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住所 寄附金額 使用用途 入金日(収納日)

井手 竜紀 広島県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月01日

高木 義則 富山県 1,000,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月01日

小森 利彦 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月01日

小野 真吾 東京都 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月01日

清水 義夫 長野県 130,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月02日

伊藤 典弘 岐阜県 330,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月02日

滝口 浩二 東京都 12,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月03日

新井 太郎 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月03日

石田 友彦 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月03日

吉岡 圭介 東京都 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年04月03日

石崎 千尋 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年04月03日

内山 理勝 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月04日

岩間 朗子 群馬県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年04月04日

矢野 篤志 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月04日

品川 あゆみ 東京都 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年04月04日

加納 右一郎 三重県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年04月04日

安部 和彦 愛媛県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月04日

平本 茂 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月04日

横井 延枝 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月05日

梶本 宜永 大阪府 60,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月05日

伊藤 全哉 愛知県 1,890,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月05日

富永 康之 千葉県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年04月05日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月06日

木村 博光 静岡県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月06日

林 真二 大阪府 15,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月06日

伊藤 聡 神奈川県 12,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年04月06日

赤羽 雄二 東京都 120,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年04月06日

宮前 裕太 神奈川県 30,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年04月07日

北吉 光 大阪府 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年04月08日

沢田 里智 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月08日

山田 博史 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月08日

野中 智章 兵庫県 42,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月09日

三浦 英次 神奈川県 150,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年04月09日

児玉 みどり 福岡県 70,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

清沢 進 大阪府 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月10日

藤田 和仁 埼玉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月10日

中村 誠司 大阪府 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月11日

倉田 香 千葉県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年04月11日

大石 明人 京都府 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年04月11日

松下 さやか 岐阜県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月11日

宮崎 一成 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月12日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月13日

内村 照子 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月13日

三戸 聡 秋田県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月13日

清水 桃子 東京都 55,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年04月13日

福岡 誠 佐賀県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年04月13日

山中 茂子 大阪府 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年04月14日

青山 典裕 愛知県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年04月14日

久保 有希子 東京都 10,001 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月15日

寄附者名

1/28



坂井市寄附市民参画基金（ふるさと納税）　令和2年4月1日～令和3年3月31日　寄附者公表

住所 寄附金額 使用用途 入金日(収納日)寄附者名

蝦名 竜吾 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月15日

村田 綾香 滋賀県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月16日

大曲 祐司 神奈川県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月16日

根本 伸一 群馬県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月17日

岡田 真由美 埼玉県 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年04月18日

和田 文子 神奈川県 100,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月18日

須藤 嘉人 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月19日

澤木 恒也 静岡県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月19日

三好 きよみ 東京都 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年04月20日

梅谷 俊輝 静岡県 12,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年04月21日

薮内 恒夫 徳島県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月21日

臼井 淳美 岐阜県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年04月22日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月23日

岩﨑 康誠 香川県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月25日

宗藤 正理 千葉県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月25日

新町 規雄 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月25日

柴垣 康宏 石川県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年04月26日

花岡 真也 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月26日

伊藤 寿倫 三重県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月26日

作川 守 兵庫県 55,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年04月27日

山崎 伸 東京都 120,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月28日

栗田 尚子 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月28日

秀野 亮 千葉県 30,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年04月29日

持田 美穂 埼玉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年04月30日

佐藤 一郎 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年04月30日

山田 崇之 千葉県 12,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月01日

松田 道子 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年05月01日

和田 克博 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月01日

安井 久人 千葉県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年05月01日

三浦 康夫 山梨県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月01日

末川 修 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月01日

末川 修 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月01日

高橋 修 長野県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月01日

高井 佳子 大阪府 140,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年05月02日

木村 瑞穂 千葉県 50,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月02日

鈴木 俊和 茨城県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月03日

三木 辰也 東京都 90,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月03日

堀井 咲子 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月04日

柿本 年春 埼玉県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年05月04日

稲富 爽子 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月04日

小田 将樹 栃木県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月04日

澤田 玖美子 埼玉県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月04日

小嶋 光信 岡山県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月06日

田島 雅己 茨城県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月06日

中村 光次 山梨県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年05月06日

高瀬 幸夫 埼玉県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年05月06日

浅田 真理 愛知県 26,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月06日

小笠原 知子 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年05月07日

稲村 健汰 群馬県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月07日

深川 敏夫 京都府 240,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月08日

貞弘 純子 京都府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月08日

芝田 佳明 大阪府 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月08日

潮 真也 群馬県 120,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月09日

藤谷 健太郎 三重県 11,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年05月09日

柴原 清与 三重県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月09日

下山 浩明 東京都 33,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月09日

浦田 明子 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月10日

玉井 雄大 千葉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月10日

梅谷 俊輝 静岡県 12,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年05月10日

近藤 康介 東京都 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年05月10日

藤澤 利行 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年05月10日

刀上 眞二 福井県 40,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月11日
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竹内 淳 大阪府 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月11日

齊藤 直史 茨城県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年05月11日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

清沢 進 大阪府 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月11日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月11日

中野 美千穂 大阪府 50,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月12日

山崎 実 静岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月12日

山下 伸 千葉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月12日

谷村 秀行 大分県 55,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月13日

永田 昂大 鹿児島県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月13日

小野 真吾 東京都 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月13日

丹羽 正典 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月14日

重田 修一 埼玉県 12,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月15日

杉 英子 兵庫県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月15日

阪口 一三 大阪府 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月16日

星野 秀樹 大阪府 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年05月16日

CHINAPANG Pondchanok 茨城県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年05月16日

高田 恭臣 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月17日

木村 青児 千葉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月18日

三浦 英次 神奈川県 300,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年05月18日

黒部 隆 岐阜県 26,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月19日

松田 晃 奈良県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月19日

中野 達夫 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月19日

安田 理紗子 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月20日

秋元 香織 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月20日

成瀬 啓一 山形県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月20日

田中 浩 神奈川県 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月20日

大野 純史 愛知県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月21日

北野 聡志 東京都 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月21日

小森 健治 兵庫県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月23日

中舎 一平 愛知県 36,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月23日

白川 睦子 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月23日

豊島 利喜江 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月24日

藤本 昌広 神奈川県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月26日

瀬口 暢之 東京都 60,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年05月26日

中澤 修一 兵庫県 36,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月27日

水谷 士 愛知県 140,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月27日

早川 宏 山梨県 72,000 【市長】市長におまかせ 2020年05月29日

鳩野 将太 福岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月29日

溝江 佳代子 愛知県 15,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年05月30日

宮本 好之 埼玉県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年05月30日

田中 秀幸 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年05月30日

斉藤 彰 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月30日

藤澤 利行 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年05月31日

山本 剛司 北海道 185,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年05月31日

問田 久雄 香川県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年05月31日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月01日

大澤 藤夫 千葉県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月01日

時政 慎史 山口県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月02日

加藤 陽子 愛知県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年06月02日

安田 順治 京都府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月02日
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マッギー マークウイリアム 東京都 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年06月02日

木村 晧太 福岡県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月02日

木村 利春 奈良県 24,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月02日

金子 好則 千葉県 12,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月03日

酒井 透公 東京都 60,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月04日

高田 教満 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月04日

尾形 慶彦 東京都 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月04日

西原 正博 兵庫県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年06月05日

松尾 寛士 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月05日

西澤 克哉 福井県 110,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月06日

内田 裕之 東京都 130,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年06月06日

芝田 佳明 大阪府 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月06日

杉山 智晴 京都府 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月07日

片岡 孝 栃木県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月07日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月08日

大森 孝之 東京都 130,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年06月09日

杉山 幸次 宮城県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年06月09日

左近 哲也 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

清沢 進 大阪府 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月10日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月10日

林 剛 長崎県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月11日

藤澤 利行 愛知県 4,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月11日

藤澤 利行 愛知県 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月11日

宮本 祐輔 愛知県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月13日

林 健太郎 愛媛県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月13日

藤本 昌広 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月13日

増川 浩章 東京都 19,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月14日

増川 浩章 東京都 50,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月14日

正木 孝憲 大阪府 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年06月14日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月14日

