
瑞穂市を応援いただきありがとうございました。 

瑞穂市ふるさと応援寄附金をいただいたかたのうち、公表を承諾いただけましたかたは

次の皆様です。 

※承諾いただいた項目のみ公表 

（平成２８年度分） 

お名前 お住まいの市区町村 寄附金額（円） 瑞穂市への応援メッセージ 

  愛知県あま市     

  愛知県一宮市     

  愛知県稲沢市     

  愛知県稲沢市     

  愛知県岡崎市     

  愛知県岡崎市     

  愛知県岡崎市     

  愛知県岡崎市     

  愛知県海部郡大治町     

  愛知県刈谷市     

  愛知県刈谷市     

  愛知県犬山市     

  愛知県犬山市     

  愛知県瀬戸市     

  愛知県西尾市     

  愛知県西尾市     

  愛知県知多郡東浦町     

  愛知県知多郡美浜町     

  愛知県知多郡武豊町     

  愛知県知多郡武豊町     

  愛知県知立市     

  愛知県東海市     

  愛知県東海市     

  愛知県半田市     

  愛知県半田市     

  愛知県豊橋市     

  愛知県豊橋市     

  愛知県豊田市     

  愛知県豊田市     



 

  愛知県豊明市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県名古屋市     

  愛知県弥富市     

  愛媛県松山市     

  愛媛県松山市     

  茨城県牛久市     

  茨城県日立市     

  岡山県岡山市     

  沖縄県沖縄市     

  岐阜県各務原市     

  岐阜県岐阜市     

  岐阜県岐阜市     

  岐阜県岐阜市     

  岐阜県岐阜市     

  岐阜県岐阜市     

  岐阜県瑞浪市     

  岐阜県瑞浪市     

  岐阜県瑞浪市     

  岐阜県多治見市     

  岐阜県大垣市     

  岐阜県大垣市     

  宮崎県延岡市     

  宮城県仙台市     



 

  京都府宇治市     

  京都府宇治市     

  京都府京都市     

  京都府京都市     

  京都府長岡京市     

  群馬県伊勢崎市     

  広島県東広島市     

  広島県福山市     

  香川県丸亀市     

  香川県東かがわ市     

  埼玉県さいたま市     

  埼玉県さいたま市     

  埼玉県三郷市     

  埼玉県志木市     

  埼玉県春日部市     

  埼玉県春日部市     

  埼玉県深谷市     

  埼玉県川口市     

  埼玉県川口市     

  埼玉県草加市     

  埼玉県草加市     

  埼玉県白岡市     

  三重県伊賀市     

  三重県桑名市     

  三重県志摩市     

  三重県志摩市     

  三重県松阪市     

  三重県名張市     

  三重県鈴鹿市     

  山形県山形市     

  山形県酒田市     

  山梨県中巨摩郡昭和町     

  滋賀県蒲生郡日野町     

  滋賀県高島市     



 

  滋賀県草津市     

  滋賀県大津市     

  滋賀県大津市     

  新潟県新潟市     

  新潟県長岡市     

  神奈川県愛甲郡愛川町     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県横浜市     

  神奈川県鎌倉市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県川崎市     

  神奈川県相模原市     

  神奈川県相模原市     

  神奈川県相模原市     

  神奈川県相模原市     

  静岡県掛川市     

  静岡県掛川市     

  静岡県三島市     

  静岡県沼津市     

  静岡県榛原郡川根本町     

  静岡県静岡市     



 

  静岡県藤枝市     

  静岡県浜松市     

  静岡県浜松市     

  静岡県浜松市     

  静岡県浜松市     

  静岡県富士市     

  千葉県市川市     

  千葉県松戸市     

  千葉県千葉市     

  千葉県千葉市     

  千葉県船橋市     

  千葉県柏市     

  千葉県柏市     

  千葉県茂原市     

  千葉県流山市     

  大阪府茨木市     

  大阪府貝塚市     

  大阪府高槻市     

  大阪府堺市     

  大阪府守口市     

  大阪府守口市     

  大阪府吹田市     

  大阪府吹田市     

  大阪府吹田市     

  大阪府吹田市     

  大阪府吹田市     

  大阪府泉佐野市     

  大阪府大阪市     

  大阪府大阪市     

  大阪府大阪市     

  大阪府大阪市     

  大阪府大阪市     

  大阪府大阪市     

  大阪府大阪市     



 

