
寄附申込日 氏  名 都道府県 寄附金額 寄附金の使途
2018/4/3 高橋 良太 様 東京都 200,000 保育サービスの充実
2018/4/3 高橋 麻里 様 東京都 200,000 保育サービスの充実
2018/4/4 開作 昌泰 様 千葉県 5,000 地域防災力の強化
2018/4/4 山本 正高 様 千葉県 5,000 学力の向上
2018/4/4 小野 直樹 様 東京都 5,000 観光資源の発掘と活用
2018/4/5 曽根 靖貴 様 愛知県 150,000 市長が必要と認めるもの
2018/4/7 青松 修二 様 東京都 25,000 自治体におまかせ
2018/4/8 田中 英稔 様 大阪府 20,000 市長が必要と認めるもの
2018/4/9 廣瀬 隆 様 岐阜県 30,000 文化・スポーツ施設の充実

2018/4/11 曽我部 祐輔 様 大阪府 5,000 子育て支援施設の充実
2018/4/13 北井 珠樹 様 三重県 10,000 市長が必要と認めるもの
2018/4/15 石村 充 様 愛媛県 25,000 保育サービスの充実
2018/4/19 大澤 英季 様 東京都 5,000 市長が必要と認めるもの
2018/4/19 大澤 英季 様 東京都 5,000 市長が必要と認めるもの
2018/4/21 山本 修一 様 神奈川県 15,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/4/23 狩野 裕久 様 岡山県 40,000 保育サービスの充実
2018/4/25 矢島 崇史 様 東京都 100,000 保育サービスの充実

2018/5/2 横井 庸行 様 愛知県 25,000 子育て支援施設の充実
2018/5/4 大久保 浩一 様 千葉県 25,000 障害者（児）福祉の充実
2018/5/5 呂 隆徳 様 北海道 50,000 健康づくり
2018/5/5 不破 裕康 様 奈良県 250,000 水路整備・治水対策
2018/5/6 大見  晋 様 東京都 25,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/5/8 大野 勝利 様 東京都 5,000 生涯学習の充実

2018/5/13 西井 康浩 様 東京都 10,000 自治体におまかせ
2018/5/14 牛島 健敏 様 神奈川県 250,000 自治体におまかせ
2018/5/15 内藤 明宏 様 愛知県 25,000 スポーツイベントの活性化
2018/5/16 福島 宗孝 様 愛知県 250,000 中小企業経営支援

平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様



平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様

2018/5/17 西原 宏俊 様 兵庫県 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/5/17 髙橋 和子 様 滋賀県 100,000 高齢者福祉の充実
2018/5/17 髙橋 正人 様 滋賀県 25,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/5/18 平野 忠 様 愛知県 40,000 自治体におまかせ
2018/5/19 萩原 健 様 東京都 90,000 青少年活動の活性化
2018/5/19 近藤 雄介 様 東京都 130,000 文化・スポーツ施設の充実
2018/5/20 中野 和利 様 埼玉県 25,000 自治体におまかせ
2018/5/23 望月 龍二 様 東京都 5,000 自治体におまかせ
2018/5/24 大西 康晴 様 大阪府 35,000 自治体におまかせ
2018/5/27 曽我部 祐輔 様 大阪府 5,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/5/27 森井 大輔 様 青森県 25,000 子育て支援施設の充実
2018/5/28 宮﨑 隼輔 様 東京都 5,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/5/28 岸本 昌浩 様 兵庫県 250,000 自治体におまかせ
2018/5/28 三大寺 正 様 東京都 10,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/5/29 戸來 透 様 千葉県 140,000 子育て支援施設の充実

2018/6/2 梁瀬 優 様 千葉県 150,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/6/2 穐本 崇 様 栃木県 100,000 自治体におまかせ
2018/6/3 藤原 和彦 様 東京都 150,000 子育て支援施設の充実
2018/6/4 石塚 憲夫 様 千葉県 90,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/6/4 石塚 憲夫 様 千葉県 90,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/6/6 近藤 泰 様 東京都 90,000 障害者（児）福祉の充実
2018/6/8 蘇 家戊 様 東京都 260,000 子育て支援施設の充実
2018/6/9 秋田 早苗 様 京都府 25,000 安心して子育てできる環境の整備

2018/6/12 坂尻 由安 様 北海道 10,000 自治体におまかせ
2018/6/16 橋本 晋一 様 長野県 30,000 地域福祉の推進
2018/6/16 野村 俊彰 様 愛知県 100,000 子育て支援施設の充実
2018/6/19 赤星 潤哉 様 奈良県 25,000 健康づくり
2018/6/19 野村 俊彰 様 愛知県 15,000 生活インフラの改善および強化
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2018/6/19 野村 俊彰 様 愛知県 15,000 生活インフラの改善および強化
2018/6/19 前川 彩香 様 神奈川県 30,000 国際交流の推進
2018/6/20 伊藤 秀 様 神奈川県 150,000 保育サービスの充実
2018/6/23 三好 正人 様 愛知県 250,000 山林保全と活用
2018/6/24 槌谷 裕志 様 栃木県 70,000 自治体におまかせ
2018/6/24 岩崎 康幸 様 東京都 250,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/6/25 井上 博司 様 大阪府 25,000 子育て支援施設の充実
2018/6/26 斎藤 昭雄 様 青森県 5,000 自治体におまかせ
2018/6/26 西辻 光希 様 沖縄県 10,000 自治体におまかせ
2018/6/28 益満 孝一 様 福岡県 25,000 創業支援
2018/6/28 宮永 拓魅 様 埼玉県 25,000 高齢者福祉の充実
2018/6/29 佐藤  澄人 様 栃木県 150,000 自治体におまかせ
2018/6/30 田中 弘司 様 愛知県 150,000 安心して子育てできる環境の整備

2018/7/1 吉野 信比古 様 東京都 200,000 地域防災力の強化
2018/7/8 吉田 博 様 福井県 25,000 自治体におまかせ
2018/7/9 高橋 政共 様 東京都 25,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/7/9 神本 哲見 様 東京都 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/7/9 神本 哲見 様 東京都 25,000 地域福祉の推進

2018/7/10 柴山 勝美 様 新潟県 10,000 障害者（児）福祉の充実
2018/7/14 藤井 威 様 山口県 40,000 交通アクセスの充実
2018/7/15 大石 卓司 様 埼玉県 25,000 観光資源の発掘と活用
2018/7/16 佐藤 裕人 様 山形県 250,000 自治体におまかせ
2018/7/16 斎藤 彰 様 千葉県 250,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/7/16 鈴木 幸久 様 静岡県 40,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/7/18 若林 学 様 千葉県 70,000 自治体におまかせ
2018/7/18 木塚 浩敏 様 東京都 15,000 自治体におまかせ
2018/7/22 前田 直士 様 東京都 25,000 自治体におまかせ
2018/7/24 伊藤 隆司 様 神奈川県 100,000 子育て支援施設の充実
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2018/7/27 枝村 正人 様 北海道 130,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/7/28 大竹 晋 様 北海道 50,000 観光資源の発掘と活用
2018/7/28 北村 康夫 様 北海道 30,000 高齢者福祉の充実
2018/7/29 佐藤 昌俊 様 東京都 5,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/7/30 福田 和美 様 東京都 50,000 自治体におまかせ
2018/7/30 安田 勇大 様 神奈川県 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業