塩田 彰 大阪府 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年06月15日

市川 真佐史 山口県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月15日

海道 佳伸 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月15日

海道 佳伸 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月15日

大草 康 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月15日

堀田 重浩 神奈川県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月15日

黒澤 伸行 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月16日

川井 聖司 愛知県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月16日

千葉 祐貴 宮城県 30,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月16日

小見 宰 北海道 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月16日

李 芃成 神奈川県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年06月17日

中山 寛之 兵庫県 45,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月17日

鳥羽 清之 東京都 12,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月17日

清水 直道 愛知県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月18日

元林 篤 大阪府 45,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月18日

西塚 大地 山形県 15,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年06月18日

河崎 真樹 福井県 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月18日

中島 兵 東京都 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年06月19日

和田 春菜 北海道 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月19日

伊藤 克弘 京都府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月19日
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木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月20日

佐久間 敦 埼玉県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月21日

久保田 将史 山梨県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月21日

岩戸 一 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月21日

梅谷 俊輝 静岡県 24,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年06月21日

瀬戸 俊範 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月22日

遠藤 慎也 千葉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月23日

阿部 佐知子 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月24日

岡田 隼 香川県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月24日

中山 徳二 兵庫県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月24日

松添 弘明 大阪府 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月25日

松永 洋一 東京都 12,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月26日

今 伸一 新潟県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月26日

佐藤 弥生子 宮城県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月27日

中西 泰造 福井県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年06月27日

須田 亮 愛知県 55,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年06月27日

近藤 慶一 滋賀県 30,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年06月27日

須田 光 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月27日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月28日

剱持 峰宏 神奈川県 72,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年06月28日

大江 一明 東京都 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年06月28日

井上 裕司 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月28日

丸山 明彦 奈良県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年06月28日

畑野 修久 東京都 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年06月28日

世古 洋一郎 東京都 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年06月29日

熊之細 隆 鹿児島県 12,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年06月30日

松田 公利 宮崎県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月30日

阿部 恭宜 高知県 45,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年06月30日

新井 大介 茨城県 15,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月02日

杉山 幸次 宮城県 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年07月02日

矢田 千尋 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月02日

鈴木 聡 福島県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月02日

白木 咲都 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月03日

西根 伸吾 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年07月03日

塚本 正樹 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月03日

荒井 宏之 京都府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月04日

岡崎 真紀 福井県 80,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年07月04日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月04日

飯吉 真 神奈川県 50,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年07月05日

白水 亨 兵庫県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月05日

矢崎 泰三 東京都 100,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年07月05日

市川 剛士 千葉県 130,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年07月05日

八田 ちよ 愛知県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年07月06日

野中 文博 大阪府 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年07月06日

亀田 廉行 兵庫県 40,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月07日

安藤 隆 神奈川県 24,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年07月08日

鈴木 貴博 静岡県 130,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年07月09日

加々美 浩通 徳島県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月09日

近江 悠介 兵庫県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月09日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

清沢 進 大阪府 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

5/28



坂井市寄附市民参画基金（ふるさと納税）　令和2年4月1日～令和3年3月31日　寄附者公表

住所 寄附金額 使用用途 入金日(収納日)寄附者名

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月10日

新井 大介 茨城県 5,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月10日

齋藤 智彦 茨城県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月11日

花田 直子 愛知県 60,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年07月11日

福原 浩志 愛知県 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月12日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月12日

宮井 佳子 滋賀県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月12日

油井 薫 長野県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年07月12日

山本 尚利 北海道 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年07月13日

鈴木 優一 愛知県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年07月14日

久保 孝志 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月14日

高田 雄一 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年07月14日

薬師寺 亮 愛知県 36,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月14日

伊藤 和雄 埼玉県 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦、【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年07月15日

小熊 均 埼玉県 45,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月15日

秋山 恭一郎 千葉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月17日

新井 規志 東京都 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月18日

井上 智之 大阪府 55,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月18日

小林 誠 埼玉県 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年07月18日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月19日

藤本 昌広 神奈川県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月19日

澤木 諄二 大阪府 35,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月20日

畦津 良介 福岡県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月20日

坪田 法幸 大阪府 300,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月20日

岡 丈太郎 千葉県 15,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月20日

泉 敬之 東京都 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月20日

道上 晋也 愛知県 15,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月21日

佐渡 紀克 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月21日

遠藤 勝久 埼玉県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年07月21日

村松 和則 山梨県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年07月22日

池田 勇 奈良県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月23日

佐藤 博 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月23日

長縄 英樹 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月24日

岡田 卓也 東京都 130,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月24日

木村 晧太 福岡県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年07月24日

小泉 尊史 神奈川県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月25日

神出 雄 東京都 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年07月25日

神出 雄 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月25日

鈴木 真司 兵庫県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月25日

岸 直樹 愛知県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月25日

川上 眞司 鹿児島県 7,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月25日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月26日

室賀 英嗣 大阪府 140,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年07月27日

長岡 隆 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年07月27日

北原 直樹 神奈川県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年07月28日

西川 光雄 奈良県 20,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年07月28日

田村 嘉忠 三重県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年07月28日

遠藤 公元 宮城県 36,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月30日

佐々木 裕人 奈良県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年07月30日

野村 隆子 石川県 18,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年07月30日

杉浦 安俊 愛知県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年07月31日

野田 淳一 愛知県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月01日

寺田 将之 愛知県 20,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月01日

堀田 重浩 神奈川県 6,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年08月01日

井上 恵輔 東京都 12,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月01日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月02日

河野 寛利 宮崎県 20,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年08月02日

江花 淳 福島県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月03日

近藤 佳江 東京都 70,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月03日

宮下 幸大 愛知県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年08月04日

永山 隆司 福岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月04日

成瀬 啓一 山形県 20,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月04日
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山内 紀和 大阪府 120,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月04日

堀内 淳史 山梨県 72,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月04日

土田 基也 東京都 18,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月04日

山本 裕司 徳島県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月05日

上内 康政 京都府 12,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月05日

松原 秀樹 滋賀県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月06日

竹内 真司 三重県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月07日

加納 右一郎 三重県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月08日

篠崎 敏志 茨城県 55,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月08日

重森 隆義 埼玉県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月10日

畑野 修久 東京都 15,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年08月10日

吉本 和広 愛知県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月11日

大森 真二 大阪府 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年08月11日

新井 大介 茨城県 5,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

清沢 進 大阪府 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月11日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月11日

岡本 圭三 大阪府 12,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月13日

佐治 久 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月13日

佐治 久 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月13日

大槻 真吾 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月13日

小林 園子 大阪府 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月13日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月14日

下村 努 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月14日

西原 弘道 東京都 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月14日

大田 耕司 広島県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月15日

尾形 正美 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年08月15日

佐々木 晋也 兵庫県 800,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月16日

穎川 秀敏 千葉県 18,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月18日

松本 北斗 埼玉県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月20日

溝尾 嘉章 大阪府 17,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年08月20日

西山 開門 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月21日

今井 真澄 愛知県 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月22日

山崎 純義 千葉県 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月22日

種田 力 東京都 6,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年08月22日

湯本 泰弘 茨城県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月22日

岩井 厚 千葉県 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月22日

管 式中 東京都 6,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年08月22日

小谷田 友佳 埼玉県 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月22日

浮田 稔之 岡山県 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月22日

佐々木 英二 大阪府 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

笹原 健 青森県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

宮田 貴志 岡山県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月22日

上木 英典 東京都 6,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年08月22日

安達 宜正 広島県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月22日

岡崎 敦 大阪府 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

田中 朋博 広島県 6,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年08月22日

鄒 想林 東京都 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

若杉 剛 兵庫県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

二口 恭一 東京都 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

阿保 元良 大阪府 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月22日
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山口 智弘 三重県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

増川 浩章 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

増川 浩章 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

三浦 芳照 大阪府 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

三浦 芳照 大阪府 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

岡本 岐展 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

玉置 利英 京都府 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

佐原 新 神奈川県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

瀧山 ひかり 東京都 12,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月22日

細川 史寿 東京都 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月22日

宮本 峰明 大阪府 22,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

川畑 麗子 鹿児島県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

川田 哲己 兵庫県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月22日

小嶋 秀一 岡山県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

山本 直彦 愛知県 6,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年08月22日

佐藤 真希 東京都 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月22日

橋本 将 東京都 6,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年08月22日

川原 眞太郎 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

ＷＥＩ ＺＩＪＵＮ 東京都 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月22日

齋藤 哲文 滋賀県 100,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月22日

吉澤 浩一 東京都 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月23日

大楠 泰弘 福岡県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月23日

大楠 泰弘 福岡県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月23日

八木橋 裕美子 神奈川県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月23日

津村 勇太郎 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月23日

山﨑 潤 千葉県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月23日

佐藤 将 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月23日

大坪 力 北海道 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月23日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月23日

