
寄附金額 寄附年月 寄附の使いみち

林　繁行 様 10,000 令和２年４月 災害遺児等への支援

市川　有作 様 5,000 令和２年４月 市政全般に対する寄附

越川とも子 様 20,000 令和２年４月 動物愛護センターの動物等への支援

滝上　博明 様 20,000 令和２年４月 動物愛護センターの動物等への支援

安濃　美紀 様 6,000 令和２年４月 動物愛護センターの動物等への支援

金屋　隼斗 様 100,000 令和２年４月 御幸公園の梅林の復活

小泉 英夫 様 30,000 令和２年４月 学校ふるさと応援寄附金(土橋小学校)

福永 泰 様 100,000 令和２年４月 新型コロナウイルス感染症への対応

足立 みゆき 様 15,000 令和２年４月 新型コロナウイルス感染症への対応

川崎 恭正 様 100,000 令和２年４月 新型コロナウイルス感染症への対応

乗附 麻希 様 10,000 令和２年４月 新型コロナウイルス感染症への対応

大平 哲也 様 10,000 令和２年４月 障害者福祉の向上

小林 雄一 様 100,000 令和２年４月 新型コロナウイルス感染症への対応

和田　崇 様 10,000 令和２年４月 市長おまかせ

東海林　尊信 様 160,000 令和２年４月 芸術・文化・スポーツ

塚本　克彦 様 17,000 令和２年４月 福祉・こども・教育

芳賀　秀友 様 16,000 令和２年４月 福祉・こども・教育

矢島　健司 様 72,000 令和２年４月 安心・安全

西本　卓司 様 5,000 令和２年４月 市長おまかせ

角田　大 様 17,000 令和２年４月 福祉・こども・教育

林　繁行 様 10,000 令和２年５月 消防力の総合的な強化

根上　昌俊 様 50,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

山田　髙裕 様 100,000 令和２年５月 学校ふるさと応援寄附金（川崎高等学校）

河合　顕太郎 様 30,000 令和２年５月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

佐藤　郁夫 様 50,000 令和２年５月 御幸公園の梅林の復活

　鏑木　茂哉 様 50,000 令和２年５月 御幸公園の梅林の復活

齋藤　隆徳 様 50,000 令和２年５月 御幸公園の梅林の復活

杉谷　憲一 様 50,000 令和２年５月 御幸公園の梅林の復活

酒井 淳嗣 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

添田 和俊 様 20,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

飯嶋 拓未 様 100,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

綿引 誠 様 1,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

森 徹夫 様 50,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

鈴木 智至 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

國谷 俊文 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

内海 琉 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

堀内 靖 様 5,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

笠井 泰子 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

長谷川 麻紀 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

高木 健太郎 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

鈴木 宏 様 500,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

塚越 優大 様 10,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

馬場 孝三 様 50,000 令和２年５月 動物愛護センターの動物等への支援

ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

氏　　　名



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

戸澤 幸男 様 100,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

大平 光行 様 200,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

有馬 繭子 様 10,000 令和２年５月 動物愛護センターの動物等への支援

鈴木 秀行 様 100,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

近藤 岳 様 50,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

長谷川 邦洋 様 8,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

長谷川 邦洋 様 1,000 令和２年５月 「スポーツのまちづくり」の推進

長谷川 邦洋 様 1,000 令和２年５月 等々力陸上競技場の整備

秀永 俊晴 様 4,000 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症への対応

大久保　翔 様 17,000 令和２年５月 芸術・文化・スポーツ

鈴木　理子 様 20,000 令和２年５月 福祉・こども・教育

鈴木　理子 様 14,000 令和２年５月 福祉・こども・教育

永本　晶子 様 10,000 令和２年５月 福祉・こども・教育

鈴木　律男 様 10,000 令和２年５月 市長おまかせ

高村　淳 様 10,000 令和２年５月 安心・安全

原田　貞文 様 30,000 令和２年５月 市長おまかせ

畠澤　守 様 50,000 令和２年５月 安心・安全

久保田　きよみ 様 10,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

町田　勇 様 50,000 令和２年６月 学校ふるさと応援寄附金（中央支援学校）

大澤　桃子 様 3,000 令和２年６月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

木戸　梓 様 5 令和２年６月 御幸公園の梅林の復活

大川　夏奈子 様 1,000,000 令和２年６月 動物愛護センターの動物等への支援

髙橋　美佐子 様 20,000 令和２年６月 動物愛護センターの動物等への支援

平泉 慶一 様 20,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

鈴木 和也 様 100,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

大西 守 様 300,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

吉澤 隆 様 5,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

吉澤 隆 様 5,000 令和２年６月 長寿社会福祉の振興

富樫 剛 様 100,000 令和２年６月 消防力の総合的な強化

小野間 昌弘 様 50,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

中西 美佐子 様 10,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

棚橋 一也 様 50,000 令和２年６月 学校ふるさと応援寄附金（西生田小学校）

門脇 紀彦 様 100,000 令和２年６月 緑地の保全

福宮 直純 様 100,000 令和２年６月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

春山 輝樹 様 20,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