  大阪府大阪市     

  大阪府大阪市     

  大阪府大東市     

  大阪府東大阪市     

  大阪府枚方市     

  大阪府枚方市     

  大阪府門真市     

  大分県大分市     

  長野県上伊那郡宮田村     

  長野県中野市     

  鳥取県鳥取市     

  島根県浜田市     

  東京都江戸川区     

  東京都江東区     

  東京都荒川区     

  東京都荒川区     

  東京都荒川区     

  東京都渋谷区     

  東京都渋谷区     

  東京都渋谷区     

  東京都小平市     

  東京都新宿区     

  東京都杉並区     

  東京都杉並区     

  東京都杉並区     

  東京都杉並区     

  東京都杉並区     

  東京都杉並区     

  東京都杉並区     

  東京都青梅市     

  東京都足立区     

  東京都足立区     

  東京都足立区     

  東京都大田区     



 

  東京都中央区     

  東京都中央区     

  東京都中央区     

  東京都中央区     

  東京都中央区     

  東京都八王子市     

  東京都板橋区     

  東京都板橋区     

  東京都板橋区     

  東京都品川区     

  東京都品川区     

  東京都品川区     

  東京都品川区     

  東京都品川区     

  東京都武蔵野市     

  東京都福生市     

  東京都文京区     

  東京都北区     

  東京都墨田区     

  東京都墨田区     

  東京都墨田区     

  東京都墨田区     

  東京都目黒区     

  東京都目黒区     

  東京都目黒区     

  東京都目黒区     

  東京都目黒区     

  東京都目黒区     

  東京都目黒区     

  東京都練馬区     

  東京都練馬区     

  東京都練馬区     

  徳島県徳島市     

  徳島県徳島市     



 

  富山県富山市     

  福岡県春日市     

  福岡県太宰府市     

  福岡県大牟田市     

  福岡県福岡市     

  福岡県福岡市     

  福岡県福岡市     

  福岡県北九州市     

  福島県いわき市     

  福島県喜多方市     

  兵庫県三木市     

  兵庫県神戸市     

  兵庫県神戸市     

  兵庫県神戸市     

  兵庫県神崎郡福崎町     

  兵庫県川西市     

  兵庫県尼崎市     

  兵庫県宝塚市     

  兵庫県豊岡市     

  兵庫県明石市     

  北海道札幌市     

  北海道札幌市     

  北海道二海郡八雲町     

  北海道留萌市     

  和歌山県岩出市     

  和歌山県和歌山市     

  京都府京都市   
学生で入れ替わりが多いかとは思いますが、

頑張って下さい！ 

  東京都世田谷区   
穂積駅の周りが淋しいため、もう尐し活気のあ

る環境にしてほしい 

  奈良県香芝市   

高校時代の友人が住んでおり親近感を抱いて

います。ますます住みよい町になりますよう

に。 

  愛知県みよし市 30,000   



 

  愛知県安城市 10,000   

  愛知県一宮市 20,000   

  愛知県一宮市 10,000   

  愛知県一宮市 10,000   

  愛知県刈谷市 10,000   

  愛知県犬山市 30,000   

  愛知県江南市 10,000   

  愛知県江南市 30,000   

  愛知県瀬戸市 10,000   

  愛知県西尾市 10,000   

  愛知県丹羽郡扶桑町 30,000   

  愛知県豊橋市 30,000   

  愛知県豊橋市 10,000   

  愛知県豊川市 10,000   

  愛知県豊川市 20,000   

  愛知県豊田市 10,000   

  愛知県名古屋市 10,000   

  愛知県名古屋市 30,000   

  愛知県名古屋市 10,000   

  愛知県名古屋市 30,000   

  愛知県名古屋市 20,000   

  愛知県名古屋市 100,000   

  愛知県名古屋市 10,000   

  愛知県弥富市 10,000   

  茨城県稲敷郡美浦村 10,000   

  茨城県古河市 10,000   

  岡山県岡山市 10,000   

  沖縄県宮古島市 10,000   

  岐阜県羽島郡岐南町 20,000   

  岐阜県各務原市 30,000   

  岐阜県岐阜市 30,000   

  岐阜県恵那市 10,000   

  岐阜県高山市 30,000   

  岐阜県高山市 30,000   



 