西尾 弘子 香川県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月23日

杉本 幸介 富山県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月23日

射場 順矢 愛知県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月23日

畔柳 雅行 三重県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月23日

城戸 聡 東京都 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月23日

金子 保久 千葉県 12,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月23日

松村 心平 大阪府 6,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年08月23日

杉 英子 兵庫県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月23日

山崎 雄二 千葉県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年08月23日

榊原 浩伸 千葉県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月23日

本間 文子 東京都 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月23日

池田 亮 栃木県 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月23日

川上 健太郎 東京都 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月23日

稲辺 裕貴 東京都 13,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月24日

桐井 一邦 山形県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月24日

川野 あかり 千葉県 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月24日

菅 修平 愛知県 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月24日

原田 三枝 福井県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月24日

新井 英教 神奈川県 12,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月24日

渡辺 政栄 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月24日

落合 貴雄 神奈川県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月25日

髙橋 宏司 東京都 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月25日

林田 通世 兵庫県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月25日

能勢 龍一 神奈川県 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月25日

瀧山 ひかり 東京都 12,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月25日

村島 光太郎 東京都 6,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年08月25日

衛藤 巧 大阪府 50,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月25日

南川 哲夫 埼玉県 30,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦、【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月25日

赤塚 善洋 東京都 268,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年08月26日

岡澤 享子 埼玉県 6,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月26日

河村 芳子 静岡県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月27日

阿部 ゆかり 北海道 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月27日

手島 芳和 東京都 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月27日
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松本 ヤエ子 埼玉県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月27日

片山 沙織 大阪府 36,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年08月29日

栗原 伸久 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年08月29日

徳満 昭雄 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年08月29日

吉田 博之 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年08月29日

小田 順子 東京都 20,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年08月30日

藤澤 利行 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月30日

谷口 哲一 東京都 6,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年08月31日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月31日

斎藤 健彦 東京都 7,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年08月31日

高井 弥生 千葉県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年08月31日

高 睿 千葉県 7,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年09月02日

高田 春彦 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月02日

合瀬 将人 佐賀県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月03日

大矢 善一郎 東京都 24,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月03日

村田 圭造 大阪府 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月03日

金森 未来 奈良県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月03日

青山 哲也 北海道 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月03日

中島 潔 愛知県 7,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月04日

太田 祐吾 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月04日

田原 美香 広島県 55,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月04日

趙 暁晨 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月05日

池田 稔 東京都 50,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月06日

佐々木 聡 千葉県 80,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年09月06日

佐々木 聡 千葉県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年09月06日

佐藤 卓哉 東京都 21,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月06日

望月 正彦 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月06日

望月 正彦 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月06日

望月 正彦 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月06日

堀田 重浩 神奈川県 6,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年09月07日

藤本 昌広 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月08日

田中 重樹 栃木県 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月08日

千葉 幹雄 東京都 70,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月09日

鈴木 蘭美 長野県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月09日

浦井 悠史 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月10日

新井 大介 茨城県 5,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月10日

古賀 裕貴 愛知県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

大山 善正 茨城県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月10日

松田 淳志 北海道 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月11日

平塚 いずみ 東京都 4,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月12日

望月 正彦 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月12日

柳田 啓 東京都 55,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月12日

宮原 健太 東京都 45,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月12日

祝園 真一 茨城県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月13日

高田 修 神奈川県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月14日

永坂 嘉昭 北海道 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月15日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月15日

福井 俊彦 兵庫県 100,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月15日

水谷 成臣 石川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月15日
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竹内 俊介 三重県 45,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月16日

西田 侑加 茨城県 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年09月17日

川本 澄夫 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月18日

青島 優 埼玉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月19日

吉川 秀人 兵庫県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年09月19日

齋藤 達也 千葉県 15,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月20日

深井 秀樹 埼玉県 70,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月20日

小林 遼平 新潟県 100,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年09月20日

小林 遼平 新潟県 55,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年09月20日

川上 悟 熊本県 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月21日

川戸 真一 兵庫県 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月21日

吉田 秀樹 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年09月22日

吉田 秀樹 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月22日

佐藤 信人 千葉県 100,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月22日

宮倉 継雄 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年09月22日

稲垣 真也 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月22日

井上 貴寛 三重県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月23日

高山 薫 兵庫県 100,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月25日

森下 健一 栃木県 45,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月25日

塚田 秀実 新潟県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年09月25日

高見 祐介 東京都 100,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月26日

中田 千恵 神奈川県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月26日

岩岡 哲朗 神奈川県 12,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年09月26日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年09月26日

奥村 康輔 静岡県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年09月26日

加藤 恵一朗 大阪府 140,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年09月26日

原田 剛充 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月26日

村田 竹将 神奈川県 130,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年09月26日

塩田 高裕 静岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月27日

神出 学 北海道 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月27日

池 俊明 東京都 45,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月27日

丹羽 正典 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月27日

近藤 正樹 神奈川県 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年09月27日

西岡 裕 大阪府 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年09月28日

塚本 和成 静岡県 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年09月28日

市川 亨 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年09月28日

鈴木 達朗 神奈川県 125,000 【市長】市長におまかせ 2020年09月29日

伊藤 廣子 愛知県 30,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年09月29日

尾西 雄貴 京都府 45,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年09月29日

石川 裕輔 東京都 45,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年09月29日

平木 行雄 千葉県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月29日

中村 孝之 埼玉県 55,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年09月30日

杉本 陽 東京都 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月03日

高玉 友伸 宮城県 17,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月03日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月05日

蓮見 淳 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月06日

中井 英明 岡山県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月06日

安部 末明 埼玉県 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月07日

比嘉 花恵 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月07日

手島 芳和 東京都 8,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月07日

榊原 三七一 愛知県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月08日

犬嶋 嘉代 福井県 5,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月08日

城谷 典保 神奈川県 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月08日

木村 信夫 千葉県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月08日

大田 耕司 広島県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月09日

秋山 浩 神奈川県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年10月09日

阿部 正 東京都 30,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年10月10日

松本 茂 東京都 30,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年10月10日

馬場 良行 愛知県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月10日

近藤 孝志 愛知県 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年10月11日

岡本 圭三 大阪府 16,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月12日

坪井 宏彰 東京都 40,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月12日
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池田 哲夫 千葉県 100,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年10月12日

菅田 昌則 鹿児島県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月12日

大山 善正 茨城県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

古賀 裕貴 愛知県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月12日

金﨑 順 兵庫県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月12日

佐々木 賢一 大阪府 17,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月12日

藤本 昌広 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月13日

辻本 幸夫 兵庫県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月14日

岡崎 克郎 福井県 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月16日

澤原 恵理子 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月16日

三浦 遼也 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月16日

嘉祥寺 豊 大阪府 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月16日

南井 崇作 滋賀県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月16日

安藤 雅章 香川県 190,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月16日

剱持 峰宏 神奈川県 72,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月17日

伊藤 雅英 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月17日

吉川 順彦 東京都 5,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年10月17日

辻本 龍晃 京都府 100,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月17日

石井 輝男 茨城県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月17日

塚原 広一 栃木県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月17日

川瀬 崇 東京都 10,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年10月17日

淺野 理恵 静岡県 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月18日

古清水 岳志 栃木県 55,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月18日

本間 文勝 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月18日

平井 高志 東京都 100,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月18日

長尾 公浩 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月18日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月18日

堀内 淳史 山梨県 72,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月18日

渡邉 祐司 宮城県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月19日

石田 勝義 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月19日

内田 尊士 千葉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月20日

加藤 徹 東京都 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年10月20日

新村 昌子 神奈川県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月20日

柴田 浩由 東京都 27,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月20日

半田 哲朗 山口県 800,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月20日

山崎 尚子 埼玉県 72,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月20日

太田 勉 石川県 30,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月21日

辻本 龍晃 京都府 100,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月21日

辻本 龍晃 京都府 100,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月21日

臼井 良子 静岡県 60,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月22日

田中 孝佳 東京都 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月22日

仲西 陽子 大阪府 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月22日

大坪 力 北海道 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月22日

江川 久美子 福島県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年10月22日

工藤 静華 北海道 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月22日

湯本 泰弘 茨城県 80,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月22日

萱原 良子 大阪府 8,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月22日

増川 浩章 東京都 29,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月22日

川邊 秀幸 岐阜県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月22日
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小川 紘一郎 京都府 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月22日