吉村 英恭 様 50,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

三木 亜由美 様 10,000 令和２年６月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

阿部 安雄 様 20,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

藤波 繁 様 30,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

遠藤 美帆 様 2,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

赤石 謙二 様 50,000 令和２年６月 新型コロナウイルス感染症への対応

菅沼　靖 様 2,000 令和２年６月 福祉・こども・教育

太田　久恵 様 25,000 令和２年６月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

加藤　佑昌 様 10,000 令和２年６月 福祉・こども・教育



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

渡邉　正徳 様 50,000 令和２年７月 総合的なこども支援の推進

林　繁行 様 10,000 令和２年７月 総合的なこども支援の推進

藤嶋　とみ子 様 30,000 令和２年７月 総合的なこども支援の推進

小場　恒夫 様 10,000 令和２年７月 総合的なこども支援の推進

八重樫　裕子 様 100,000 令和２年７月 災害遺児等への支援

山田　将二 様 30,000 令和２年７月 学校ふるさと応援寄附金（久本小学校）

山本　隆之 様 100,000 令和２年７月 地球温暖化対策の推進

藤沢　江里子 様 500 令和２年７月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

青木　昌行 様 100,000 令和２年７月 市政全般に対する寄附

堀部　優子 様 10,000 令和２年７月 福祉・こども・教育

高坂　創介 様 5,000 令和２年７月 環境・公園・みどり・動物愛護

外山　和久 様 34,000 令和２年７月 福祉・こども・教育

川本　真弘 様 22,000 令和２年７月 福祉・こども・教育

秋山 良子 様 100,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

坂田 倫明 様 45,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

中村 勝弘 様 30,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

佐々木 博美 様 10,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

山中 均 様 10,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

品川 洋次 様 100,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

浅田 明美 様 10,000 令和２年７月 動物愛護センターの動物等への支援

赤星 遼 様 20,000 令和２年７月 動物愛護センターの動物等への支援

青木 勝重 様 50,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

杉本 真正 様 10,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

高橋 成徳 様 100,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

佐藤 歌子 様 10,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

日比野 亨 様 5,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

相原 邦彦 様 100,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

栗山 浩一 様 50,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

山本 みのり 様 10,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

村上 敦 様 10,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

松岡 節子 様 30,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

山田　哲郎 様 100,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

遠藤 　智博 様 30,000 令和２年７月 新型コロナウイルス感染症への対応

高橋　帆乃香 様 5,000 令和２年８月 福祉・こども・教育

野口　和之 様 10,000 令和２年８月 市長おまかせ

清水　邦明 様 5,000 令和２年８月 市長おまかせ

峯岸　覚美 様 10,000 令和２年８月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

脇村　朋宏 様 10,000 令和２年８月 学校ふるさと応援寄附金（大師中学校）

松本　綾子 様 10,000 令和２年８月 福祉・こども・教育

金井　弘年 様 50,000 令和２年８月 御幸公園の梅林の復活

黒住　チヨ子 様 50,000 令和２年８月 御幸公園の梅林の復活

松井　夢二 様 200,000 令和２年８月 区における地域のまちづくりの推進（宮前区）

林　繁行 様 10,000 令和２年８月 浮世絵等活用事業

藤嶋　とみ子 様 30,000 令和２年８月 頑張る子ども・若者を応援する互助のまちづくりの推進



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

西方 正司 様 200,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

富永 眞紀 様 40,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

伊藤 修 様 10,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

得田 裕介 様 3,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

檜山　高志 様 50,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

狩野　美知子 様 25,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

石川　博 様 5,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

及川 康夫 様 10,000 令和２年８月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

田島 道子 様 10,000 令和２年８月 新型コロナウイルス感染症への対応

吉野　幸雄 様 2,850,332 令和２年９月 障害者福祉の向上

吉野　幸雄 様 1,425,166 令和２年９月 公園緑地の整備・緑の創出・街路樹管理の推進

吉野　幸雄 様 1,425,166 令和２年９月 緑地の保全

吉野　幸雄 様 2,850,332 令和２年９月 教育活動の充実

草壁 悟朗 様 1,000,000 令和２年９月 等々力陸上競技場の整備

福原 吉樹 様 50,000 令和２年９月 新型コロナウイルス感染症への対応

小泉 英夫 様 30,000 令和２年９月 学校ふるさと応援寄附金（東高津小学校）

原 裕輔 様 2,000 令和２年９月 市長おまかせメニュー

舘　勝宏 様 1,000,000 令和２年１０月 動物愛護センターの動物等への支援

藤嶋　とみ子 様 30,000 令和２年１０月 頑張る子ども・若者を応援する互助のまちづくりの推進

三代　英宇 様 10,000 令和２年１０月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