2018/8/1 大谷 恵美子 様 茨城県 20,000 高齢者福祉の充実
2018/8/4 阿達 敏洋 様 埼玉県 200,000 観光資源の発掘と活用
2018/8/4 平山 直輝 様 宮崎県 40,000 健康づくり
2018/8/5 岡田 典隆 様 愛知県 300,000 保育サービスの充実
2018/8/5 小笹 春樹 様 東京都 140,000 自治体におまかせ
2018/8/5 阿部 潔和 様 福岡県 300,000 高齢者福祉の充実
2018/8/5 森島 信悟 様 愛知県 50,000 交通アクセスの充実
2018/8/6 林 完典 様 兵庫県 25,000 自治体におまかせ
2018/8/9 山口 文雄 様 神奈川県 20,000 子育て支援施設の充実

2018/8/13 吉田 和代 様 東京都 140,000 山林保全と活用
2018/8/14 山口 文雄 様 神奈川県 25,000 子育て支援施設の充実
2018/8/15 深井 多美 様 福井県 5,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/8/16 足立 俊弘 様 大阪府 120,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/8/16 宇田川 治彦 様 東京都 300,000 青少年活動の活性化
2018/8/16 山口 文雄 様 神奈川県 10,000 子育て支援施設の充実
2018/8/24 矢藤 由里子 様 神奈川県 25,000 観光資源の発掘と活用
2018/8/25 高橋 直樹 様 千葉県 70,000 自治体におまかせ
2018/8/26 平野 勇生 様 和歌山県 120,000 自治体におまかせ
2018/8/26 佐々木 辰徳 様 東京都 30,000 保育サービスの充実
2018/8/27 高橋 直樹 様 千葉県 70,000 自治体におまかせ
2018/8/28 鈴木 美紀 様 兵庫県 25,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/8/29 新井 正江 様 東京都 5,000 保育サービスの充実
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2018/8/30 浅谷 康二 様 東京都 5,000 自治体におまかせ
2018/8/31 外山 政行 様 鹿児島県 5,000 観光資源の発掘と活用

2018/9/1 梨木 昭平 様 大阪府 120,000 学校施設の整備・機能充実
2018/9/2 山口 文雄 様 神奈川県 40,000 子育て支援施設の充実
2018/9/3 冨永 耕治 様 愛知県 70,000 地域福祉の推進
2018/9/3 猿渡 真悟 様 福岡県 70,000 子育て支援施設の充実
2018/9/3 花岡 潤 様 愛媛県 100,000 高齢者福祉の充実
2018/9/9 野口 桃子 様 東京都 50,000 自治体におまかせ
2018/9/9 山本 哲也 様 東京都 30,000 障害者（児）福祉の充実
2018/9/9 山崎 博 様 北海道 5,000 自治体におまかせ
2018/9/9 坪井 邦雄 様 兵庫県 15,000 子育て支援施設の充実
2018/9/9 段野 祐一郎 様 東京都 120,000 安心して子育てできる環境の整備

2018/9/10 小林 勝正 様 愛知県 200,000 地域福祉の推進
2018/9/10 小林 勝正 様 愛知県 200,000 学校施設の整備・機能充実
2018/9/10 川口  洋介 様 徳島県 150,000 創業支援
2018/9/11 網浜 貴夫 様 大阪府 110,000 観光資源の発掘と活用
2018/9/11 網浜 貴夫 様 大阪府 140,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/9/11 石本 信治 様 東京都 180,000 自治体におまかせ
2018/9/12 三浦 昭男 様 東京都 150,000 生活インフラの改善および強化
2018/9/13 竹本 靖朗 様 東京都 200,000 学校施設の整備・機能充実
2018/9/14 菅井 美恵子 様 愛知県 70,000 自治体におまかせ
2018/9/14 吉田 明弘 様 東京都 50,000 山林保全と活用
2018/9/14 吉田 明弘 様 東京都 140,000 観光資源の発掘と活用
2018/9/15 田中 達俊 様 兵庫県 70,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/9/15 塩澤 清恵 様 神奈川県 200,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/9/15 長谷川 雄也 様 茨城県 70,000 自治体におまかせ
2018/9/15 武藤 一成 様 東京都 5,000 子育て支援施設の充実
2018/9/15 山口 文雄 様 神奈川県 5,000 安心して子育てできる環境の整備
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2018/9/16 澤 茂 様 京都府 300,000 地域福祉の推進
2018/9/17 中島 浩昭 様 福岡県 120,000 地域福祉の推進
2018/9/17 山﨑 雅弘 様 福岡県 200,000 自治体におまかせ
2018/9/17 中野 純一 様 東京都 120,000 子育て支援施設の充実
2018/9/17 瀧川 巌 様 三重県 500,000 高齢者福祉の充実
2018/9/17 杉本 貴彦 様 大阪府 110,000 観光資源の発掘と活用
2018/9/19 山本 敬史 様 広島県 5,000 保育サービスの充実
2018/9/19 園田 幸生 様 福岡県 100,000 自治体におまかせ
2018/9/21 増子 寿和 様 神奈川県 70,000 子育て支援施設の充実
2018/9/21 谷口 雄二 様 静岡県 15,000 子育て支援施設の充実
2018/9/22 加藤 久雄 様 愛知県 5,000 観光資源の発掘と活用
2018/9/24 山田 史一 様 徳島県 5,000 障害者（児）福祉の充実
2018/9/24 長岡 広明 様 東京都 15,000 自治体におまかせ
2018/9/24 高橋 努 様 神奈川県 100,000 地域防災力の強化
2018/9/25 加藤 久雄 様 愛知県 15,000 観光資源の発掘と活用
2018/9/25 加藤 久雄 様 愛知県 100,000 観光資源の発掘と活用
2018/9/26 大本 秀一 様 埼玉県 100,000 学校施設の整備・機能充実
2018/9/29 古山 顕 様 福島県 50,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/9/29 由本 雅治 様 茨城県 50,000 保育サービスの充実
2018/9/30 伊藤 直実 様 栃木県 140,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/9/30 谷川 雅大 様 東京都 50,000 子育て支援施設の充実
2018/9/30 讃岐 真哉 様 広島県 30,000 保育サービスの充実
2018/9/30 下岡 史尚 様 大阪府 60,000 子育て支援施設の充実
2018/9/30 内田 拓治 様 兵庫県 30,000 自治体におまかせ
2018/9/30 萩池 昌信 様 香川県 5,000 子育て支援施設の充実
2018/10/1 加藤 道也 様 大阪府 100,000 文化財の保存と活用
2018/10/3 石川  嶺 様 和歌山県 300,000 自治体におまかせ
2018/10/3 平井 康裕 様 兵庫県 30,000 自治体におまかせ
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2018/10/5 齋藤 健二 様 千葉県 200,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/5 長島 秀幸 様 熊本県 500,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/6 赤川 慎二 様 東京都 400,000 観光資源の発掘と活用
2018/10/6 髙野 大輔 様 神奈川県 30,000 保育サービスの充実
2018/10/6 鈴木 裕之 様 茨城県 100,000 地域福祉の推進
2018/10/6 遠藤 俊 様 宮城県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/10/7 和氣 快斗 様 東京都 310,000 自治体におまかせ
2018/10/7 伊東 正明 様 東京都 100,000 学校施設の整備・機能充実
2018/10/7 高島 雅次 様 奈良県 20,000 観光資源の発掘と活用
2018/10/8 渡邉 圭二 様 東京都 120,000 高齢者福祉の充実
2018/10/8 金 杓 様 東京都 5,000 文化・スポーツ施設の充実
2018/10/8 尾崎 慶喜 様 兵庫県 5,000 地域福祉の推進
2018/10/9 北山 浩光 様 群馬県 150,000 安心して子育てできる環境の整備