  岐阜県大垣市 10,000   

  岐阜県不破郡垂井町 10,000   

  京都府宇治市 10,000   

  京都府京都市 10,000   

  京都府京都市 40,000   

  京都府京都市 50,000   

  京都府八幡市 20,000   

  広島県福山市 10,000   

  香川県三豊市 20,000   

  埼玉県さいたま市 20,000   

  埼玉県さいたま市 10,000   

  埼玉県久喜市 10,000   

  埼玉県戸田市 80,000   

  埼玉県川口市 10,000   

  埼玉県草加市 20,000   

  埼玉県入間市 10,000   

  埼玉県入間市 10,000   

  埼玉県比企郡川島町 10,000   

  三重県伊賀市 50,000   

  三重県伊勢市 30,000   

  三重県三重郡菰野町 20,000   

  三重県志摩市 200,000   

  三重県志摩市 80,000   

  三重県津市 10,000   

  山口県山口市 10,000   

  滋賀県大津市 30,000   

  鹿児島県薩摩川内市 10,000   

  鹿児島県鹿児島市 10,000   

  新潟県新潟市 10,000   

  神奈川県横浜市 20,000   

  神奈川県横浜市 150,000   

  神奈川県横浜市 20,000   

  神奈川県横浜市 20,000   

  神奈川県横浜市 20,000   



 

  神奈川県横浜市 100,000   

  神奈川県横浜市 10,000   

  神奈川県横浜市 20,000   

  神奈川県横浜市 10,000   

  神奈川県横浜市 10,000   

  神奈川県秦野市 10,000   

  神奈川県逗子市 10,000   

  神奈川県川崎市 10,000   

  神奈川県川崎市 30,000   

  神奈川県川崎市 10,000   

  神奈川県川崎市 20,000   

  神奈川県川崎市 100,000   

  神奈川県足柄下郡箱根町 30,000   

  神奈川県平塚市 10,000   

  静岡県御殿場市 10,000   

  静岡県沼津市 20,000   

  静岡県静岡市 10,000   

  静岡県静岡市 40,000   

  静岡県静岡市 10,000   

  静岡県島田市 10,000   

  静岡県浜松市 10,000   

  静岡県浜松市 30,000   

  静岡県富士市 30,000   

  千葉県印西市 10,000   

  千葉県松戸市 10,000   

  千葉県松戸市 10,000   

  千葉県千葉市 10,000   

  千葉県千葉市 10,000   

  千葉県船橋市 10,000   

  千葉県船橋市 20,000   

  千葉県白井市 30,000   

  千葉県八千代市 20,000   

  大阪府守口市 30,000   

  大阪府吹田市 20,000   



 

  大阪府吹田市 10,000   

  大阪府吹田市 20,000   

  大阪府吹田市 20,000   

  大阪府吹田市 10,000   

  大阪府吹田市 50,000   

  大阪府吹田市 10,000   

  大阪府大阪市 20,000   

  大阪府大阪市 20,000   

  大阪府豊中市 10,000   

  大阪府豊中市 20,000   

  大阪府豊中市 20,000   

  大阪府枚方市 10,000   

  大分県大分市 10,000   

  大分県大分市 10,000   

  長崎県西彼杵郡長与町 10,000   

  長野県佐久市 20,000   

  鳥取県鳥取市 10,000   

  東京都江戸川区 30,000   

  東京都江東区 10,000   

  東京都江東区 150,000   

  東京都港区 10,000   

  東京都港区 30,000   

  東京都港区 10,000   

  東京都港区 10,000   

  東京都荒川区 10,000   

  東京都国分寺市 10,000   

  東京都三鷹市 10,000   

  東京都三鷹市 20,000   

  東京都渋谷区 10,000   

  東京都新宿区 10,000   

  東京都新宿区 10,000   

  東京都新宿区 10,000   

  東京都新宿区 10,000   

  東京都新宿区 10,000   



 

  東京都新宿区 10,000   

  東京都杉並区 10,000   

  東京都杉並区 10,000   

  東京都世田谷区 10,000   

  東京都世田谷区 30,000   

  東京都西東京市 50,000   

  東京都千代田区 10,000   

  東京都台東区 20,000   

  東京都台東区 10,000   

  東京都調布市 100,000   

  東京都日野市 10,000   

  東京都品川区 10,000   

  東京都品川区 10,000   

  東京都品川区 10,000   

  東京都武蔵野市 10,000   

  東京都福生市 10,000   

  東京都文京区 10,000   

  東京都文京区 10,000   

  東京都文京区 10,000   

  東京都北区 10,000   

  東京都目黒区 30,000   

  東京都立川市 10,000   

  東京都立川市 10,000   

  東京都練馬区 10,000   

  東京都練馬区 10,000   

  栃木県宇都宮市 10,000   

  富山県高岡市 30,000   

  富山県富山市 10,000   

  兵庫県加古川市 10,000   

  兵庫県西宮市 10,000   

  兵庫県川辺郡猪名川町 10,000   

  兵庫県川辺郡猪名川町 10,000   

  兵庫県川辺郡猪名川町 10,000   

  兵庫県姫路市 10,000   



 

