 健太郎 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 

採って、食べて、遊んで！家族みんなが楽しめ

る道の駅アグリパークゆめすぎとの魅力を UPし

よう！  

令和元年 12月 春日 裕子 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 新潟県 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 ― 130,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 沼守 輝美 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 津川 えりか ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 渡辺 直樹 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 大島 正史 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 橋本 潤 ― ― 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 川岡 嘉則 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 針田 尚知 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 山本 暁 神奈川県 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 埼玉県 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 匿名 ― 30,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 大西 かずみ ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 原田 敦 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

     



    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 12月 匿名 ― 10,000 

採って、食べて、遊んで！家族みんなが楽しめ

る道の駅アグリパークゆめすぎとの魅力を UPし

よう！  

令和元年 12月 矢野 靖二 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 渡辺 龍明 神奈川県 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 岩﨑 正紀 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 30,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 熊倉 麗 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 中澤 光久 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 ― 30,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和元年 12月 小出 健太 東京都 30,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 佐久間 哲司 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 青木 英之 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 匿名 愛知県 ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 高垣 宏成 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 三浦 隆弘 東京都 30,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 吉田 直樹 ― 100,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和元年 12月 匿名 愛知県 ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 鈴木 大 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和元年 12月 宮本 ゆかり ― 10,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和元年 12月 海老 成直 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 



    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和元年 12月 琴塚 留美子 ― ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和元年 12月 野崎 晴彦 ― ― 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和元年 12月 佐藤 千穂 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和元年 12月 熊倉 麗 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和 2年 1月 近藤 大雅 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 1月 石田 洋充 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和 2年 1月 平山 博久 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 1月 小林 中 東京都 30,000 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和 2年 1月 匿名 三重県 ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和 2年 1月 川上 未來 ― ― 活力ある産業を育てるまちづくり事業 

令和 2年 1月 匿名 ― 100,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和 2年 1月 小林 一好 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 2月 川原 義成 ― 10,000 事業を指定せず町政全般に活用 

令和 2年 2月 匿名 ― 10,000 
未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育

成します！  

令和 2年 2月 畠山 伸正 ― 10,000 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和 2年 2月 匿名 ― 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和 2年 3月 片山 昇司 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 長谷川 博和 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 小西 則子 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 匿名 ― 20,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 



 

  

    （単位：円）（敬称略） 

寄附受入年月 寄附者名 住所 寄附金額 活用方法 

令和 2年 3月 澤村 房枝 ― ― 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和 2年 3月 窪田 一夫 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 溝田 京子 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 森田 恵子 ― ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和 2年 3月 松浦 文生 ― ― 心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

令和 2年 3月 孫 笑梅 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 荒井 竜一 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和 2年 3月 奥原 主一 ― ― 事業を指定せず町政全般に活用 

令和 2年 3月 山本 暁 神奈川県 10,000 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和 2年 3月 武内 恒行 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 匿名 ― 10,000 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 馬田 一 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 御代 知克 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 松浦 慎治 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 野中 雅也 ― ― 健康で生きがいのあるまちづくり事業 

令和 2年 3月 日髙 亜矢子 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

令和 2年 3月 鳥海 郁子 ― ― 快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 



●令和元年度におけるふるさと応援寄附金の使途報告について 

使途 寄附金額 

１．快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 7,780,000 円 

２．健康で生きがいのあるまちづくり事業 3,100,000 円 

３．活力ある産業を育てるまちづくり事業 2,700,000 円 

４．心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 3,130,000 円 

５．事業を指定せず町政全般に活用 6,600,000 円 

６．未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育成します！ 2,580,000 円 

７．採って、食べて、遊んで！家族みんなが楽しめる道の駅アグリパークゆめす

ぎとの魅力を UP しよう！  

 

220,000 円 

 

分野別主な充当事業 

１．快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業    7,780,000 円 

 ・道路維持事業（町道Ⅱ級１号線歩道整備工事費） 

 

２．健康で生きがいのあるまちづくり事業        3,100,000 円 

 ・住民健康づくり推進事業（健康マイレージ事業負担金、健康管理システム改修業務委託料） 

 

３．活力ある産業を育てるまちづくり事業        2,700,000 円 

 ・杉戸深輪産業団地拡張事業（杉戸屏風深輪産業団地整備事業負担金） 

 

４．心豊かな人をはぐくむまちづくり事業        3,130,000 円 

 ・児童健全育成事業（第２期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料） 

 ・小学校校舎等整備事業（杉戸小学校階段手摺取付工事費） 

 

５．事業を指定せず町政全般に活用           6,600,000 円 

 ・環境センター運営管理事業（補修工事費） 

 

６．未来を担う子どもたちの学ぶ力・考える力を育成します！     2,580,000 円 

 ・図書館運営管理事業（図書等購入費） 

 

７．採って、食べて、遊んで！家族みんなが楽しめる道の駅アグリパーク 

ゆめすぎとの魅力を UP しよう！                 220,000 円 

 ・アグリパークゆめすぎと維持管理事業（トイレ改修、案内看板更新、インターロッキング段差解消

工事費） 