2018/10/10 髙瀨 清貴 様 愛媛県 120,000 観光資源の発掘と活用
2018/10/11 森島 信悟 様 愛知県 30,000 交通アクセスの充実
2018/10/11 木村 亮 様 神奈川県 120,000 自治体におまかせ
2018/10/14 高山 定之 様 山梨県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/10/15 赤峰 瑛介 様 大阪府 300,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/15 曽我部 祐輔 様 大阪府 5,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/15 植田 康夫 様 奈良県 200,000 学校施設の整備・機能充実
2018/10/15 中山 秀樹 様 奈良県 5,000 障害者（児）福祉の充実
2018/10/15 坂根 浩二 様 東京都 300,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/10/17 曽我部 祐輔 様 大阪府 5,000 子育て支援施設の充実
2018/10/19 山口 昌宏 様 大阪府 70,000 高齢者福祉の充実
2018/10/19 有本 雅臣 様 大阪府 5,000 自治体におまかせ
2018/10/20 望月 文一 様 神奈川県 40,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/20 望月 文一 様 神奈川県 70,000 子育て支援施設の充実
2018/10/20 望月 文一 様 神奈川県 30,000 子育て支援施設の充実
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2018/10/21 北條 理子 様 東京都 70,000 地域福祉の推進
2018/10/21 織井 康亙 様 東京都 100,000 健康づくり
2018/10/21 村岡 督 様 埼玉県 100,000 自治体におまかせ
2018/10/22 竹内 康郎 様 大阪府 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/22 溝手 道成 様 愛知県 350,000 交通アクセスの充実
2018/10/23 池田 典弘 様 大阪府 200,000 保育サービスの充実
2018/10/24 榎本 衛 様 奈良県 10,000 子育て支援施設の充実
2018/10/24 白塚 孝 様 滋賀県 30,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/10/24 菊地 和也 様 北海道 5,000 子育て支援施設の充実
2018/10/24 大石 寛也 様 神奈川県 50,000 生活インフラの改善および強化
2018/10/25 土永 浩史 様 北海道 100,000 地域福祉の推進
2018/10/27 杉浦 徹 様 埼玉県 10,000 保育サービスの充実
2018/10/27 塩原 紀行 様 兵庫県 50,000 自治体におまかせ
2018/10/27 伊藤 洋輔 様 栃木県 100,000 自治体におまかせ
2018/10/28 中村 眞二 様 石川県 100,000 保育サービスの充実
2018/10/28 瀬戸 幸雄 様 長野県 40,000 自治体におまかせ
2018/10/28 駕谷 亮三 様 京都府 300,000 自治体におまかせ
2018/10/28 竹村 太一 様 神奈川県 70,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/10/28 冨田 英之 様 福岡県 140,000 健康づくり
2018/10/28 畑 憲史 様 愛知県 20,000 健康づくり
2018/10/28 畑 憲史 様 愛知県 20,000 健康づくり
2018/10/29 前川 友哉 様 兵庫県 100,000 子育て支援施設の充実
2018/10/29 入江 浩之 様 大阪府 50,000 水路整備・治水対策
2018/10/30 小牧 千人 様 岐阜県 30,000 観光資源の発掘と活用
2018/10/30 藤田 隆 様 静岡県 30,000 自治体におまかせ
2018/10/30 齊藤 誠司 様 岡山県 320,000 保育サービスの充実
2018/10/30 久保 裕一 様 大阪府 100,000 市街地・道路の緑化
2018/10/31 金森 公佑 様 東京都 100,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
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2018/10/31 日隈 正守 様 鹿児島県 5,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/31 植村 益典 様 東京都 10,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/10/31 植村 益典 様 東京都 5,000 保育サービスの充実
2018/10/31 久保 光人 様 愛知県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/10/31 田中 広章 様 千葉県 50,000 観光資源の発掘と活用
2018/10/31 田中 広章 様 千葉県 50,000 観光資源の発掘と活用