河田　光雄 様 30,000 令和２年１０月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

舘野　理香 様 5,000 令和２年１０月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

西森　夏樹 様 3,000 令和２年１０月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

原 裕輔 様 2,000 令和２年１０月 市長おまかせメニュー

吉浜 康平 様 10,000 令和２年１０月 新型コロナウイルス感染症への対応

高村 真 様 10,000 令和２年１０月 動物愛護センターの動物等への支援

原 裕輔 様 3,000 令和２年１０月 市長おまかせメニュー

河原 修 様 10,000 令和２年１０月 新型コロナウイルス感染症への対応

原 裕輔 様 1,000 令和２年１０月 市長おまかせメニュー

小西　弘幸 様 41,000 令和２年１０月 環境・公園・みどり・動物愛護

角南　寛太 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

角南　寛太 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

荒山　洋平 様 17,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

中原　由勝 様 30,000 令和２年１０月 市長おまかせ

奥村　直史 様 30,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

桃井　保知 様 30,000 令和２年１０月 安心・安全

吉岡　裕滋 様 11,000 令和２年１０月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

竹間　佑介 様 30,000 令和２年１０月 市長おまかせ

渡邉　真太朗 様 17,000 令和２年１０月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

柴田　朝絵 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

川本　絢也 様 30,000 令和２年１０月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

杉山　崇 様 15,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

森本　勝大 様 17,000 令和２年１０月 安心・安全

柴田　弘明 様 11,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

和田　崇 様 30,000 令和２年１０月 市長おまかせ

中井　俊彦 様 30,000 令和２年１０月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

沖　将志 様 11,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

石野　雅三 様 30,000 令和２年１０月 環境・公園・みどり・動物愛護

鎌倉　正明 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

丸山　洋介 様 11,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

角田　大 様 17,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

植村　光一 様 30,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

大久保　翔 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

林　里美 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

野村　利充 様 9,000 令和２年１０月 安心・安全

上村　琢磨 様 14,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

上村　琢磨 様 20,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

若松　勇希 様 30,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

小泉　純一 様 10,000 令和２年１０月 市長おまかせ

松浦　涼太 様 17,000 令和２年１０月 安心・安全

萩原　崇智 様 30,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

中辻　康博 様 17,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

白井　洋平 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

武本　智嗣 様 20,000 令和２年１０月 市長おまかせ

伊藤　啓一郎 様 17,000 令和２年１０月 市長おまかせ

渡辺　貴茂 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

渡辺　貴茂 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

渡辺　貴茂 様 17,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

大橋　学 様 5,000 令和２年１０月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

数見　卓樹 様 44,000 令和２年１０月 芸術・文化・スポーツ

真銅　健一 様 7,000 令和２年１０月 市長おまかせ

森実　孝則 様 71,000 令和２年１０月 市長おまかせ

角田　大 様 17,000 令和２年１０月 環境・公園・みどり・動物愛護

齋藤　秀輝 様 17,000 令和２年１０月 福祉・こども・教育

渡辺　和之 様 30,000 令和２年１０月 安心・安全

齋藤　裕子 様 10,000 令和２年１１月 動物愛護センターの動物等への支援

金子　のり子 様 20,000 令和２年１１月 動物愛護センターの動物等への支援

芳賀 みちる 様 10,000 令和２年１１月 動物愛護センターの動物等への支援

林　繁行 様 10,000 令和２年１１月 公園緑地の整備・緑の創出・街路樹管理の推進

田澤　将 様 5,000 令和２年１１月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

加藤　邦彦 様 50,000 令和２年１１月 御幸公園の梅林の復活

かわすみ けいこ 様 10,000 令和２年１１月 動物愛護センターの動物等への支援

土屋 宗秋 様 10,000 令和２年１１月 新型コロナウイルス感染症への対応

石田　康一郎 様 30,000 令和２年１１月 環境・公園・みどり・動物愛護

渡邉　鮎 様 17,000 令和２年１１月 芸術・文化・スポーツ

藤森　隆之 様 17,000 令和２年１１月 市長おまかせ

天倉　雅彦 様 30,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

田邉　章宏 様 11,000 令和２年１１月 市長おまかせ



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

木野田　敬一 様 30,000 令和２年１１月 市長おまかせ

櫛引　歩 様 22,000 令和２年１１月 市長おまかせ

萩原　崇智 様 11,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

菊地　淳 様 20,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

北原　賢人 様 20,000 令和２年１１月 芸術・文化・スポーツ

加藤　倫平 様 30,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

加藤　倫平 様 11,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