宮崎 伸彦 三重県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月22日

多賀 公彦 愛知県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月22日

丸山 裕慎 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年10月23日

丸山 裕慎 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年10月23日

濱名 篤 兵庫県 16,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月23日

平井 雅晴 福井県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月23日

竹内 綾子 東京都 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月23日

加藤 弘成 福井県 8,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月23日

渡邉 幸雄 香川県 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月23日

鈴木 智朗 東京都 12,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月23日

相良 浩三 東京都 5,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月23日

上入来 剛 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月23日

早川 剛弘 徳島県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月23日

南場 あゆみ 新潟県 8,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月23日

多賀 公彦 愛知県 8,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月23日

大久保 志朗 埼玉県 16,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月24日

佐藤 茂典 岡山県 7,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月24日

颯田 哲哉 愛知県 16,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月24日

加藤 博樹 埼玉県 6,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年10月24日

稲本 智子 愛知県 6,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月24日

深澤 健治 神奈川県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月24日

木村 建彦 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月24日

中島 文郎 大阪府 16,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月24日

伊藤 拓也 愛知県 40,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月24日

河合 雅子 北海道 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月24日

細田 英治 千葉県 21,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月24日

細田 英治 千葉県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月24日

山田 恭嗣 北海道 44,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月24日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月25日

野中 智章 兵庫県 16,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月25日

古賀 厚生 福岡県 16,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月25日

井上 和也 兵庫県 60,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月25日

澤田 峯子 神奈川県 16,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月25日

吉川 順彦 東京都 6,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月25日

岩田 幸生 東京都 32,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月25日

尾上 健二 東京都 50,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月25日

須藤 豪一 東京都 16,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月25日

藤田 信輔 山形県 12,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月25日

吉川 秀昭 北海道 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月25日

桑原 博幸 神奈川県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月25日

山本 勇一郎 埼玉県 36,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月25日

千代田 隆司 埼玉県 12,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月25日

塩津 徹也 静岡県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月25日

市野 信幸 石川県 90,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年10月26日

織辺 諒助 兵庫県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月26日

松本 哲治 愛知県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月26日

外田 雅樹 静岡県 38,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月26日

山崎 洋一郎 東京都 500,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月27日

林 安則 千葉県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月27日

相宮 岳 東京都 7,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月27日

松井 和彦 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月27日

川原 崇史 東京都 21,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月27日

中村 木綿子 茨城県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月27日

杉本 俊彦 福井県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月27日

元木 邦茂 福岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月28日

檢見崎 智哉 兵庫県 6,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月28日

小池 洋介 山梨県 28,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月28日

辻本 朋美 東京都 70,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年10月28日

安藤 秀樹 福島県 70,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年10月29日

田坂 秀博 埼玉県 6,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年10月29日

櫻井 学 奈良県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月29日

12/28



坂井市寄附市民参画基金（ふるさと納税）　令和2年4月1日～令和3年3月31日　寄附者公表

住所 寄附金額 使用用途 入金日(収納日)寄附者名

新穂 孝行 千葉県 15,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年10月29日

大脇 立也 愛知県 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年10月29日

横井 広之 神奈川県 8,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年10月29日

矢島 真由美 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月30日

佐藤 弘一 宮城県 17,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月30日

中井 英明 岡山県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年10月30日

峯 慎一 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月30日

蟹江 誠 神奈川県 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月30日

角田 ミユキ 埼玉県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年10月31日

原 賢一 長野県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年10月31日

大内 章智 神奈川県 14,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月01日

福田 浩之 三重県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月01日

田中 晴久 栃木県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月01日

絹笠 恵一 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月01日

青柳 喬 東京都 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月01日

井手 博美 福岡県 14,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月01日

篠原 純 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月01日

松本 北斗 埼玉県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月01日

田尻 実桜 神奈川県 22,081 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月01日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月01日

寺田 光政 千葉県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月02日

山本 一樹 東京都 35,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月02日

村松 朱音 静岡県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月02日

川頭 勇 大阪府 7,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月02日

吹野 美和 東京都 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年11月02日

北尾 陽一郎 愛媛県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月03日

小松 貴宏 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月03日

今井 真志 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月03日

坂口 正樹 埼玉県 38,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月03日

内山 純治 富山県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月03日

阿部 正人 東京都 30,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月03日

松井 直樹 東京都 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月03日

塩田 彰 大阪府 9,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月04日

藤井 郁子 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月04日

石坂 大典 神奈川県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月04日

松本 麻美 長崎県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月05日

澤田 昌宏 東京都 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月05日

高田 悟 鹿児島県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月05日

松本 和久 愛知県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月05日

安部 良平 奈良県 14,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月05日

栗原 郁磨 東京都 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月05日

石野 耕也 神奈川県 70,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月06日

小森谷 一男 埼玉県 7,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月06日

常塚 宣男 石川県 80,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月06日

押田 光市 埼玉県 38,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月06日

吉田 秀樹 神奈川県 20,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月06日

赤松 善弘 大阪府 15,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月06日

村上 岳史 京都府 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年11月06日

大場 麻美 神奈川県 50,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月07日

高松 明生 大阪府 80,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月07日

高松 明生 大阪府 80,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月07日

高松 明生 大阪府 80,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月07日

藤城 貴教 北海道 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月07日

藤城 貴教 北海道 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月07日

藤本 昌広 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月07日

不破 誠行 岐阜県 140,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月07日

斉藤 真澄 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月07日

高田 豊郎 栃木県 22,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月07日

石垣 拓 東京都 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月07日

松本 正 滋賀県 4,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月07日

立山 勝規 福岡県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月08日

安藤 充 愛知県 20,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月08日
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田中 章浩 福井県 100,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月08日

赤壁 景子 京都府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月08日

土居 遥香 東京都 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月08日

武 円文 千葉県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月08日

青柳 浩 東京都 80,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月08日

宇佐美 勇 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月08日

小浦 正之 和歌山県 45,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年11月09日

藤澤 晃弘 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月09日

秦 智音 東京都 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月09日

越智 三恵 東京都 30,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月09日

篠田 芳幸 東京都 70,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年11月09日

石川 望 岐阜県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月10日

阪口 和矢 大阪府 55,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月10日

田中 弘藏 京都府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

塩澤 孝之 滋賀県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月10日

金﨑 順 兵庫県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

大山 善正 茨城県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

古賀 裕貴 愛知県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

小坪 拓也 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月10日

南川 修 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月10日

佐々木 賢一 大阪府 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月10日

重田 浩喜 愛知県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月11日

中田 達也 福岡県 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月11日

米光 富 東京都 70,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月11日

岡田 昌士 愛知県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月11日

丹波谷 方克 大阪府 100,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月11日

笠松 由佳 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月11日

大村 益一 千葉県 14,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月11日

今村 篤司 福岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月12日

米光 富 東京都 70,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月12日

南谷 道生 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月12日

西 智行 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月12日

木野 裕介 静岡県 15,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月12日

岡 達也 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月12日

清水 仁 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月12日

市原 隆夫 兵庫県 38,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月13日

松野 伸一郎 東京都 38,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月13日

安福 一馬 兵庫県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月13日

安福 一馬 兵庫県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月13日

萩原 貴子 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月14日

中野 康治 兵庫県 38,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月14日

小谷野 純一 埼玉県 22,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月14日

尾崎 正純 神奈川県 60,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月14日

輿石 香織 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月14日

輿石 香織 神奈川県 40,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月14日

高井 弥生 千葉県 22,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月14日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月15日

片岡 元二郎 兵庫県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月15日

高杉 健太郎 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月15日

松本 哲治 愛知県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月15日
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川崎 栄子 千葉県 70,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月15日