2018/11/2 小林 仙尚 様 山梨県 200,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/2 敦見 和徳 様 栃木県 120,000 子育て支援施設の充実
2018/11/2 えのもと よしのり 様 千葉県 50,000 障害者（児）福祉の充実
2018/11/2 渡辺 照幸 様 山梨県 110,000 自治体におまかせ
2018/11/3 佐久本 哲郎 様 沖縄県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/11/3 村川 卓也 様 愛知県 150,000 文化・スポーツ施設の充実
2018/11/3 鈴木 栄 様 神奈川県 300,000 自治体におまかせ
2018/11/3 萱野 睦兒 様 岡山県 40,000 学校施設の整備・機能充実
2018/11/4 辻井 晃平 様 大阪府 30,000 保育サービスの充実
2018/11/4 西田 宏二 様 福岡県 50,000 自治体におまかせ
2018/11/5 伊吹 修司 様 千葉県 100,000 市街地・道路の緑化
2018/11/5 佐藤 健二 様 東京都 200,000 自治体におまかせ
2018/11/6 小関 亮太 様 静岡県 30,000 自治体におまかせ
2018/11/6 小関 亮太 様 静岡県 30,000 自治体におまかせ
2018/11/6 浅野 隼人 様 北海道 50,000 自治体におまかせ
2018/11/6 小林 賢和 様 福島県 15,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/6 佐藤 明弘 様 神奈川県 5,000 地域福祉の推進
2018/11/8 ホン リアン 様 東京都 320,000 子育て支援施設の充実
2018/11/9 小川 洋 様 広島県 30,000 保育サービスの充実
2018/11/9 松本 篤志 様 大阪府 50,000 自治体におまかせ
2018/11/9 植村 益典 様 東京都 15,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/11/9 矢部 貴子 様 茨城県 100,000 学校施設の整備・機能充実
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2018/11/9 高市 廉 様 東京都 150,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/10 辻田 慎介 様 神奈川県 10,000 保育サービスの充実
2018/11/10 ダナヒュー アダム 様 東京都 300,000 保育サービスの充実
2018/11/10 大西 正晃 様 埼玉県 50,000 自治体におまかせ
2018/11/11 竹安 寛典 様 兵庫県 70,000 中小企業経営支援
2018/11/11 曽根田 寛幸 様 山形県 50,000 学力の向上
2018/11/12 江坂 賢二 様 奈良県 50,000 スポーツイベントの活性化
2018/11/12 竹中 智史 様 岐阜県 5,000 自治体におまかせ
2018/11/12 杉山 宏幸 様 東京都 5,000 市街地・道路の緑化
2018/11/12 宍倉 美信 様 千葉県 15,000 障害者（児）福祉の充実
2018/11/12 山中 拓 様 東京都 5,000 市街地・道路の緑化
2018/11/12 中村 隆之 様 神奈川県 15,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/12 島村 功 様 埼玉県 80,000 自治体におまかせ
2018/11/13 福原 三恵 様 奈良県 10,000 地域コミュニティの推進・市民活動支援
2018/11/13 明石 祐一 様 東京都 30,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/13 増田 広樹 様 埼玉県 30,000 学校施設の整備・機能充実
2018/11/13 濱崎 浩 様 千葉県 100,000 子育て支援施設の充実
2018/11/13 東呉 貞治 様 大阪府 30,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/13 東呉 貞治 様 大阪府 100,000 学力の向上
2018/11/14 岡本 脩平 様 京都府 180,000 障害者（児）福祉の充実
2018/11/14 田村 隆 様 兵庫県 50,000 自治体におまかせ
2018/11/14 溝部 祐司 様 千葉県 50,000 自治体におまかせ
2018/11/14 福岡 良太 様 福岡県 100,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/14 大嶋 峰子 様 東京都 10,000 学力の向上
2018/11/15 西山 誠弘 様 神奈川県 70,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/15 伊藤 あず美 様 東京都 100,000 障害者（児）福祉の充実
2018/11/15 平位 郁代 様 兵庫県 10,000 自治体におまかせ
2018/11/15 中山 貴弘 様 京都府 15,000 子育て支援施設の充実
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2018/11/16 高橋 元輝 様 広島県 50,000 自治体におまかせ
2018/11/16 前田 伸生 様 滋賀県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/11/17 水谷 智 様 神奈川県 50,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/11/17 安田 武史 様 愛知県 150,000 自治体におまかせ
2018/11/17 渡邉 光輝 様 千葉県 30,000 保育サービスの充実
2018/11/17 中村 広志 様 千葉県 50,000 自治体におまかせ
2018/11/18 中村 彰秀 様 三重県 100,000 子育て支援施設の充実
2018/11/18 平井 隆之 様 東京都 50,000 都市公園等の整備
2018/11/18 渡邉 光輝 様 千葉県 40,000 自治体におまかせ
2018/11/18 大下 修平 様 大分県 5,000 子育て支援施設の充実
2018/11/18 田上 和子 様 熊本県 200,000 子育て支援施設の充実
2018/11/18 浅 基輔 様 愛知県 120,000 地域防災力の強化
2018/11/18 大塚 侑子 様 東京都 200,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/18 永田  達弥 様 群馬県 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/11/18 安田 承仁 様 大阪府 10,000 自治体におまかせ
2018/11/19 玉川 儀浩 様 埼玉県 150,000 保育サービスの充実
2018/11/19 石井 正規 様 北海道 140,000 交通アクセスの充実
2018/11/19 木下 圭佑 様 愛知県 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/20 北村 伸子 様 埼玉県 50,000 自治体におまかせ
2018/11/20 髙井 克己 様 愛知県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/11/20 松崎 伸也 様 千葉県 10,000 地域福祉の推進
2018/11/20 鈴木 英子 様 東京都 50,000 保育サービスの充実
2018/11/20 酒井 学 様 愛知県 180,000 自治体におまかせ
2018/11/20 井上 義孝 様 岐阜県 180,000 自治体におまかせ
2018/11/21 下川 康彦 様 愛知県 100,000 保育サービスの充実
2018/11/21 國政 力 様 埼玉県 150,000 子育て支援施設の充実
2018/11/21 須藤 洋平 様 東京都 30,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/21 大倉 裕二 様 神奈川県 50,000 自治体におまかせ
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2018/11/21 俵 建太郎 様 兵庫県 5,000 子育て支援施設の充実
2018/11/22 笹原 正紀 様 静岡県 10,000 高齢者福祉の充実
2018/11/22 藤井 正巳 様 大阪府 100,000 交通アクセスの充実
2018/11/22 名村 健 様 神奈川県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/11/22 高屋 美香 様 京都府 110,000 自治体におまかせ
2018/11/23 若林 大騎 様 東京都 50,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/23 水田 隆司 様 千葉県 200,000 文化財の保存と活用
2018/11/23 佐藤 淳子 様 神奈川県 15,000 交通アクセスの充実
2018/11/24 中沢 哲郎 様 東京都 100,000 保育サービスの充実
2018/11/24 船留 剛 様 京都府 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/11/24 梅村 昌宏 様 福岡県 50,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/11/24 松下 恵美子 様 東京都 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/11/24 岩出 孝平 様 大阪府 100,000 自治体におまかせ
2018/11/24 木下 圭司 様 奈良県 30,000 子育て支援施設の充実
2018/11/24 軽部 重信 様 東京都 50,000 障害者（児）福祉の充実
2018/11/24 向山 和宏 様 東京都 10,000 学校施設の整備・機能充実
2018/11/25 黒澤 久宏 様 群馬県 50,000 地域防災力の強化
2018/11/25 仁平 純子 様 石川県 70,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/25 藤川 雄太 様 神奈川県 70,000 生活インフラの改善および強化
2018/11/25 河合 淳也 様 東京都 150,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/25 嶋津 晃 様 滋賀県 30,000 交通アクセスの充実
2018/11/25 難波 照啓 様 島根県 300,000 子育て支援施設の充実
2018/11/26 大崎 まり子 様 鳥取県 200,000 自治体におまかせ
2018/11/26 飛田 妙子 様 神奈川県 5,000 自治体におまかせ
2018/11/27 中矢 明宏 様 兵庫県 30,000 地域福祉の推進
2018/11/27 海老原 敏郎 様 東京都 50,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/11/28 前野 慶太 様 東京都 5,000 自治体におまかせ
2018/11/28 瀬戸 尚晃 様 千葉県 30,000 子育て支援施設の充実
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2018/11/28 小笠原 智明 様 埼玉県 5,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/28 森川 信治 様 大阪府 30,000 子育て支援施設の充実
2018/11/28 若林 良昭 様 東京都 30,000 保育サービスの充実
2018/11/29 鈴木 勇樹 様 愛知県 100,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/11/29 三輪 菜月 様 愛知県 100,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/29 小野 文男 様 愛知県 15,000 地域福祉の推進
2018/11/29 近藤 正明 様 栃木県 50,000 観光資源の発掘と活用
2018/11/29 畑中 彰仁 様 東京都 30,000 子育て支援施設の充実
2018/11/30 小野 文子 様 愛知県 15,000 障害者（児）福祉の充実
2018/11/30 喬 文杰 様 大阪府 50,000 国際交流の推進