  兵庫県明石市 30,000   

  北海道江別市 10,000   

  北海道札幌市 10,000   

  北海道札幌市 20,000   

  北海道札幌市 10,000   

  北海道札幌市 10,000   

  和歌山県西牟婁郡白浜町 20,000   

  岩手県盛岡市 10,000 

ふるさと納税をきっかけとして瑞穂市を知りま

した。東海地方へ旅行の際は、立ち寄ってみ

たいです。 

  岐阜県大垣市 10,000 

1歳の娘がかきりんが大好きで、看板やのぼ

り、みずほバスをみつけると指をさして「あ、

あ！」乗り出して興奮します。かきりんポストな

どかきりんを見かけることが多くなりましたが、

かきりんのいる場所がもっと増えると嬉しいで

す。 

  京都府京都市 10,000   

  大阪府大阪市 10,000 
瑞穂市さん 頑張ってくださいね 応援してい

ます。 

  鳥取県倉吉市 10,000 

夫が学生時代に住んでいました。卒後三十

年、ふるさと納税でつなぐって素敵ですよね。

応援しています。 

  東京都新宿区 10,000   

  東京都大田区 10,000 

瑞穂市は訪れたこともない、ご縁の無い場所

でしたが、市役所の HPで、俳優の平山浩行さ

んの出身地であることを知りました。わりと好

きな俳優さんなので、親しみを感じました。ふ

るさと納税がきっかけで、ご縁ができました。

応援してます。 

  東京都中央区 100,000 
帰省する度に癒される本当に良い町だと思い

ます。更なる発展のために頑張ってください 

  兵庫県神戸市 10,000 頑張ってください！ 



  

  

愛知県名古屋市 

  

10,000 

  

  

本当は教育に投資したかったのですが、選択

肢にそれと思しきものが無かったので女性の

地位向上に票を投じました。私は会社員です

が、いくら男女参画機会均等法が施行されて

も無言の圧力や不文律として「女は...女のくせ

に...」という環境は存在していると感じていま

す。やはり政治が为導権を握って意識改革を

していく必要があると思います。できたら男性

の育休取得率があがるような政策を打ってほ

しいです。 

      
ばら大好きです 100種くらい育ててます  もう

すぐ満開になります 

      
寄付事業に具体性のなさが改善され、財政規

律が回復されると良い。 

      頑張ってください。応援しています。 

      

今回の寄付をきっかけに瑞穂市に興味を持た

せて頂きました。今後とも瑞穂市の益々の発

展をお祈り致します。 

      

初めて、ふるさと納税をします。果物と野菜が

好きです。ちょっと、遠いので、瑞穂市にはな

かなか行く時がありませんでした。瑞穂市の特

産品に、豚肉があることは、これまで知りませ

んでした。今回の申し込みで知りました。農業

をこれからも頑張っていってほしいです。母と

一緒に、お礼の品が届くのを楽しみにしていま

す。よろしくお願いします。 

      
ふるさと納税をすることによって、町づくりに参

加できて嬉しいです！ 

      皆さん頑張ってください。 

      女性が活躍できる街づくりに期待しています 

      活気のある街をつくってください！ 

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   



 

    40,000   

    50,000   

    30,000   

    30,000   

    10,000   

    30,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    40,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   



 

    20,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    30,000   

    30,000   

    50,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    20,000   

    100,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    20,000   

    30,000   

    20,000   



 

    10,000   

    60,000   

    30,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    50,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    60,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    30,000   

    60,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   



 

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    20,000   

    20,000   

    20,000   

    30,000   

    30,000   

    30,000   

    20,000   

    10,000   

    20,000   

    100,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    60,000   

    20,000   

    120,000   

    30,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   



 

    20,000   

    10,000   

    20,000   

    30,000   

    100,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    30,000   

    30,000   

    20,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    20,000   



 

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    30,000   

    20,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    40,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    30,000   

    10,000   

    30,000   



 

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    100,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    30,000   

    80,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    150,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    100,000   

    30,000   

    20,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   



 

    10,000   

    30,000   

    100,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    10,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    30,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    20,000   

    20,000   

    80,000   

    10,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    30,000   

    100,000   

    10,000   

    10,000   

    30,000   

    20,000   

    10,000   



 