左近 哲也 大阪府 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月15日

左近 哲也 大阪府 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月15日

普天間 朝彦 奈良県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年11月15日

寺園 智樹 埼玉県 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月15日

大野 照美 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月15日

坂井 出 新潟県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月15日

中村 元泰 岐阜県 33,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月15日

櫻井 秀樹 東京都 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月16日

小原 佑介 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月16日

田尻 真貴子 福岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月16日

篠田 和正 東京都 30,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月16日

篠田 和正 東京都 30,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月16日

金島 雅哉 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月16日

白石 泰章 大阪府 60,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月16日

白石 泰章 大阪府 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月16日

須基 康惠 奈良県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月16日

小野 真吾 東京都 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月16日

中山 英 京都府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月16日

山本 暁子 兵庫県 38,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月16日

西山 竜登 福岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月17日

野澤 教成 東京都 100,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月17日

牧野 治郎 東京都 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月17日

天池 さやか 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月18日

堀 智彦 京都府 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月18日

福井 博一 愛知県 40,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月18日

濱田 淳 長野県 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月18日

小林 昭夫 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月18日

宮園 奈帆 奈良県 4,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年11月18日

辻 陽平 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月19日

田中 大輔 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月19日

平岩 郁人 愛知県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月19日

高島 克之 茨城県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月19日

田中 俊介 神奈川県 130,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月20日

早川 崇弘 東京都 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月20日

井川 真希 岐阜県 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月20日

上所 真弥 大阪府 100,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月20日

牧野 利秋 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月20日

禿子 まさ美 兵庫県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月20日

宮脇 広太郎 兵庫県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月21日

八田 圭司 千葉県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月21日

山口 真由 大阪府 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年11月21日

渋谷 格 茨城県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月21日

平井 知也 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月21日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月22日

益子 喜久枝 茨城県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月22日

竹中 賢吉 兵庫県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月22日

竹中 賢吉 兵庫県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月22日

竹中 賢吉 兵庫県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月22日

日之内 ゆかり 兵庫県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月22日

齋藤 雅俊 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月22日

増田 衷祉 岡山県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月22日

米川 宝 東京都 5,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年11月22日

高橋 君成 福岡県 50,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月23日

谷 由美子 徳島県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月23日

出倉 輝祐 大阪府 15,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月23日

橋本 愛子 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月23日

萩原 秀一 千葉県 17,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月23日

村井 宏至 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月23日

前川 克行 大阪府 350,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月23日

岡田 真由美 埼玉県 14,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月23日

風間 真人 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月23日
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伊藤 仁寿 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月23日

伊藤 仁寿 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月23日

勝木 俊臣 埼玉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月24日

谷口 泰洵 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月24日

周 通 京都府 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年11月24日

坂口 歳斗 神奈川県 55,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月24日

黒田 聖一 兵庫県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月24日

古賀 正義 長崎県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月24日

西江園 力都 東京都 20,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年11月24日

白木 淳一 千葉県 55,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月24日

石川 和恵 千葉県 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月24日

寺島 民治 東京都 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月24日

戸澤 丈 山梨県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月25日

山本 光信 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月25日

鈴木 大史 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月25日

江藤 隆史 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月25日

相良 真一 千葉県 5,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月25日

片岡 孝 栃木県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月25日

武村 和幸 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月25日

藤井 美和子 京都府 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月25日

中原 幸二 神奈川県 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月26日

二村 結城 岐阜県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月26日

山下 千穂 神奈川県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月27日

伊藤 弘泰 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月27日

松村 昭彦 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月27日

末田 睦 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月27日

鈴木 智朗 東京都 36,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月27日

三田村 まゆみ 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月27日

三田村 まゆみ 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月27日

加藤 彩子 秋田県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月27日

常泉 知里 千葉県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月28日

原 雅樹 東京都 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月28日

石川 望 岐阜県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月28日

横田 稔 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月28日

中川 博之 東京都 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月28日

上野 尚一 埼玉県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月28日

内山 美波 東京都 5,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月28日

山口 義之 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月28日

土屋 國男 東京都 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月29日

千葉 康之 東京都 140,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月29日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月29日

平松 千穂 愛知県 24,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月29日

杉山 啓 東京都 5,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月29日

林 茂樹 東京都 15,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年11月29日

武田 祐輔 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月29日

尾嶋 正弘 神奈川県 5,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月29日

河野 淳一 東京都 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月29日

山中 洋介 埼玉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月29日

米良 宏治 東京都 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月29日

佃 淳平 福井県 75,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月29日

本村 哲也 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月29日

北川 太一 東京都 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月29日

服部 優子 神奈川県 15,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月29日

GONG LEI 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月29日

鈴木 裕也 愛知県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年11月30日

大福 豊 大阪府 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月30日

海老原 純平 千葉県 15,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月30日

道畑 昇三 大阪府 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年11月30日

伊藤 正純 三重県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月30日

和泉 真穂 三重県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年11月30日

土井 清司 兵庫県 70,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年11月30日

小田原 精輝 東京都 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年11月30日
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中村 光久 山梨県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年11月30日

將木 虎羽 愛媛県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年11月30日

池之上 龍彦 福岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年11月30日

日下 翼 神奈川県 46,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月01日

高橋 将史 山形県 55,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月01日

今井 孝俊 静岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月01日

鈴木 光邦 奈良県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月01日

久保 萌なみ 福岡県 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月01日

鈴木 裕樹 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月01日

岩佐 健一 千葉県 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月02日

遠藤 隆裕 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月02日

上沼 康高 埼玉県 20,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月02日

松永 明彦 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月02日

金子 良介 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月02日

福井 義高 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月02日

田村 未紀 千葉県 9,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月02日

大曽根 啓之 茨城県 45,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月02日

中村 和晃 愛知県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月02日

和田 仁 北海道 35,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月02日

大串 麻希 神奈川県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月03日

両部 美勝 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月03日

荒川 央 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月03日

荒川 央 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月03日

保田 稔 栃木県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月03日

竹内 裕幸 愛知県 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月03日

弘中 丈巳 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月04日

高田 勝雄 富山県 144,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月04日

近藤 正人 愛知県 500,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月04日

浅倉 優也 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月04日

木村 晧太 福岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月04日

増田 泰士 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月04日

高瀬 敏美 東京都 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月04日

青木 行雄 茨城県 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月04日

峯柴 淳二 岡山県 185,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月04日

阿部 幸子 福島県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月04日

市瀬 寛 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月04日

小松 宏光 埼玉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月05日

森 雅也 東京都 55,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月05日

宮田 隆行 鹿児島県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月05日

藤本 達也 兵庫県 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月05日

森山 亮介 神奈川県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月05日

白石 幸平 東京都 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月05日

和栗 清忠 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月05日

三浦 健二 愛知県 60,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月05日

仁科 聡 神奈川県 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月05日

宮辻 俊彰 兵庫県 5,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月05日

橘 洋介 愛知県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月05日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月06日

伊藤 義夫 東京都 15,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

古川 健 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月06日

市岡 武 奈良県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

松本 忍 静岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

中川 潔 神奈川県 9,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月06日

杉山 健一 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月06日

森山 亮介 神奈川県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

渡辺 純一 栃木県 60,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月06日

加藤 利光 静岡県 36,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

加藤 利光 静岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

加藤 利光 静岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

篠原 将之 埼玉県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

榎本 紀之 東京都 50,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

金縄 敏幸 福岡県 80,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月06日
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石川 清広 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