2018/12/1 平井 美希 様 福岡県 5,000 自治体におまかせ
2018/12/1 丸岡 秀一 様 千葉県 80,000 高齢者福祉の充実
2018/12/1 福田 隆史 様 奈良県 15,000 保育サービスの充実
2018/12/1 岡 裕之 様 埼玉県 50,000 自治体におまかせ
2018/12/1 谷澤 勝明 様 埼玉県 15,000 高齢者福祉の充実
2018/12/2 加藤 聡 様 神奈川県 30,000 学力の向上
2018/12/2 吉岡 拓也 様 東京都 300,000 地域福祉の推進
2018/12/2 小坂 慎一 様 大阪府 30,000 学力の向上
2018/12/2 角田 典子 様 東京都 30,000 商業振興支援
2018/12/2 道上 法正 様 兵庫県 30,000 自治体におまかせ
2018/12/2 曽根 祐子 様 群馬県 100,000 自治体におまかせ
2018/12/2 星 直明 様 宮城県 300,000 市街地・道路の緑化
2018/12/2 尾崎 聖司 様 千葉県 50,000 健康づくり
2018/12/2 赤嶺 恵 様 東京都 20,000 自治体におまかせ
2018/12/2 神原 洋司 様 広島県 100,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/2 谷川 智宏 様 兵庫県 50,000 中小企業経営支援
2018/12/2 木暮 道夫 様 埼玉県 50,000 地域福祉の推進
2018/12/3 松井 利彦 様 東京都 100,000 自治体におまかせ



平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様

2018/12/4 新甫 雄二郎 様 東京都 150,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/4 森内 正樹 様 兵庫県 120,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/4 福丸 圭子 様 鹿児島県 70,000 自治体におまかせ
2018/12/5 土肥 正人 様 北海道 50,000 保育サービスの充実
2018/12/5 浅田 幸祐 様 埼玉県 10,000 自治体におまかせ
2018/12/5 上田 知樹 様 愛知県 5,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/5 柴崎 貴裕 様 埼玉県 100,000 地域福祉の推進
2018/12/5 玉村 雄次 様 愛知県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/12/7 青木 朋子 様 愛知県 10,000 地域福祉の推進
2018/12/7 磯村 拓矢 様 岐阜県 30,000 自治体におまかせ
2018/12/7 浅野 浩一 様 三重県 30,000 地域防災力の強化
2018/12/7 猿渡 直樹 様 岐阜県 70,000 地域福祉の推進
2018/12/7 石井 稔晃 様 埼玉県 300,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/7 夏目 勇人 様 静岡県 50,000 山林保全と活用
2018/12/7 和田 守生 様 三重県 70,000 子育て支援施設の充実
2018/12/7 森 美幸 様 大阪府 30,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/7 八田 徹夫 様 福岡県 5,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/8 近藤 実 様 東京都 50,000 自治体におまかせ
2018/12/8 青木 亮太 様 大阪府 100,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/8 川上 晴之 様 愛知県 30,000 子育て支援施設の充実
2018/12/8 藤本 豪樹 様 千葉県 100,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/8 風間 直 様 埼玉県 10,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/9 春田 藤麿 様 大阪府 500,000 保育サービスの充実
2018/12/9 柴野 直保 様 埼玉県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/12/9 北澤 弘行 様 東京都 170,000 自治体におまかせ
2018/12/9 山下 直 様 東京都 200,000 子育て支援施設の充実
2018/12/9 張 東河 様 兵庫県 30,000 地域福祉の推進
2018/12/9 十二 弘子 様 大阪府 30,000 保育サービスの充実



平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様

2018/12/10 岩本 和久 様 埼玉県 30,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/10 田中 和美 様 東京都 100,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/10 森 正信 様 大阪府 50,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/10 松澤 貴文 様 神奈川県 70,000 自治体におまかせ
2018/12/11 山本 忠司 様 千葉県 50,000 自治体におまかせ
2018/12/11 小寺 隆典 様 神奈川県 100,000 中小企業経営支援
2018/12/11 横山 友洋 様 東京都 30,000 スポーツイベントの活性化
2018/12/11 齋藤 宏樹 様 兵庫県 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/11 齋藤 宏樹 様 兵庫県 30,000 子育て支援施設の充実
2018/12/12 園山 大祐 様 東京都 300,000 学力の向上
2018/12/12 根本 啓一 様 新潟県 300,000 自治体におまかせ
2018/12/12 高橋 伸明 様 静岡県 5,000 保育サービスの充実
2018/12/13 北口 一人 様 大阪府 200,000 地域福祉の推進
2018/12/13 中田 彩子 様 大阪府 30,000 健康づくり
2018/12/13 山崎 伸治 様 大阪府 30,000 子育て支援施設の充実
2018/12/13 杉谷 拓紀 様 神奈川県 200,000 障害者（児）福祉の充実
2018/12/13 岡林 卓 様 高知県 5,000 山林保全と活用
2018/12/13 池田 智史 様 神奈川県 20,000 障害者（児）福祉の充実
2018/12/14 高嶋 秀樹 様 大阪府 120,000 自治体におまかせ
2018/12/14 宮崎 由衣 様 東京都 15,000 子育て支援施設の充実
2018/12/14 綿引 直人 様 茨城県 40,000 子育て支援施設の充実
2018/12/15 内藤 克 様 神奈川県 100,000 自治体におまかせ
2018/12/15 畑中 歳之 様 兵庫県 150,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/15 宗村 岳 様 栃木県 40,000 子育て支援施設の充実
2018/12/15 宗村 岳 様 栃木県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/12/15 林 俊明 様 愛知県 30,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/16 齋藤 拓輝 様 東京都 30,000 保育サービスの充実
2018/12/16 植村 悟 様 福岡県 50,000 自治体におまかせ