    10,000   

    10,000 町の発展を応援しています。 

    10,000 頑張ってください。 

    60,000 
瑞穂市のますますの発展をお祈りしていま

す。 

    50,000 

寄附金が、子供から高齢者まで、住み易くて、

明るく希望に満ちたまちづくりに役立つ事を願

います。妻の友人が岐阜に居るので、機会あ

れば瑞穂市にも足を運んでみたいです。 

    20,000 美味しい梨をたくさん作ってください！ 

    30,000 
家族が数年間、居住しました。住み良さを大切

に、ご発展を祈ります。 

    30,000 住みよい市を目指して頑張ってください 
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黒崎 信也 様 東京都品川区 170,000   

大野 果麻理 様 岐阜県岐阜市 30,000 
女性の活躍を推進し、県下一住みやすい街、

魅力ある街を目指してもらいたい 

安江 賢二 様       

安栖 祐衣 様       

安田 裕輔 様       

安齋 聡 様       

伊藤 一男 様       

伊藤 光堅 様       

伊藤 俊哉 様       

井上 大輔 様       

磯田 和広 様       

因田 賢児 様       

宇田 絃子 様       

鵜飼 智司 様       



 

鵜飼 裕之 様       

永橋 理宏 様       

永田 英樹 様       

越智 進太郎 様       

遠藤 光俊 様       

奥村 真悟 様       

横山 さよ子 様       

横田 健太郎 様       

横幕 節子 様       

岡田 邦夫 様       

岡田 容子 様       

岡野 正知 様       

下山 良野 様       

加藤 君代 様       

河原林 英晴 様       

河合 雅 様       

花村 秀樹 様       

海塚 安郎 様       

外崎 桃子 様       

柿崎 典行 様       

梶 聡美 様       

割鞘 一将 様       

萱原 明彦 様       

関口 勇 様       

関根 孝 様       

丸山 智康 様       

岩崎 豊 様       

岩渕 学緒 様       

菊地 孝輔 様       

菊池 常次 様       

吉永 和仁 様       

吉岡 憲司 様       

吉川 晃治 様       

吉村 章 様       



 

久保 健二 様       

久保田 清一 様       

宮下 純 様       

牛久保 重智 様       

玉村 雄次 様       

玉木 陽穂 様       

金城 昇三 様       

栗原 幸寿 様       

栗原 崇 様       

結城 和央 様       

兼子 真吾 様       

原 啓太 様       

原 寿也 様       

原 良太 様       

古屋 恵美子 様       

後藤 徹 様       

工藤 優子 様       

江藤 真吾 様       

高宮 央 様       

高橋 秀香 様       

高橋 正和 様       

高城 健二 様       

高瀬 浩司 様       

高田 智行 様       

高畑 忠実 様       

高野 ひとみ 様       

今井 努 様       

今泉 知明 様       

今野 浩二 様       

根岸 伸一 様       

佐々木 賢二 様       

佐藤 雅志 様       

佐武 渡 様       

細井 慎太郎 様       



 

細江 知男 様       

坂根 有紀 様       

坂田 正夫 様       

坂本 恵子 様       

阪本 雅英 様       

笹原 俊彦 様       

三室 好 様       

山下 昌樹 様       

山口 篤 様       

山崎 尚也 様       

山碕 起美代 様       

山田 伸行 様       

山田 裕之 様       

山内 英行 様       

山尾 哲清 様       

山本 真梨奈 様       

志水 隆之 様       

寺本 正人 様       

七瀬 篤人 様       

篠崎 恭子 様       

篠瀬 充紀 様       

柴田 庄一 様       

守屋 貴史 様       

酒井 和子 様       

出良 心一 様       

小笠原 由法 様       

小原 敏徳 様       

小山 健一 様       

小菅 幸雄 様       

小川 貴彦 様       

小村 哲司 様       

小池 俊光 様       

小島 康嗣 様       

小野 綾子 様       



 

小野 浩子 様       

小野 博光 様       

小林 雅則 様       

小林 住彦 様       

小林 重人 様       

小林 二郎 様       

小嶌 大穂 様       

小﨑 隼 様       

松浦 伸悌 様       

松久 高志 様       

松本 秀一 様       

沼田 元良 様       

上野 千晴 様       

新井 潤子 様       

森 昭恵 様       

森岡 崇 様       

神谷 勝 様       

清水 啓太 様       

清水 和志 様       

西 輝枝 様       

西井 直良 様       

西原 司 様       

西村 憲吾 様       

西村 亮 様       

西本 千春 様       

青山 健児 様       

青木 伸介 様       

斉藤 宏美 様       

石井 孝明 様       

石川 めぐみ 様       

石川 好蔵 様       

石渡 敏明 様       

石内 直樹 様       

千場 直子 様       



 