五十嵐　匠 様 5,000 令和２年１１月 安心・安全

八幡　一平 様 11,000 令和２年１１月 芸術・文化・スポーツ

石川　章 様 12,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

谷村　元 様 30,000 令和２年１１月 市長おまかせ

篠　康文 様 20,000 令和２年１１月 環境・公園・みどり・動物愛護

稲葉　広敏 様 30,000 令和２年１１月 市長おまかせ

細田　隆一 様 11,000 令和２年１１月 安心・安全

木本　尚吾 様 56,000 令和２年１１月 市長おまかせ

辻　政弘 様 8,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

田中　悠輝 様 30,000 令和２年１１月 市長おまかせ

多田　百合香 様 11,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

町村　政幸 様 30,000 令和２年１１月 安心・安全

髙栁　紗織 様 11,000 令和２年１１月 安心・安全

安藤　浩一郎 様 30,000 令和２年１１月 市長おまかせ

片岡　里沙 様 11,000 令和２年１１月 市長おまかせ

伊藤　好子 様 20,000 令和２年１１月 環境・公園・みどり・動物愛護

鈴木　康文 様 11,000 令和２年１１月 市長おまかせ

上田　康弘 様 135,000 令和２年１１月 市長おまかせ

桃井　保知 様 30,000 令和２年１１月 福祉・こども・教育

藤田　漠 様 8,000 令和２年１１月 芸術・文化・スポーツ

鈴木　俊春 様 10,000 令和２年１２月 市長おまかせ

田中　三千代 様 15,000 令和２年１２月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

西澤　実和子 様 3,000 令和２年１２月 動物愛護センターの動物等への支援

大倉　幸子 様 10,000 令和２年１２月 動物愛護センターの動物等への支援

永井　文隆 様 300,000 令和２年１２月 動物愛護センターの動物等への支援

安濃　美紀 様 9,000 令和２年１２月 動物愛護センターの動物等への支援

倉本　宣 様 100,000 令和２年１２月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

藤沢　昭和 様 10,000,000 令和２年１２月 殿町国際戦略拠点キングスカイフロントの拠点整備の推進

藤崎　まち子 様 50,000 令和２年１２月 御幸公園の梅林の復活

水村　武士 様 80,000 令和２年１２月 学校ふるさと応援寄附金（川崎高等学校）

福岡 厚 様 50,000 令和２年１２月 学校ふるさと応援寄附金（日吉中学校）

浅賀　希予身 様 10,000 令和２年１２月 夢見ヶ崎動物公園の飼育環境の充実

平田 葉子 様 20,000 令和２年１２月 夢見ヶ崎動物公園の飼育環境の充実

平田 葉子 様 30,000 令和２年１２月 動物愛護センターの動物等への支援

小西 圭介 様 2,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

高嶺 豊宏 様 10,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

鎮目 雅人 様 200,000 令和２年１２月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

竹内 直人 様 20,000 令和２年１２月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

林 欣吾 様 10,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

鈴木 良一 様 60,000 令和２年１２月 学校ふるさと応援寄附金（今井小学校・川崎市立高校付属中）

三冨 吉浩 様 50,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

三冨 吉浩 様 50,000 令和２年１２月 消防力の総合的な強化

三冨 吉浩 様 50,000 令和２年１２月 長寿社会福祉の振興

三冨 吉浩 様 40,000 令和２年１２月 障害者福祉の向上

三冨 吉浩 様 50,000 令和２年１２月 頑張るこども・若者を応援する互助のまちづくりの推進

三冨 京子 様 50,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

三冨 京子 様 50,000 令和２年１２月 長寿社会福祉の振興

三冨 京子 様 50,000 令和２年１２月 障害者福祉の向上

三冨 京子 様 20,000 令和２年１２月 公園緑地の整備・緑の創出・街路樹管理の推進

野島 浩司 様 10,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

脇村 朋宏 様 30,000 令和２年１２月 学校ふるさと応援寄附金（大師中学校）

田中 利秋 様 10,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

土屋 宗秋 様 20,000 令和２年１２月 新型コロナウイルス感染症への対応

谷口 尚 様 10,000 令和２年１２月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

土屋　和浩 様 50,000 令和２年１２月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

縣　秀樹 様 50,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

橋本　茂樹 様 30,000 令和２年１２月 安心・安全

桃井　保知 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

畠　典人 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

土屋　和浩 様 50,000 令和２年１２月 市長おまかせ

古川　晃 様 16,000 令和２年１２月 市長おまかせ

星田　隆一郎 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

中村　久男 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

中村　久男 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

中村　久男 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

高木　宏幸 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

河合　一人 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

古屋　真穂 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

尾崎　稔史 様 30,000 令和２年１２月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

斉川　道夫 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

寺尾　祐子 様 50,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

大里　雄二 様 60,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

松本　由美 様 5,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

山西　晃郎 様 30,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

池田　傑 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

ARORA　YASH 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

田鍋　晴基 様 50,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