平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様

2018/12/16 嘉信 督 様 石川県 50,000 交通アクセスの充実
2018/12/16 梅澤 勝志 様 静岡県 200,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/16 石黒 彰 様 神奈川県 30,000 保育サービスの充実
2018/12/16 富永 健 様 滋賀県 30,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/16 飯田 聖磨 様 愛知県 70,000 都市公園等の整備
2018/12/17 石原 史久 様 埼玉県 300,000 自治体におまかせ
2018/12/17 望月 和子 様 神奈川県 10,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/17 大原 一浩 様 大阪府 5,000 学校施設の整備・機能充実
2018/12/17 指田 麗奈 様 東京都 40,000 障害者（児）福祉の充実
2018/12/17 水野 謙吾 様 兵庫県 10,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/18 佐藤 宏行 様 東京都 150,000 自治体におまかせ
2018/12/18 繪畑 光太郎 様 福島県 50,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/18 田中 哲司 様 岐阜県 300,000 自治体におまかせ
2018/12/19 南川 真 様 三重県 10,000 自治体におまかせ
2018/12/19 古山 一樹 様 東京都 70,000 高齢者福祉の充実
2018/12/19 見田村 勇磨 様 岐阜県 300,000 自治体におまかせ
2018/12/20 高木 尚光 様 大阪府 70,000 保育サービスの充実
2018/12/20 川上 真知子 様 福岡県 20,000 健康づくり
2018/12/20 箱木 忠義 様 東京都 30,000 文化・スポーツ施設の充実
2018/12/20 大関 隆 様 東京都 180,000 自治体におまかせ
2018/12/20 菊田 美由紀 様 東京都 15,000 自治体におまかせ
2018/12/21 中辻 庸雄 様 大阪府 100,000 スポーツイベントの活性化
2018/12/21 米平 忍 様 大阪府 50,000 商業振興支援
2018/12/21 三村 浩司 様 千葉県 150,000 保育サービスの充実
2018/12/22 鴨下 義 様 東京都 50,000 自治体におまかせ
2018/12/22 前田 茂雄 様 愛知県 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/22 原田 千鶴 様 新潟県 5,000 創業支援
2018/12/22 服部 兼行 様 愛知県 70,000 子育て支援施設の充実



平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様

2018/12/22 藤本 由希子 様 愛知県 50,000 学力の向上
2018/12/22 佐川 光 様 京都府 150,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/23 加藤 七穂子 様 福岡県 150,000 自治体におまかせ
2018/12/23 高木 和弘 様 宮城県 150,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/23 川嶋 孔己 様 大阪府 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/23 大和田 哲 様 東京都 200,000 学力の向上
2018/12/23 大和田 哲 様 東京都 200,000 学校施設の整備・機能充実
2018/12/23 小山 重成 様 大阪府 120,000 子育て支援施設の充実
2018/12/23 寺田 直樹 様 宮崎県 50,000 保育サービスの充実
2018/12/24 神戸 淳史 様 千葉県 30,000 自治体におまかせ
2018/12/24 山本 忠明 様 千葉県 40,000 学力の向上
2018/12/24 前田 卓也 様 兵庫県 70,000 自治体におまかせ
2018/12/24 畑山 康則 様 静岡県 100,000 自治体におまかせ
2018/12/24 片山 康一 様 神奈川県 5,000 交通アクセスの充実
2018/12/24 片山 康一 様 神奈川県 10,000 交通アクセスの充実
2018/12/24 片山 康一 様 神奈川県 30,000 交通アクセスの充実
2018/12/24 堀 博保 様 東京都 50,000 保育サービスの充実
2018/12/24 中村 健 様 神奈川県 70,000 自治体におまかせ
2018/12/24 谷本 憲保 様 高知県 30,000 障害者（児）福祉の充実
2018/12/24 水野 光政 様 愛知県 20,000 子育て支援施設の充実
2018/12/24 水野 光政 様 愛知県 20,000 子育て支援施設の充実
2018/12/24 田村 大輔 様 青森県 30,000 子育て支援施設の充実
2018/12/25 山口 朝重 様 東京都 70,000 地域防災力の強化
2018/12/25 渡辺 邦康 様 愛知県 320,000 自治体におまかせ
2018/12/25 宮前 雅也 様 兵庫県 5,000 自治体におまかせ
2018/12/25 多田 明奈 様 東京都 50,000 子育て支援施設の充実
2018/12/25 高山 博司 様 京都府 150,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/25 王 藝軒 様 大阪府 50,000 観光資源の発掘と活用
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2018/12/25 岡田 千代子 様 大阪府 430,000 自治体におまかせ
2018/12/25 向山 久光 様 神奈川県 10,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/26 安江 雅之 様 岐阜県 10,000 学力の向上
2018/12/26 南野 英之 様 大阪府 140,000 子育て支援施設の充実
2018/12/26 滝川 隼人 様 神奈川県 20,000 子育て支援施設の充実
2018/12/26 吉田 雅人 様 神奈川県 50,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/27 松崎 祥子 様 東京都 150,000 障害者（児）福祉の充実
2018/12/27 齋藤 理恵 様 東京都 5,000 高齢者福祉の充実
2018/12/27 綾野 仁子 様 大阪府 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/28 山本 和史 様 東京都 320,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/28 鈴木 将之 様 東京都 120,000 保育サービスの充実
2018/12/28 若狭 健太郎 様 福岡県 10,000 保育サービスの充実
2018/12/28 福田 隆 様 大阪府 50,000 高齢者福祉の充実
2018/12/28 辻 崇治 様 東京都 5,000 自治体におまかせ
2018/12/28 坂野 健一 様 愛知県 300,000 自治体におまかせ
2018/12/28 坂野 健一 様 愛知県 450,000 自治体におまかせ
2018/12/28 坂野 健一 様 愛知県 100,000 創業支援
2018/12/28 藤光 祐二 様 福岡県 140,000 子育て支援施設の充実
2018/12/28 有田 一喜 様 広島県 10,000 子育て支援施設の充実
2018/12/29 山田 宗一 様 東京都 70,000 自治体におまかせ
2018/12/29 北見 洋 様 兵庫県 50,000 自治体におまかせ
2018/12/29 早川 哲郎 様 長崎県 40,000 保育サービスの充実
2018/12/29 渡邉 啓 様 神奈川県 50,000 子育て支援施設の充実
2018/12/29 相澤 憲一郎 様 埼玉県 50,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/29 西井 聡 様 大阪府 50,000 学力の向上
2018/12/29 横手 和隆 様 広島県 50,000 地域福祉の推進
2018/12/29 池谷 健太 様 神奈川県 70,000 健康づくり
2018/12/29 板谷 美央 様 神奈川県 30,000 安心して子育てできる環境の整備
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2018/12/29 門岡 みずほ 様 千葉県 10,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/29 栗山 昌明 様 大阪府 20,000 自治体におまかせ
2018/12/29 梅田 博子 様 大阪府 30,000 生涯学習の充実
2018/12/29 梅田 博子 様 大阪府 10,000 生涯学習の充実
2018/12/30 梅田 繁 様 千葉県 150,000 自治体におまかせ
2018/12/30 藤本 史存 様 千葉県 120,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/30 中沢 哲郎 様 東京都 200,000 保育サービスの充実
2018/12/30 常松 聖司 様 北海道 180,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/30 横手 正剛 様 愛媛県 50,000 自治体におまかせ
2018/12/30 伊藤 泰司 様 愛媛県 50,000 自治体におまかせ
2018/12/30 佐瀬 永一 様 埼玉県 100,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/30 上田 浩史 様 東京都 50,000 自治体におまかせ
2018/12/30 嵯峨 修明 様 秋田県 30,000 自治体におまかせ
2018/12/30 佐藤 安房 様 茨城県 100,000 自治体におまかせ
2018/12/30 岩本 正和 様 茨城県 5,000 子育て支援施設の充実
2018/12/30 竹本 浩司 様 熊本県 150,000 子育て支援施設の充実
2018/12/30 熊耳 友希 様 埼玉県 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/30 遠藤 亮一 様 神奈川県 5,000 生涯学習の充実
2018/12/30 梅田 博子 様 大阪府 30,000 生涯学習の充実
2018/12/30 梅田 博子 様 大阪府 15,000 生涯学習の充実
2018/12/30 梅田 博子 様 大阪府 10,000 生涯学習の充実
2018/12/30 高見 真由美 様 神奈川県 5,000 自治体におまかせ
2018/12/31 菊地 芳明 様 茨城県 10,000 学力の向上
2018/12/31 吉野 智博 様 香川県 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/31 吉野 智博 様 香川県 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/31 瀬島 達哉 様 兵庫県 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/31 深江 政弘 様 長崎県 10,000 保育サービスの充実
2018/12/31 齊藤 圭 様 東京都 10,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業