千葉 愼吾 様       

川喜田 信二 様       

川上 幸子 様       

前田 一之 様       

村井 幸太 様       

村口 栄一 様       

村崎 篤司 様       

村上 孝 様       

多々良 浩 様       

太田 司 様       

大西 孝英 様       

大竹 亮 様       

大澤 定夫 様       

瀧本 滋 様       

谷 徹也 様       

竹下 幸一 様       

竹村 隆一郎 様       

竹内 秀樹 様       

中根 誉 様       

中川 逸夫 様       

中川 和雄 様       

中村 謙作 様       

中村 知典 様       

中田 久弘 様       

中野 三四郎 様       

中野 正幾 様       

仲田 宣子 様       

長久保 樹一郎 様       

長坂 良治 様       

長谷川 傑 様       

長谷川 靖 様       

塚倉 明美 様       

栂野 真吾 様       

辻 一彦 様       



 

辻 彰久 様       

辻本 龍晃 様       

堤 絵理子 様       

笛場 美枝 様       

田中 準二 様       

田中 伸幸 様       

田中 豊久 様       

田路 明子 様       

渡辺 美佳 様       

渡邉 敏行 様       

渡邉 峰守 様       

砺山 隆行 様       

土田 大介 様       

島田 秀治 様       

島田 真紀 様       

湯川 吉博 様       

筒井 貴弘 様       

藤井 篤之 様       

藤崎 賢一 様       

道法 一雅 様       

内山 信明 様       

内田 雅二 様       

内木 洋子 様       

内木 隆文 様       

二宮 真奈美 様       

日比 誠二 様       

馬淵 正敏 様       

萩原 崇志 様       

白鳥 真 様       

板垣 雄太 様       

飯田 聡 様       

尾崎 慶太郎 様       

浜津 仁 様       

武藤 五郎 様       



 

武本 一美 様       

朋部 智治 様       

朋部 靖之 様       

福原 政義 様       

平尾 直之 様       

片桐 大 様       

北川 淳一 様       

北村 健一 様       

北島 幸蔵 様       

北野 聡志 様       

北野 直 様       

北野 雄士 様       

本間 誠三 様       

末松 義弘 様       

木下 泰伸 様       

木村 英明 様       

木村 秀雄 様       

木村 直義 様       

門脇 博 様       

野見山 正貴 様       

野元 君美 様       

野田 昇宏 様       

矢野 永子 様       

柳 雪江 様       

油谷 守人 様       

林 良美 様       

林 惠次 様       

鈴木 正一 様       

鈴木 千恵子 様       

和田 啓子 様       

廣川 隆久 様       

眞田 勝功 様       

齋藤 昌久 様       

髙橋 祐太 様       



 

阿部 友弘 様 福島県福島市     

安達 寿樹 様 愛知県春日井市     

稲光 健二 様 千葉県市川市     

影井 孝弘 様 神奈川県横浜市     

永森 弘康 様 神奈川県横浜市     

越仲 信雄 様 東京都江東区     

岡野屋 清 様 神奈川県横浜市     

加藤 祐子 様 東京都新宿区     

河野 元 様 愛知県あま市     

掛川 力丸 様 東京都大田区     

岩永 将平 様 埼玉県越谷市     

菊地 輝夫 様 東京都府中市     

菊池 洋 様 熊本県上益城郡益城町     

久保 純一 様 東京都品川区     

宮下 純 様 東京都港区     

玉村 雄次 様 愛知県名古屋市     

古橋 啓治 様 静岡県浜松市     

後藤 大輔 様 福岡県北九州市     

細田 浩司 様 東京都文京区     

坂本 一 様 愛知県名古屋市     

山崎 正揮 様 愛知県あま市     

山本 周平 様 大分県由布市     

志知 宏子 様 東京都文京区     

寺嶋 真理子 様 大阪府吹田市     

時田 貴幸 様 東京都葛飾区     

柴田 義昭 様 神奈川県横浜市     

狩野 路也 様 群馬県渋川市     

小西 一義 様 神奈川県横浜市     

小島 治 様 岐阜県各務原市     

松村 祐志 様 千葉県船橋市     

松村 遼 様 京都府京都市     

松田 寿香 様 北海道野付郡別海町     

深谷 知弘 様 福岡県福岡市     

神谷 啓太 様 千葉県船橋市     



 