光川 博基 愛知県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月06日

増川 浩章 東京都 52,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

松岡 邦吉 愛媛県 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

北川 陽三 鹿児島県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月06日

山北 利恵 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月06日

青柳 光浩 千葉県 7,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

松阪 一紀 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月06日

籾山 善隆 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月06日

日比野 世光 静岡県 15,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

日比野 世光 静岡県 15,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月06日

北上 政人 広島県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月06日

舟山 賢 埼玉県 60,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月07日

羽賀田 幸代 大阪府 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月07日

岩崎 友美 高知県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月07日

増田 穣 神奈川県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月07日

白畠 弘之 神奈川県 100,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月07日

宇野 誠一 岡山県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月07日

高杉 慎太郎 北海道 45,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月07日

太田 英宏 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月07日

堀川 佳子 大阪府 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月07日

西澤 節男 東京都 30,000 【自然・環境】地球温暖化から越前うにを守りたい！海女文化を後世に！越前うに養殖事業 2020年12月07日

小野寺 憲幸 宮城県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月07日

菊吉 勇気 神奈川県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月07日

菊吉 勇気 神奈川県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月07日

武田 修身 愛知県 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月08日

村瀬 昇平 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月08日

須田 浩章 千葉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月08日

羽鳥 公彦 埼玉県 100,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月08日

宮武 将大 兵庫県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月08日

門田 知大 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月08日

門田 知大 東京都 50,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月08日

山本 一馬 神奈川県 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月08日

重森 隆義 埼玉県 30,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月09日

坊田 光寿 広島県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月09日

磯村 健治 東京都 36,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月09日

中村 智広 広島県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月09日

農田 慎 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月09日

藤森 勝彦 愛知県 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月09日

江上 絢治 神奈川県 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月09日

山口 知雅 茨城県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月09日

山岸 里奈 岐阜県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月09日

池田 幸男 長野県 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月09日

大澤 知史 大阪府 35,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月09日

野島 洋 長崎県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月09日

鈴木 圭介 埼玉県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月09日

松本 弥生 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月10日

高橋 広和 青森県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月10日

高橋 隼人 東京都 90,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月10日

朝倉 充彦 宮城県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月10日

庄子 拡充 宮城県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月10日

武井 雄一 千葉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月10日

河出 正喜 岐阜県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月10日

清水 俊二 茨城県 55,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月10日

高島 正彦 神奈川県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月10日

南川 修 神奈川県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

金﨑 順 兵庫県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

大山 善正 茨城県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

古賀 裕貴 愛知県 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

熊本 博之 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

須賀 桂 東京都 9,100 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

田畑 享司 静岡県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

18/28



坂井市寄附市民参画基金（ふるさと納税）　令和2年4月1日～令和3年3月31日　寄附者公表

住所 寄附金額 使用用途 入金日(収納日)寄附者名

山本 高史 東京都 10,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

竹吉 睦 福井県 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

高田 俊郎 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

西 光三 東京都 3,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

山崎 正晴 東京都 2,000 【百口城主】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

西野 誠一 千葉県 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

小林 中 東京都 2,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

橋本 邦彦 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月10日

小島 匡彦 北海道 2,511 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月10日

宮谷 公輔 岡山県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月11日

藤田 祥行 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月11日

吉岡 敬子 大阪府 28,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月11日

村上 みね子 宮城県 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月11日

山崎 健太 神奈川県 35,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月11日

林 剛 長崎県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月11日

佐々木 勲 北海道 55,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月11日

竹内 裕也 茨城県 6,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月11日

辻橋 秀則 大阪府 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月11日

桐戸 宏彰 山梨県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月11日

浅野 菜月 埼玉県 12,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月11日

瀬戸口 知暉 東京都 15,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月11日

金沢 隆信 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月11日

上野 論 東京都 70,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月12日

遠藤 勝久 埼玉県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月12日

武井 謙吾 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月12日

清重 光敦 東京都 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月12日

長野 智史 神奈川県 50,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月12日

熊切 健二 東京都 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月12日

福井 義高 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月12日

清水 渉 大阪府 50,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月12日

田村 広光 埼玉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月12日

鈴木 美鈴 静岡県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月12日

高橋 健太 神奈川県 8,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月12日

角田 倫子 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月12日

倉科 賢一 長野県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月12日

上田 剛彦 愛知県 130,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月12日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月12日

下村 真未 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月12日

森河内 萌 高知県 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月12日

赤時 範知 福岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月13日

横山 靖浩 東京都 26,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月13日

高島 日出 大阪府 300,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月13日

山口 和宏 神奈川県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月13日

松村 美穂 静岡県 5,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月13日

森本 康敬 愛知県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月13日

小味 真人 東京都 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月13日

谷口 武則 神奈川県 18,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月13日

川嶋 純一 静岡県 9,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月13日

高崎 和夫 石川県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月13日

佐藤 要 三重県 70,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月13日

立井 泰徳 東京都 120,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月13日

冨岡 勇太 東京都 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月13日

中尾 英樹 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月13日

竹原 敬二 大阪府 45,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月13日

和泉 雅彦 埼玉県 34,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月14日

岡 佑樹 東京都 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月14日

實重 隆宏 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月14日

山田 健太 埼玉県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月14日

橋本 明日香 北海道 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月14日

荒岸 充洋 大阪府 36,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月14日

廣瀬 景 山梨県 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月14日

木村 太 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月14日
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榊 宏一 北海道 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月14日

徳原 智浩 東京都 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月14日

渡邉 綾子 群馬県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月14日

宮本 崇行 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月14日

藤塚 宜功 兵庫県 72,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月14日

山本 時男 千葉県 200,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月14日

藤尾 誠 東京都 36,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月15日

松本 稔子 茨城県 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月15日

松本 稔子 茨城県 21,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月15日

松本 稔子 茨城県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月15日

松本 稔子 茨城県 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月15日

水谷 次仁 神奈川県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月15日

權 泳東 神奈川県 17,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月15日

宮下 慧 群馬県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月15日

秋本 結輝 東京都 18,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月15日

谷口 浩志 佐賀県 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月15日

清水 周一 東京都 80,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月15日

中野 達夫 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月15日

小澤 和裕 千葉県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月15日

宮崎 貴美恵 東京都 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月15日

野口 憲幸 愛知県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月15日

野口 憲幸 愛知県 15,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月15日

周 韻儀 東京都 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

伊崎 雄介 埼玉県 20,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月16日

伊藤 智宜 石川県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

井谷 峯子 大阪府 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月16日

水谷 優介 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月16日

林 和美 東京都 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月16日

和田 一夫 千葉県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月16日

高田 真樹 神奈川県 4,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月16日

林 順子 大阪府 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月16日

駒井 一雄 青森県 70,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月16日

上村 浩 大阪府 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月16日

吉川 岳伸 茨城県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

永塚 さくら 東京都 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

坂野 祐輔 広島県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

小宮 勉 福岡県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月16日

三浦 和晃 兵庫県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月16日

彦田 光明 東京都 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

藤野 邦男 兵庫県 50,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月16日

服部 剛之 愛知県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

長谷川 幸雄 大阪府 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月16日

石黒 かをる 石川県 12,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月16日

村上 正人 東京都 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月17日

内藤 小百合 奈良県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月17日

新堂 高之 埼玉県 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月17日

中田 寛臣 大阪府 40,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月17日

石黒 詩菜 東京都 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月17日

中西 茂隆 千葉県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月17日

太田 久子 東京都 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月17日

橋本 友菜 東京都 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月17日

尾崎 貴洋 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月17日

若杉 謙一 福井県 42,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月17日

山地 悠 北海道 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月17日

川邊 祐詩 岐阜県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月17日

森 章 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月17日

谷本 和真 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月17日

山本 佑樹 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月17日

飯田 拓也 大阪府 4,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月17日

室 嘉治 東京都 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月18日

田中 徳之 神奈川県 50,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月18日

田中 徳之 神奈川県 22,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月18日
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中島 友美 大阪府 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月18日

藤本 昌広 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月18日

西田 満夫 東京都 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月18日

今井 あすか 愛知県 500,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月18日

竹内 博茂 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月18日

星野 惠子 栃木県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月19日

纐纈 貴則 岐阜県 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月19日

勝木 秀昭 東京都 250,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月19日

守時 健 高知県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月19日

砂村 渉 東京都 30,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月19日

砂村 渉 東京都 36,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月19日

砂村 渉 東京都 30,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月19日

砂村 渉 東京都 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月19日

安藤 淳二 京都府 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月19日

佐野 順子 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月19日

鈴木 智朗 東京都 12,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月19日

武藤 実月 福島県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月19日

石川 和恵 千葉県 90,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月19日

川合 康浩 新潟県 9,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月19日

三国 留一寿 新潟県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月20日

菅原 高志 愛知県 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月20日

高橋 美紀 東京都 4,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月20日

河端 孔太 京都府 72,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月20日

井上 貴寛 三重県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月20日

堤 加奈子 東京都 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月20日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月20日

小林 一将 神奈川県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月20日

小谷 直美 東京都 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月20日

指田 仁 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月20日

萩原 浩司 神奈川県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月20日

滝本 恒雄 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月20日

小高 亜希子 静岡県 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月20日

前田 光洋 兵庫県 55,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月20日

木下 直也 大阪府 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月20日

竹内 伸太郎 京都府 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月20日

長谷川 直也 東京都 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月20日

正水 和久 東京都 17,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月20日

川﨑 聖公 大阪府 72,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月21日

宮田 庸 神奈川県 9,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月21日

惠村 恵美 東京都 26,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月21日

遠藤 加奈 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月21日

柳内 崇 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月21日

田村 容子 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月21日

中井 和奏 岐阜県 5,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月21日

阪井 康修 大阪府 24,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月21日

田口 智章 埼玉県 15,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月21日

大槻 弘 大阪府 80,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月21日

荒川 賢大郎 愛知県 13,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月21日

川合 菜月 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月21日

山中 浩 愛知県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月21日

山田 邦彦 大阪府 80,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月22日

吉田 秀樹 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月22日

大江 省二 兵庫県 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月22日

佐竹 千冬 滋賀県 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月22日

内山 正巳 静岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月22日

米﨑 義光 神奈川県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月22日

大鎌 はるか 北海道 22,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月22日

寺田 順 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月22日

山本 剛史 千葉県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月22日

河崎 英敏 神奈川県 5,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月22日

加納 寛也 大阪府 40,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月22日

新井 太郎 東京都 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月23日
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鈴木 尭寛 愛知県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月23日