平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様

2018/12/31 浅野 智幸 様 東京都 70,000 山林保全と活用
2018/12/31 宮川 幸 様 長野県 5,000 子育て支援施設の充実
2018/12/31 相澤 和志 様 愛知県 50,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/31 稲用 和也 様 東京都 180,000 子育て支援施設の充実
2018/12/31 中本 啓太 様 和歌山県 50,000 保育サービスの充実
2018/12/31 佐野 友洋 様 栃木県 30,000 交通アクセスの充実
2018/12/31 小澤 隆矩 様 兵庫県 200,000 健康づくり
2018/12/31 秋山 豪 様 東京都 70,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/31 小川 美保 様 徳島県 180,000 地域福祉の推進
2018/12/31 吉村 良 様 岐阜県 50,000 自治体におまかせ
2018/12/31 森 弘樹 様 東京都 500,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/31 糸井 利則 様 大阪府 50,000 子育て支援施設の充実
2018/12/31 渡嘉敷 唯司 様 東京都 50,000 子育て支援施設の充実
2018/12/31 漆原 大基 様 大阪府 15,000 自治体におまかせ
2018/12/31 松原 脩二 様 東京都 50,000 中小企業経営支援
2018/12/31 大友 健次 様 東京都 30,000 山林保全と活用
2018/12/31 松島 和彦 様 福井県 30,000 子育て支援施設の充実
2018/12/31 川本 康裕 様 愛知県 70,000 観光資源の発掘と活用
2018/12/31 田村 麻衣 様 東京都 50,000 自治体におまかせ
2018/12/31 片桐 輝久 様 長野県 30,000 文化・スポーツ施設の充実
2018/12/31 福本 穣斎 様 大阪府 5,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2018/12/31 桐生 寛則 様 福岡県 100,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/31 木村 好幸 様 東京都 70,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/31 岡田 勲 様 神奈川県 200,000 安心して子育てできる環境の整備
2018/12/31 先山 正二 様 高知県 30,000 自治体におまかせ
2018/12/31 古川 明和 様 兵庫県 20,000 高齢者福祉の充実
2018/12/31 宮下 正昭 様 神奈川県 5,000 自治体におまかせ
2018/12/31 上原 美代子 様 沖縄県 120,000 子育て支援施設の充実



平成３０年度 大東市ふるさと納税寄附制度 寄附者の皆様

2018/12/31 大坪 右弥 様 兵庫県 5,000 自治体におまかせ
2018/12/31 柴田 裕美子 様 東京都 10,000 山林保全と活用
2018/12/31 橋野 達也 様 大阪府 25,000 保育サービスの充実
2018/12/31 守屋 岳士 様 埼玉県 5,000 自治体におまかせ
2018/12/31 加藤 裕之 様 静岡県 10,000 地域防災力の強化
2018/12/31 加藤 裕之 様 静岡県 10,000 地域防災力の強化
2018/12/31 梅田 博子 様 大阪府 5,000 生涯学習の充実

2019/1/1 加藤 真一 様 埼玉県 70,000 学校施設の整備・機能充実
2019/1/2 土永 浩史 様 北海道 30,000 地域福祉の推進
2019/1/4 岩井 久 様 新潟県 50,000 健康づくり
2019/1/5 小野 直樹 様 東京都 20,000 自治体におまかせ
2019/1/7 桑原 哲 様 東京都 5,000 自治体におまかせ
2019/1/7 中江 孝幸 様 鹿児島県 100,000 国際交流の推進

2019/1/11 三枝 啓 様 神奈川県 50,000 学力の向上
2019/1/12 尾関 友仁 様 岐阜県 50,000 創業支援
2019/1/13 小室 宏ニ 様 東京都 180,000 安心して子育てできる環境の整備
2019/1/13 小谷田 利明 様 東京都 50,000 高齢者福祉の充実
2019/1/13 佐竹 真 様 大阪府 50,000 自治体におまかせ
2019/1/13 有本 雅臣 様 大阪府 10,000 自治体におまかせ
2019/1/14 大橋 健二郎 様 埼玉県 120,000 創業支援
2019/1/14 福士 博臣 様 岩手県 120,000 子育て支援施設の充実
2019/1/14 大和 秀好 様 神奈川県 130,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/1/15 薄井 進 様 東京都 15,000 子育て支援施設の充実
2019/1/16 新井 久子 様 滋賀県 30,000 学力の向上
2019/1/17 新井 英信 様 滋賀県 100,000 学力の向上
2019/1/17 新井 久子 様 滋賀県 100,000 学力の向上
2019/1/18 濱田 太立 様 愛知県 120,000 学力の向上
2019/1/19 森 正信 様 大阪府 200,000 地域福祉の推進
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2019/1/20 金川 一夫 様 福岡県 50,000 地域福祉の推進
2019/1/22 岡 秀行 様 岡山県 500,000 地域福祉の推進
2019/1/24 猪股 大輔 様 神奈川県 50,000 自治体におまかせ
2019/1/25 樋口 昌己 様 千葉県 5,000 安心して子育てできる環境の整備
2019/1/29 遠藤 善之 様 東京都 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2019/1/30 林 大三 様 千葉県 50,000 保育サービスの充実
2019/1/31 浅田 瑞希 様 三重県 20,000 自治体におまかせ