水谷 良江 様 岐阜県大垣市     

水野 聰美 様 愛知県一宮市     

西村 正雄 様 東京都北区     

赤津 伸子 様 千葉県松戸市     

川上 信一 様 東京都大田区     

川地 孝夫 様 香川県さぬき市     

川本 達也 様 兵庫県尼崎市     

増田 邦生 様 神奈川県横浜市     

多田 英明 様 神奈川県横須賀市     

太田 安彦 様 和歌山県和歌山市     

大矢 喜彦 様 東京都世田谷区     

中牟田 浩治 様 長崎県大村市     

鶴見 栄二 様 愛知県名古屋市     

渡邉 一矢 様 愛知県名古屋市     

藤井 誠 様 愛知県名古屋市     

藤原 隆澄 様 兵庫県加古川市     

内田 茂 様 東京都八王子市     

馬渕 龍彦 様 愛知県名古屋市     

肥田 英明 様 岐阜県土岐市     

蛭子屋 大蔵 様 長崎県佐世保市     

武田 昌子 様 兵庫県尼崎市     

副島 美紀 様 愛知県豊田市     

平林 朊子 様 愛知県豊明市     

米内山 真之介 様 青森県青森市     

堀江 浩正 様 神奈川県横浜市     

木目 良太郎 様 東京都西東京市     

野村 晃一 様 東京都板橋区     

廣瀬 威雄 様 茨城県石岡市     

齊藤 寛之 様 東京都文京区     

髙橋 榮治 様 東京都武蔵野市     

松浦 陽平 様 千葉県市川市   応援してます！ 

安藤 義和 様 愛知県小牧市 40,000   

井古田 恵伸 様 埼玉県児玉郡美里町 10,000   

井上 優子 様 愛知県名古屋市 40,000   



 

磯田 幸秀 様 埼玉県所沢市 150,000   

稲村 智鶴 様 静岡県沼津市 20,000   

稲葉 直道 様 東京都新宿区 10,000   

遠藤 光俊 様 静岡県三島市 10,000   

遠藤 光俊 様 静岡県三島市 10,000   

岡本 謙 様 三重県四日市市 10,000   

加藤 総一郎 様 群馬県北群馬郡吉岡町 30,000   

加藤 良晃 様 愛知県豊橋市 10,000   

河野 一 様 愛媛県新居浜市 20,000   

笠井 俊宏 様 京都府京都市 10,000   

丸山 和之 様 東京都文京区 30,000   

岩澤 ひろみ 様 千葉県千葉市 10,000   

岩﨑 正道 様 静岡県沼津市 10,000   

吉池 理 様 埼玉県北本市 10,000   

久野 裕規 様 岐阜県岐阜市 10,000   

宮下 純 様 東京都港区 20,000   

橋本 仁孝 様 兵庫県神戸市 10,000   

熊谷 清彦 様 静岡県浜松市 20,000   

光岡 敏幸 様 愛知県みよし市 20,000   

江口 亨 様 神奈川県横浜市 10,000   

甲斐 一智 様 愛知県名古屋市 20,000   

高瀬 浩司 様 兵庫県神戸市 10,000   

佐々木 貴則 様 大阪府和泉市 10,000   

佐竹 瞬 様 埼玉県川口市 20,000   

佐藤 洋幸 様 神奈川県川崎市 20,000   

細谷 亮太 様 神奈川県横浜市 10,000   

坂本 一 様 愛知県名古屋市 10,000   

山田 春香 様 山形県東根市 10,000   

四方 康博 様 東京都渋谷区 30,000   

寺本 明生 様 愛知県名古屋市 10,000   

実松 宏巳 様 鳥取県米子市 20,000   

秋田 眞一 様 兵庫県赤穂市 10,000   

秋豆 朗 様 三重県松阪市 10,000   

小坂 顕太郎 様 岡山県倉敷市 10,000   



 