上地 由佑子 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月23日

王 麗媛 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月23日

間邊 力丸 三重県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月23日

川畑 豪介 東京都 70,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月23日

山本 直未 広島県 13,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月23日

佐々木 秀雄 熊本県 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月23日

中田 真人 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月24日

阿部 秀樹 北海道 100,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月24日

江森 俊英 埼玉県 4,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月24日

吉田 秀幸 埼玉県 13,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月24日

宮本 信太郎 東京都 60,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月24日

金澤 良朗 埼玉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月24日

森田 弘美 東京都 72,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月24日

鈴木 聡 福島県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月24日

河原 明日香 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月24日

菅田 昌則 鹿児島県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月25日

中村 正仁 東京都 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月25日

福岡 千花 埼玉県 12,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月25日

酒谷 信佳 神奈川県 36,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月25日

酒谷 信佳 神奈川県 36,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月25日

大江 一明 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月25日

田島 麗子 東京都 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月25日

田島 麗子 東京都 30,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月25日

鈴木 高二朗 神奈川県 6,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月25日

松原 梨乃 大阪府 50,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月25日

浦野 百江 東京都 26,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月25日

大木 雄介 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月25日

大島 健志 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月26日

和納 匡昭 大阪府 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月26日

半澤 嘉弘 山形県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月26日

中島 寛 神奈川県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月26日

中田 肇 石川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月26日

木下 雄基 福岡県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月26日

秋元 裕之 宮城県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月26日

山中 加乃子 神奈川県 5,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月26日

土橋 悟 東京都 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月26日

山口 義之 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月26日

坂本 京子 奈良県 4,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月26日

小野 洋一郎 神奈川県 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月26日

大久保 志朗 埼玉県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月26日

山下 雄次 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月27日

武田 真一 千葉県 55,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月27日

天羽 樹 大阪府 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月27日

大片 慎也 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月27日

内村 結花 東京都 9,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月27日

谷口 睦 福井県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月27日

笹田 修司 神奈川県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月27日

上野 一郎 愛媛県 40,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月27日

安田 孝樹 神奈川県 12,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月27日

清水 公彦 岡山県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月27日

斉藤 政行 埼玉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月27日

神元 宏侑 滋賀県 30,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月27日

大槻 吉弘 千葉県 100,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月27日

加藤 一郎 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月27日

河野 香里 埼玉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月27日

木村 耕行 東京都 50,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月27日

櫻井 新一郎 静岡県 155,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月28日

米川 宝 東京都 5,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月28日

本保 輝紀 東京都 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月28日

高井 英樹 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月28日

鈴木 昌治 千葉県 130,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月28日
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谷野 豊 鳥取県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月28日

井上 真之 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月28日

高野 正彦 神奈川県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月28日

長谷川 治 埼玉県 30,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月28日

小島 雅澄 千葉県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月28日

中常 奈津子 千葉県 55,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月28日

西田 あづさ 東京都 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月28日

浮須 宏明 千葉県 55,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月28日

内田 浩司 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月28日

樫尾 明憲 東京都 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月29日

堀 智彦 京都府 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月29日

森下 柚希 大阪府 4,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月29日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月29日

三上 園子 茨城県 30,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月29日

西村 仁 東京都 130,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月29日

佐藤 裕孝 群馬県 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月29日

横田 昇吾 京都府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月29日

北野 真由美 大阪府 100,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月29日

林 靖人 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月29日

岡田 真矢 東京都 15,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月29日

加勢 まり子 千葉県 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月30日

田村 有希 静岡県 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月30日

山田 洋嗣 神奈川県 50,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月30日

内山 真士郎 静岡県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月30日

小出 千尋 東京都 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

岡田 和夫 大阪府 5,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月30日

中村 文士 神奈川県 90,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

チュン ユチャウ 東京都 4,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

大崎 哲広 東京都 4,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

渡辺 こずえ 栃木県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

福井 義高 東京都 13,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

田中 康博 奈良県 5,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月30日

横山 佳紀 大阪府 17,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

松原 寛 兵庫県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月30日

山本 睦 富山県 15,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

中川 直樹 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月30日

秋山 尚也 東京都 4,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

郡 伸幸 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

礒 丈久 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

横山 肇 石川県 4,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

伊藤 芳幸 三重県 60,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

矢内 哲 福島県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月30日

澤谷 拓郎 埼玉県 20,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月30日

本石 行宏 福岡県 17,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月30日

渡邊 智香 東京都 17,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月30日

河瀬 裕介 東京都 30,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月30日

中村 茂善 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月30日

松田 泰介 東京都 30,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月30日

大沢 可直 東京都 20,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月30日

髙橋 眞理 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月30日

西 達也 鹿児島県 180,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

立田 真琴 兵庫県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月30日

小田切 紳 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月30日

石川 茂 東京都 100,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月30日

遠藤 洋子 滋賀県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月30日

長谷 直紀 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月30日

山田 雅一 岡山県 40,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

藤本 和明 大阪府 36,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月30日

岡田 健志 大阪府 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

荘子 文代 埼玉県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

辻田 岳 兵庫県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

黒木 憲二 兵庫県 6,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日
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高橋 侑也 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

浜中 敏樹 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

木村 直人 愛知県 15,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月31日

岡田 富美一 奈良県 4,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月31日

石井 義則 埼玉県 55,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

市川 和之 大阪府 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月31日

加藤 誠実 大阪府 36,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

山田 太郎 岡山県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

加藤 誠実 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

中村 美智恵 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

藤長 隆司 福井県 130,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月31日

白石 悠 千葉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

松原 崇弘 愛知県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月31日

並木 良太 千葉県 30,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

郡司 恭志 熊本県 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

三輪 進 岐阜県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月31日

三輪 進 岐阜県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

嶋村 英幹 東京都 5,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月31日

清水 麻由香 東京都 4,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

飯村 翼 東京都 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月31日

倉本 泰志 長野県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

村上 らくほ 大阪府 20,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月31日

澤井 完治 東京都 120,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

天津 隆 和歌山県 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

篠原 純 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

飛山 さやか 東京都 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

木村 誠 兵庫県 14,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月31日

八田 明 群馬県 6,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月31日

高橋 通江 北海道 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

長谷川 晶子 愛知県 4,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

館野 泰 山梨県 30,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月31日

檜山 昌彦 埼玉県 20,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

長谷川 慎一 愛知県 30,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

成田 昌之 東京都 17,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

福原 圭介 愛知県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月31日

竹花 竜 福島県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

爾 寛明 千葉県 17,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

鳥居 ちひろ 埼玉県 40,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2020年12月31日

名桐 耕平 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

大森 真二 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

足立 卓洋 兵庫県 6,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

黒木 憲二 兵庫県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

大森 真二 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

富村 真吾 佐賀県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

廣瀬 哲也 埼玉県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

青木 茂 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月31日

黒木 憲二 兵庫県 18,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

和田 圭司 富山県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2020年12月31日

小野 哲矢 愛知県 70,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

前田 功輔 東京都 15,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

牧野 敬一 茨城県 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

三宅 恒輝 東京都 4,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月31日

吉留 晃一 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

岩﨑 充宏 愛知県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

堀 泰雄 兵庫県 70,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

岩倉 伸 群馬県 55,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2020年12月31日

佐々木 仁美 兵庫県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

蓮見 由紀子 神奈川県 40,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月31日

河端 義弘 東京都 15,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月31日

長谷川 孝弘 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

西 孝友 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

宮崎 泰成 神奈川県 26,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日
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久保田 麻未 埼玉県 4,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