2019/2/1 藤田 倫子 様 大阪府 5,000 学力の向上
2019/2/2 小笠原 望 様 茨城県 150,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/2/2 岡林 潤 様 神奈川県 170,000 子育て支援施設の充実
2019/2/3 福本 秀夫 様 千葉県 100,000 保育サービスの充実
2019/2/3 大橋 計仁 様 兵庫県 50,000 交通アクセスの充実
2019/2/4 佐々木 隆志 様 北海道 140,000 自治体におまかせ
2019/2/6 渡辺 靖史 様 岡山県 50,000 学校施設の整備・機能充実

2019/2/10 三宅 裕子 様 大阪府 100,000 高齢者福祉の充実
2019/2/10 北元 芳明 様 石川県 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/2/11 亀井 義昭 様 東京都 320,000 子育て支援施設の充実
2019/2/12 森本 高至 様 兵庫県 120,000 雇用対策の推進
2019/2/12 濱口 幸三 様 京都府 120,000 子育て支援施設の充実
2019/2/12 江川 春男 様 東京都 20,000 商業振興支援
2019/2/14 田中 聡 様 栃木県 5,000 学力の向上
2019/2/14 田中 聡 様 栃木県 5,000 保育サービスの充実
2019/2/14 田中 聡 様 栃木県 5,000 子育て支援施設の充実
2019/2/16 田島 範正 様 東京都 150,000 自治体におまかせ
2019/2/16 内藤 浩蔵 様 東京都 100,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/2/20 本田 裕之 様 大阪府 30,000 高齢者福祉の充実
2019/2/23 池端 祐介 様 大阪府 10,000 スポーツイベントの活性化
2019/2/23 新田 和弘 様 神奈川県 40,000 子育て支援施設の充実
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2019/2/24 竹内  正行 様 愛知県 5,000 自治体におまかせ
2019/2/24 堤本 高宏 様 長野県 40,000 自治体におまかせ
2019/2/25 関口 透 様 東京都 10,000 観光資源の発掘と活用
2019/2/27 本澤 賢一 様 千葉県 30,000 安心して子育てできる環境の整備
2019/2/27 神保 一弘 様 神奈川県 50,000 保育サービスの充実
2019/2/28 山本 里美 様 神奈川県 30,000 観光資源の発掘と活用

2019/3/2 服部 晃和 様 愛知県 70,000 子育て支援施設の充実
2019/3/3 松下 直樹 様 静岡県 30,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/3/3 斉藤 和孝 様 東京都 30,000 観光資源の発掘と活用
2019/3/3 額賀 重成 様 神奈川県 200,000 子育て支援施設の充実
2019/3/4 斎藤 嘉伸 様 千葉県 5,000 学力の向上
2019/3/6 橋本 和之 様 東京都 50,000 高齢者福祉の充実
2019/3/9 松林 礼緒 様 愛知県 30,000 保育サービスの充実
2019/3/9 池田 聡 様 東京都 100,000 自治体におまかせ

2019/3/10 片岡 卓 様 兵庫県 5,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/3/11 岩本 剛 様 山口県 180,000 子育て支援施設の充実
2019/3/12 堅田 豊 様 和歌山県 100,000 安心して子育てできる環境の整備
2019/3/12 中村 裕子 様 茨城県 300,000 中小企業経営支援
2019/3/13 中西 毅 様 大阪府 5,000 観光資源の発掘と活用
2019/3/14 佐藤 安博 様 神奈川県 150,000 観光資源の発掘と活用
2019/3/15 菊池 一史 様 北海道 30,000 保育サービスの充実
2019/3/17 北河 徳彦 様 神奈川県 50,000 自治体におまかせ
2019/3/17 又江 玄 様 岐阜県 30,000 自治体におまかせ
2019/3/18 田代 義彦 様 大阪府 20,000 子育て支援施設の充実
2019/3/18 南野 悟 様 大阪府 110,000 保育サービスの充実
2019/3/19 田代 義彦 様 大阪府 30,000 子育て支援施設の充実
2019/3/21 小野 良和 様 神奈川県 100,000 自治体におまかせ
2019/3/23 高橋 佑介 様 東京都 300,000 自治体におまかせ
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2019/3/24 有田 俊介 様 東京都 50,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/3/24 小林 哲英 様 東京都 310,000 子育て支援施設の充実
2019/3/24 鈴木 和智 様 愛知県 180,000 自治体におまかせ
2019/3/24 羅 仁浩 様 東京都 95,000 観光資源の発掘と活用
2019/3/25 串田 淑久 様 東京都 100,000 健康づくり
2019/3/26 近藤 進 様 愛知県 200,000 自治体におまかせ
2019/3/26 石渡 宏司 様 東京都 150,000 自治体におまかせ
2019/3/28 笠井 俊宏 様 京都府 5,000 市街地・道路の緑化
2019/3/29 藤谷 敏彦 様 兵庫県 5,000 健康づくり
2019/3/29 志村 豊 様 東京都 5,000 自治体におまかせ
2019/3/30 桑原 拓也 様 栃木県 8,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/3/30 岩井 厚 様 千葉県 120,000 学力の向上
2019/3/30 橋本 敏 様 神奈川県 100,000 健康づくり
2019/3/30 森本 雅徳 様 高知県 50,000 子育て支援施設の充実
2019/3/31 石原 聡子 様 東京都 50,000 青少年活動の活性化
2019/3/31 北元 芳明 様 石川県 70,000 観光資源の発掘と活用
2019/3/31 藤田 祐三 様 愛知県 100,000 地域防災力の強化
2019/3/31 安達 裕輔 様 愛知県 30,000 自治体におまかせ
2019/3/31 出牛 利重 様 埼玉県 100,000 未来につなげるにぎわいの創出に関する事業
2019/3/31 西本 勝利 様 大阪府 150,000 学校施設の整備・機能充実
2019/3/31 清水 千津 様 福岡県 20,000 地域福祉の推進

●公表に同意を頂いた寄附者様   664件   53,713,000円
●匿名希望の寄附者様           10,723件  893,775,000円         

温かいご支援に心から感謝申し上げます。