山西　晃郎 様 11,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

山西　晃郎 様 11,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

大谷　雄二 様 20,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

宮崎　亮 様 14,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

増田　一義 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

山崎　拓也 様 30,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

平澤　信彦 様 20,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

青田　龍洋 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

堀越　実梨 様 8,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

鹿野　峻弘 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

井上　亮 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

山田　篤 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

長部　哲哉 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

辻本　由紀 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

長縄　憲治 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

山崎　友貴 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

山口　健夫 様 50,000 令和２年１２月 安心・安全

有北　浩基 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

野本　篤史 様 9,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

宍戸　則子 様 50,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

佐藤　茂典 様 15,000 令和２年１２月 市長おまかせ

佐藤　茂典 様 28,000 令和２年１２月 市長おまかせ

萩原　学 様 12,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

橋本　直樹 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

浦田　和幸 様 50,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

中村　信仁 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

鈴木　昭雄 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

上杉　達郎 様 17,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

長谷川　千晴 様 20,000 令和２年１２月 市長おまかせ

堤　慎吾 様 30,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

飯島　秀郎 様 13,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

井上　正隆 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

井上　正隆 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

坂田　梨紗 様 11,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

若尾　尚也 様 14,000 令和２年１２月 市長おまかせ

三ッ森　隆司 様 44,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

関根　瞳 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

若山　典正 様 30,000 令和２年１２月 市民自治のまちづくり

中田　真由美 様 50,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

山﨑　琢哉 様 30,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

大熊　孝尚 様 11,000 令和２年１２月 安心・安全

高越　一修 様 110,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

有馬　純一郎 様 14,000 令和２年１２月 市長おまかせ

村松　達樹 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

大庭　純 様 8,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

宮城　翔平 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

久野　貴史 様 7,000 令和２年１２月 市長おまかせ

中村　久男 様 10,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

佐藤　悦志 様 5,000 令和２年１２月 安心・安全

安蘇谷　幸治 様 55,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

河野　茂 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

生田　朝春 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

生田　朝春 様 6,000 令和２年１２月 市長おまかせ

三上　尚克 様 110,000 令和２年１２月 市長おまかせ

中村　久男 様 9,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

庄司　和弘 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

今西　修三 様 30,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

馬場　幸一 様 20,000 令和２年１２月 市長おまかせ

鬼久保　完太 様 74,000 令和２年１２月 安心・安全

堀　初恵 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

後藤　義和 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

山下　友也 様 30,000 令和２年１２月 安心・安全

大久保　泰介 様 20,000 令和２年１２月 市民自治のまちづくり

増田　一義 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

鈴村　裕輔 様 11,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

奥山　紗帆 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

高橋　亮 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

大塚　麻紀子 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

横田　元扶 様 6,000 令和２年１２月 市長おまかせ

東浦　正也 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

