
件数
30 ¥910,000
53 ¥1,362,000
46 ¥1,794,000
65 ¥2,228,000
24 ¥494,000
639 ¥17,782,000
43 ¥867,000
900

住所 氏名 寄付金額 寄付収納日

茨城県 藤原　竜義  様 ¥15,000 教育の充実と健康のまちづくり; 2021年4月12日

茨城県 藤原　竜義  様 ¥5,000 教育の充実と健康のまちづくり; 2021年4月12日

東京都 名井　將元  様 ¥20,000 教育の充実と健康のまちづくり; 2021年4月17日

神奈川県 科内　章平  様 ¥120,000 みんなで支えあうまちづくり 2021年4月19日

千葉県 寺内　琢雅  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年5月3日

兵庫県 石井　尚樹  様 ¥20,000 安全安心のまちづくり; 2021年5月23日

埼玉県 立川　城司  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年5月25日

大阪府 畑中　新一  様 ¥45,000 町の各種事業; 2021年6月2日

東京都 大畑　博史  様 ¥20,000 安全安心のまちづくり; 2021年6月2日

東京都 大畑　博史  様 ¥30,000 みんなで支えあうまちづくり; 2021年6月2日

兵庫県 村田　康樹  様 ¥30,000 快適で住よいまちづくり; 2021年6月6日

愛知県 鈴木　有彦  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年6月7日

愛知県 鈴木　有彦  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年6月7日

沖縄県 古田　律子  様 ¥50,000 みんなで支えあうまちづくり; 2021年6月11日

東京都 菊地原　清子  様 ¥75,000 町の各種事業; 2021年6月30日

大阪府 畑中　新一  様 ¥35,000 町の各種事業; 2021年7月8日

大阪府 畑中　新一  様 ¥35,000 町の各種事業; 2021年7月8日

愛知県 鈴木　有彦  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年7月12日

愛知県 鈴木　有彦  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年7月12日

栃木県 阿部　和夫  様 ¥35,000 安全安心のまちづくり; 2021年7月13日

栃木県 阿部　和夫  様 ¥35,000 安全安心のまちづくり; 2021年7月13日

群馬県 荒井　大祐  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年7月13日

秋田県 門脇　豊  様 ¥11,000 町の各種事業; 2021年7月16日

埼玉県 FURUHASHI　TAICHI  様 ¥10,000 安全安心のまちづくり; 2021年7月25日

埼玉県 FURUHASHI　TAICHI  様 ¥10,000 安全安心のまちづくり; 2021年7月25日

⑦ 新型コロナウイルス感染症対策

合計 ¥25,437,000

令和3年度寄付者（公表の了承をいただいた方のみ。）
用途

④ 教育の充実と健康のまちづくり

⑤ 快適で住みよいまちづくり

⑥ 町の各種事業

① 安心安全のまちづくり

② 元気がでるまちづくり

③ みんなで支えあうまちづくり

「ふるさと南木曽応援寄付金」ありがとうございました

令和3年度も多くの皆さまからご寄附（ふるさと納税）をいただきました。
厚くお礼申し上げます。いただいた寄付金につきましては、寄付者のご意向に沿った施策に活用させていただきま
す。

南木曽町では、ご寄附いただく際に、氏名・寄付金額等の公表について、その都度、公表の可否を確認しており、
氏名・寄付金額等の公表をお許しいただいた方のみ公表しています。