小山内 司 様 東京都新宿区 30,000   

小松 寛明 様 大阪府茨木市 10,000   

小松 務 様 高知県高知市 10,000   

小泉 歩 様 埼玉県越谷市 20,000   

小林 貴司 様 大阪府高槻市 10,000   

小澤 邦光 様 兵庫県芦屋市 30,000   

小澤 邦光 様 兵庫県芦屋市 30,000   

松田 浩和 様 愛知県清須市 10,000   

松尾 久実 様 愛知県稲沢市 10,000   

新沼 伸一 様 岩手県大船渡市 30,000   

森 正美 様 三重県鈴鹿市 10,000   

森 正美 様 三重県鈴鹿市 10,000   

森 智志 様 三重県鈴鹿市 40,000   

森山 英朗 様 神奈川県横浜市 150,000   

神出 学 様 北海道千歳市 30,000   

須佐 忠史 様 和歌山県和歌山市 100,000   

水野 恵美子 様 愛知県豊田市 10,000   

西岡 博人 様 奈良県奈良市 40,000   

西村 誠 様 三重県津市 10,000   

青木 博幸 様 東京都練馬区 10,000   

石原 豊隆 様 東京都目黒区 30,000   

石黒 博邦 様 愛知県岩倉市 60,000   

石川 郁子 様 三重県桑名市 30,000   

千田 祐資 様 千葉県習志野市 20,000   

川本 結衣 様 愛知県長久手市 10,000   

村田 貴子 様 山梨県甲府市 10,000   

村野 優 様 東京都小平市 30,000   

大山 克美 様 神奈川県横浜市 20,000   

大植 鉄也 様 大阪府岸和田市 30,000   

大植 鉄也 様 大阪府岸和田市 20,000   

大菅 知樹 様 兵庫県宝塚市 10,000   

大瀧 敏裕 様 北海道札幌市 10,000   

大門 洋一 様 鹿児島県鹿児島市 10,000   

滝 建也 様 愛知県名古屋市 10,000   



 

滝沢 利之 様 東京都足立区 10,000   

宅野 宏 様 神奈川県川崎市 30,000   

竹内 浩 様 三重県三重郡菰野町 10,000   

中川 豪晴 様 兵庫県姫路市 150,000   

中村 耕作 様 京都府福知山市 20,000   

猪瀬 祐之 様 東京都世田谷区 40,000   

猪俣 太郎 様 東京都江東区 30,000   

長坂 隆 様 神奈川県横浜市 10,000   

長縄 道明 様 愛知県春日井市 10,000   

塚原 忍 様 東京都八王子市 10,000   

田原 信幸 様 大阪府門真市 30,000   

渡辺 昭男 様 千葉県船橋市 10,000   

藤井 利彦 様 広島県福山市 10,000   

藤沼 美枝子 様 東京都豊島区 10,000   

藤田 裕 様 東京都新宿区 20,000   

藤澤 伸治 様 岐阜県岐阜市 10,000   

内田 太郎 様 東京都練馬区 10,000   

飯田 由美子 様 神奈川県相模原市 30,000   

尾畑 二郎 様 岐阜県岐阜市 30,000   

武田 理沙 様 東京都江戸川区 10,000   

風見 久 様 栃木県下野市 20,000   

福井 誠 様 岐阜県羽島市 10,000   

並木 隼人 様 千葉県市川市 10,000   

木村 和巳 様 東京都荒川区 30,000   

野々村 正弘 様 岐阜県揖斐郡揖斐川町 20,000   

林 めぐみ 様 徳島県勝浦郡勝浦町 10,000   

濱井 信雄 様 東京都新宿区 30,000   

眞城 照央 様 奈良県奈良市 20,000   

宇賀神 登 様 埼玉県川口市 20,000   

小澤 千恵子 様 東京都目黒区 10,000   

中島 聡 様 福岡県北九州市 10,000   

鈴木 健一 様 宮城県仙台市 10,000   



 

伊藤 早弘 様 山形県山形市 10,000 

いままで、まったく知らない町でした。大好きな

豆乳をここで生産していると知って親近感がわ

いてきました。 

原 香織 様 東京都板橋区 10,000 

身内が近くに住んでいて（大野町）最寄の駅が

穂積です。子どもが住みやすく穏やかだと思

います。今後も自然を大切にしつつ魅力ある

市になることを期待します。 

小嵜 邦昭 様 東京都練馬区 30,000 

日本国内の地方の中小都市が、ますます活

性化し、住人の皆様の日々の生活に潤いがあ

り活き活きと暮らして行ける様望んで止みませ

ん‼ 

神田 貴行 様 島根県松江市 100,000 

不思議な縁ですが、将来ある子どもたちのた

めにぜひ有意義に使っていただきたいと思い

ます。 

國崎 由香 様 東京都北区 10,000 応援しています！また遊びに行きます。 

岩泉 竜司 様   20,000   

久野 裕規 様   10,000   

月間 律子 様   30,000   

後藤 祐介 様   30,000   

高瀬 浩司 様   10,000   

山本 桂司 様   50,000   

織戸 大智 様   10,000   

真鍋 厚史 様   30,000   

西 英光 様   30,000   

石橋 澪 様   10,000   

石坂 正人 様   100,000   

谷 徹也 様   10,000   

中牟田 浩治 様   10,000   

二見 修司 様   130,000   

飯田 登 様   30,000   

木村 直義 様   10,000   

野口 孝之 様   10,000   



 

廣方 健二 様   10,000   

寺島 久継 様 愛知県名古屋市 30,000   

鶴岡 正巳 様 愛知県名古屋市 50,000   

 