山崎　敦 様 8,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

藤田　和雄 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

長井　研一郎 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

古田　喬平 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

杉浦　丈峰 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

三木　穂高 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

山本　康史 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

若林　大介 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

林　孝裕 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

渡辺　厚 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

高岩　加奈 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

山北　真也 様 30,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

中村　日差男 様 7,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

東　大輔 様 11,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

宮田　一信 様 10,120 令和２年１２月 市長おまかせ

長谷　美貴子 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

小須田　直樹 様 30,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

本郷　真功 様 11,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

泉水　信一郎 様 6,000 令和２年１２月 市長おまかせ

廣岡　咲希 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

一井　弘樹 様 11,000 令和２年１２月 市長おまかせ

廣岡　咲希 様 11,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

田村　真樹 様 5,000 令和２年１２月 市長おまかせ

山下　由利子 様 10,000 令和２年１２月 芸術・文化・スポーツ

GOLDMAN　SAMUEL ESAU 様 5,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

本多　英明 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

前田　真路 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

五十嵐　彩音 様 45,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

大友　仁太 様 11,000 令和２年１２月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

田口　公裕 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

内藤　伸彦 様 6,000 令和２年１２月 市民自治のまちづくり

松島　拓司 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

渡辺　孝江 様 20,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

相原　優太 様 30,000 令和２年１２月 福祉・こども・教育

菅野　多真 様 30,000 令和２年１２月 環境・公園・みどり・動物愛護

小野　恭平 様 30,000 令和２年１２月 市長おまかせ

荒井　和彦 様 5,000 令和２年１２月 市長おまかせ

荻上 文夫 様 10,000 令和３年１月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

藤嶋　とみ子 様 30,000 令和３年１月 頑張るこども・若者を応援する互助のまちづくりの推進

河田　光司 様 10,000 令和３年１月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

都筑　由美子 様 10,000 令和３年１月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

蛭川　達也 様 30,000 令和３年１月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

山下 清英 様 10,000 令和３年１月 動物愛護センターの動物等への支援

高橋　登 様 50,000 令和３年１月 市政全般に対する寄附

二村　雅人 様 30,000 令和３年１月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

神田　憲作 様 10,000 令和３年１月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

稲森　健太 様 19,000 令和３年１月 芸術・文化・スポーツ

稲森　健太 様 30,000 令和３年１月 芸術・文化・スポーツ

平郡　雄一郎 様 2,200 令和３年１月 芸術・文化・スポーツ

村山　直紀 様 30,000 令和３年１月 福祉・こども・教育

酒井　宏和 様 400,000 令和３年１月 福祉・こども・教育

小竹　正昭 様 14,000 令和３年１月 環境・公園・みどり・動物愛護

鈴木　厳康 様 10,000 令和３年１月 環境・公園・みどり・動物愛護

鈴木 智裕 様 300,000 令和３年１月 学校ふるさと応援寄附金（西梶ヶ谷小学校）

森永　哲典 様 510,000 令和３年１月 都市拠点の整備・地域経済／臨海部の活性化

荒木　康博 様 5,000 令和３年１月 市長おまかせ

畠中 陽一 様 20,000 令和３年２月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

渕上　勝子 様 50,000 令和３年２月 障害者福祉の向上

安濃　美紀 様 6,000 令和３年２月 動物愛護センターの動物等への支援

齋藤 三詠子 様 3,000 令和３年２月 夢見ヶ崎動物公園の飼育環境の充実

中山　竜郎 様 5,000 令和３年２月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

齋藤 三詠子 様 2,000 令和３年２月 学校ふるさと応援寄附金（南加瀬中学校）

原田　和也 様 11,000 令和３年２月 福祉・こども・教育

濱田　良平 様 11,000 令和３年２月 福祉・こども・教育

刀根　大樹 様 30,000 令和３年２月 環境・公園・みどり・動物愛護

高野　始 様 6,000 令和３年２月 市長おまかせ



ご寄附をいただいた方（令和２年４月～令和３年３月受納分）

檜澤　孝之 様 7,000 令和３年２月 市長おまかせ

川崎看護専門学校 同窓会
代表　宇山　美保 様 144,000 令和３年３月 新型コロナウイルス感染症への対応

小川　太郎 様 10,000 令和３年３月 青少年科学館のプラネタリウムや博物館資料の充実

沖本 昭広 様 1,000 令和３年３月 令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

税田　美恵 様 10,000 令和３年３月 夢見が崎動物公園の飼育環境の充実

斎藤　浩吉 様 50,000 令和３年３月 御幸公園の梅林の復活

齋藤　隆徳 様 10,000 令和３年３月 御幸公園の梅林の復活

斉藤　隆弘、智恵 様 50,000 令和３年３月 御幸公園の梅林の復活

永延　幹男 様 50,000 令和３年３月 御幸公園の梅林の復活