令和3年度寄付件数、寄付金額
用途 寄付金額



千葉県 勝野　智行  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年8月2日

東京都 冨山　史  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年8月14日

東京都 白石　光恵  様 ¥90,000 町の各種事業; 2021年8月25日

神奈川県 髙橋　真澄  様 ¥10,000 快適で住よいまちづくり 2021年8月27日

神奈川県 髙橋　真澄  様 ¥10,000 快適で住よいまちづくり 2021年8月27日

千葉県 松永　啓佑  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年9月25日

長野県 西村　哲矢  様 ¥11,000 みんなで支えあうまちづくり; 2021年10月3日

広島県 西村　泰典  様 ¥10,000 元気が出るまちづくり; 2021年10月4日

岐阜県 吉田　幸史  様 ¥15,000 みんなで支えあうまちづくり 2021年10月7日

東京都 松井　勝  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年10月14日

東京都 松井　勝  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年10月14日

福島県 神谷　康広  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年10月19日

熊本県 前川　徹  様 ¥30,000 町の各種事業 2021年10月19日

愛知県 北原　日出海  様 ¥15,000 みんなで支えあうまちづくり 2021年10月20日

愛知県 北原　光代  様 ¥15,000 みんなで支えあうまちづくり 2021年10月20日

東京都 孫　逢春  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年10月31日

東京都 熊井　玲奈  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年11月3日

沖縄県 北原　秋一  様 ¥30,000 教育の充実と健康のまちづくり 2021年11月4日

佐賀県 山口　博樹  様 ¥25,000 教育の充実と健康のまちづくり; 2021年11月5日

東京都 名井　將元  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年11月5日

愛知県 古川　よう子  様 ¥15,000 安全安心のまちづくり; 2021年11月6日

山梨県 秋山　拓也  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年11月9日

兵庫県 金川　弘嗣  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年11月15日

東京都 筒井　仁哉  様 ¥15,000 みんなで支えあうまちづくり; 2021年11月15日

熊本県 鶴窪　和廣  様 ¥60,000 みんなで支えあうまちづくり; 2021年11月16日

大阪府 西岡　昌志  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年11月23日

大阪府 渡邊　佳子  様 ¥50,000 町の各種事業 2021年11月25日

東京都 池田　佳寿光  様 ¥35,000 町の各種事業; 2021年11月27日

東京都 池田　佳寿光  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年11月27日

東京都 池田　佳寿光  様 ¥13,000 町の各種事業; 2021年11月27日

東京都 池田　佳寿光  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年11月27日

埼玉県 加藤　明美  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年11月27日

神奈川県 秋山　康介  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年11月28日

埼玉県 佐瀬　秀明  様 ¥20,000 町の各種事業; 2021年11月29日



東京都 小野　真由美  様 ¥30,000 みんなで支えあうまちづくり; 2021年12月4日

東京都 小野　真由美  様 ¥30,000 みんなで支えあうまちづくり; 2021年12月4日

東京都 小倉　有貴  様 ¥20,000 元気が出るまちづくり; 2021年12月5日

岐阜県 佐古　幸友  様 ¥20,000 教育の充実と健康のまちづくり; 2021年12月5日

京都府 野田　充  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年12月16日

熊本県 堀田　薫  様 ¥5,000 町の各種事業; 2021年12月20日

愛知県 北川　定務  様 ¥10,000 町の各種事業 2021年12月20日

埼玉県 大野　貴史  様 ¥15,000 快適で住よいまちづくり; 2021年12月22日

静岡県 渡邊　麻美  様 ¥11,000 町の各種事業; 2021年12月22日

愛知県 松原　太郎  様 ¥15,000 元気が出るまちづくり; 2021年12月24日

神奈川県 河野　太郎  様 ¥70,000 町の各種事業; 2021年12月25日

埼玉県 高橋　一公  様 ¥11,000 町の各種事業; 2021年12月25日

神奈川県 瓜生　安愛  様 ¥5,000 町の各種事業; 2021年12月26日

岡山県 小池　好久  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年12月28日

岡山県 小池　好久  様 ¥10,000 町の各種事業; 2021年12月28日

東京都 Gaughwin　Joseph Dominic  様 ¥60,000 町の各種事業; 2021年12月28日

神奈川県 二宮　敦徳  様 ¥30,000 元気が出るまちづくり; 2021年12月29日

東京都 小原　幸記  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年12月29日

奈良県 西川　将史  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年12月30日

広島県 大上　恵実  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年12月30日

東京都 木村　志津菜  様 ¥30,000 町の各種事業; 2021年12月31日

神奈川県 猪本　康博  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年12月31日

東京都 齋藤　智也  様 ¥75,000 町の各種事業; 2021年12月31日

東京都 神戸　聡  様 ¥15,000 町の各種事業; 2021年12月31日

佐賀県 高松　裕一郎  様 ¥10,000 町の各種事業; 2022年1月9日

兵庫県 中田　耕司  様 ¥30,000 町の各種事業; 2022年1月29日

大分県 林　英男  様 ¥20,000 町の各種事業; 2022年2月4日

- 髙橋　真澄  様 ¥19,000 快適で住よいまちづくり 2022年3月10日

愛知県 清水　直子  様 ¥15,000 教育の充実と健康のまちづくり; 2022年3月27日