藤田 智 大阪府 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

米山 知広 兵庫県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2020年12月31日

須田 芳成 神奈川県 26,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

岩崎 貴美 東京都 4,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2020年12月31日

福間 泰斗 京都府 15,000 【市長】市長におまかせ 2020年12月31日

会川 智華 東京都 26,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2020年12月31日

中曽根 泰人 富山県 40,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

中村 あずみ 埼玉県 10,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2020年12月31日

原 修 長崎県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2020年12月31日

上西 秀美 大阪府 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

小沢 一 東京都 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2020年12月31日

池田 務 栃木県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月01日

半田 勉 宮城県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年01月02日

北村 康夫 北海道 30,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2021年01月03日

今 祐介 千葉県 15,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2021年01月03日

寺沢 徹 東京都 55,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月05日

塩見 慶太 兵庫県 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月05日

新田 泰三 東京都 72,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月07日

板倉 聖起 奈良県 20,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月07日

鈴木 裕久 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月08日

伊藤 智宜 石川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月08日

内藤 博文 千葉県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年01月09日

稲井 章人 大阪府 36,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月10日

廣井 功一 埼玉県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月10日

上田 輝彦 東京都 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年01月10日

小松田 淳 東京都 144,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月11日

岸田 直高 大阪府 40,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月11日

西村 茉佑子 三重県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2021年01月13日

山口 修 大阪府 90,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月14日

引地 大介 宮城県 130,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月14日

玄田 智 宮崎県 8,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月16日

姶良 正義 鹿児島県 8,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月16日

會野 大輔 大阪府 5,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2021年01月16日

神出 学 北海道 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月17日

辻本 龍晃 京都府 100,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月17日

辻本 龍晃 京都府 100,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月17日

唐木 茂 東京都 36,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年01月18日

天野 摩耶 東京都 5,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2021年01月18日

畑野 修久 東京都 15,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年01月18日

中村 茂善 東京都 8,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月20日

Ke David 東京都 4,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月20日

白石 泰章 大阪府 72,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月21日

小野 真吾 東京都 30,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年01月21日

畑野 修久 東京都 17,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年01月21日

伊藤 博 石川県 130,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2021年01月21日

籠宮 新一 埼玉県 16,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月22日

木村 浩治 東京都 8,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2021年01月23日

上内 康政 京都府 12,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年01月24日

杉原 豊勝 東京都 60,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月24日

佐野 周生 長野県 100,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年01月24日

牧野 治郎 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月24日

寺田 誠一 神奈川県 15,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月25日

佐野 順子 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月26日

久保 英治 徳島県 100,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年01月27日

小池 龍太 東京都 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2021年01月28日

村仲 英俊 東京都 72,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年01月28日

宮本 祐康 愛知県 30,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月29日

須藤 孝文 山梨県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月29日

岩井 俊樹 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月30日

永田 秀之 広島県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年01月30日

坪田 稔康 福井県 10,000 【協働まちづくり】人と人の交流拠点となる「えきまち」賑わい環境整備事業 2021年01月30日
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森山 亮介 神奈川県 12,000 【市長】市長におまかせ 2021年01月31日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年02月01日

吉岡 圭介 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月01日

野口 吉昭 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年02月03日

齋藤 攻 静岡県 8,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年02月04日

影近 正雄 埼玉県 8,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月05日

足立 卓洋 兵庫県 5,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年02月06日

喜多 正博 大阪府 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月07日

Mojumdar Larry 東京都 5,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年02月07日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月07日

北村 友朗 神奈川県 55,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月07日

藤本 昌広 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月07日

伊藤 勝文 岐阜県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月08日

藤塚 かよ子 愛知県 17,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年02月08日

髙木 才義 東京都 2,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月09日

野嶌 美代子 栃木県 10,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年02月10日

佐々木 秀秋 北海道 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月10日

亀井 聖実 東京都 17,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年02月11日

大森 真弘 京都府 36,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月11日

山口 紀子 東京都 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月11日

小林 敏行 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月11日

佐藤 元彦 千葉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月11日

片岡 正寛 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年02月12日

林 孝明 福岡県 6,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月12日

水野 匡崇 大阪府 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月12日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月14日

安藤 毅 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年02月14日

岩永 悠 福岡県 70,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月15日

滝口 浩二 東京都 10,000 【自然・環境】未来の世代へ「ストップ！温暖化」～気候クライシスへのチャレンジ～ 2021年02月15日

西嶋 渉 東京都 45,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月17日

三田 在洋 大阪府 300,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月19日

上田 康弘 神奈川県 6,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月20日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月20日

加藤 善一 神奈川県 20,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月20日

田中 良幸 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月21日

龔 雪雷 東京都 8,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月21日

髙橋 勝人 茨城県 8,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年02月21日

住田 裕次 広島県 5,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2021年02月21日

飯田 剛志 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年02月22日

伊藤 元 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年02月22日

内田 浩司 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月22日

上内 康政 京都府 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月23日

塩見 慶太 兵庫県 5,000 【自然・環境】未来の世代へ「ストップ！温暖化」～気候クライシスへのチャレンジ～ 2021年02月23日

佐藤 すが子 愛知県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月24日

森脇 直之 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月25日

小倉 隆 東京都 5,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2021年02月25日

加野 季彦 大阪府 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年02月25日

松井 博幸 岐阜県 8,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月25日

増田 利雄 千葉県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年02月25日

伊藤 和雄 埼玉県 20,000 【福祉・健康】認知症の早期発見・予防プロジェクト ～最後まで自分らしく生きるために～ 2021年02月26日

小森 利彦 神奈川県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年02月26日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年02月28日

谷口 幸誠 東京都 130,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年02月28日

山本 明憲 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年02月28日

今井 通敬 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月01日

紺野 悦子 神奈川県 30,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月01日

紺野 悦子 神奈川県 9,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月01日

日下 真衣子 東京都 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月01日

高橋 久浩 埼玉県 100,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2021年03月03日

向井 肇 大阪府 8,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2021年03月03日

Yip WaiLun 東京都 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年03月04日

川澄 卓也 東京都 10,000 【自然・環境】未来の世代へ「ストップ！温暖化」～気候クライシスへのチャレンジ～ 2021年03月04日
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渡邉 廣子 愛知県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年03月04日

瀧川 英彦 神奈川県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月04日

天貝 賢二 茨城県 20,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月04日

白石 泰章 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月05日

外山 重憲 神奈川県 140,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年03月05日

佐藤 和彦 愛知県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月05日

森山 亮介 神奈川県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月06日

須田 光 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月06日

阿南 正二 福岡県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月06日

朝倉 新 神奈川県 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2021年03月06日

中井 英明 岡山県 10,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年03月06日

長田 仁 静岡県 70,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月07日

吉野 龍太 新潟県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月07日

赤瀬 健児 奈良県 8,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月07日

棚橋 哲也 岐阜県 40,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年03月07日

山口 嘉一 茨城県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月07日

畑野 修久 東京都 9,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年03月07日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月08日

東 大貴 千葉県 5,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月08日

鈴木 桂子 茨城県 5,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月09日

岡 孝治 愛知県 63,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月09日

水野 弘章 愛知県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月10日

芝田 佳明 大阪府 6,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月10日

米光 富 東京都 70,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月11日

亀井 英亮 山口県 8,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月11日

角野 めぐみ 滋賀県 10,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年03月12日

加藤 光成 千葉県 8,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月12日

関 正道 茨城県 10,000 【自然・環境】未来の世代へ「ストップ！温暖化」～気候クライシスへのチャレンジ～ 2021年03月12日

増川 浩章 東京都 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月13日

佐藤 徹弥 東京都 5,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年03月14日

木村 瑞穂 千葉県 20,000 【地域資源】丸岡エリアまるごと魅力アップ大作戦 2021年03月14日

任 誠雲 大阪府 20,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月15日

森野 諄紀 埼玉県 5,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月15日

関 正道 茨城県 10,000 【自然・環境】未来の世代へ「ストップ！温暖化」～気候クライシスへのチャレンジ～ 2021年03月15日

古畑 勝則 東京都 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月16日

江森 俊英 埼玉県 4,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年03月17日

長谷部 一秀 山梨県 20,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月17日

杉浦 康之 東京都 12,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月17日

保永 利彦 埼玉県 20,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月17日

長田 信之 山口県 10,000 【自然・環境】未来の世代へ「ストップ！温暖化」～気候クライシスへのチャレンジ～ 2021年03月18日

佐藤 洋一 千葉県 5,000 【協働まちづくり】夢のある起業者を応援します！町中にある企業等の空き店舗をコワーキングスペースに 2021年03月18日

須田 光 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月19日

関 正道 茨城県 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月19日

増川 浩章 東京都 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月20日

松村 幸輝 東京都 10,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年03月20日

原田 直記 神奈川県 5,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月21日

福長 和子 広島県 10,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月21日

桜井 純子 東京都 10,000 【自然・環境】未来の世代へ「ストップ！温暖化」～気候クライシスへのチャレンジ～ 2021年03月21日

土屋 隆一 千葉県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月22日

鈴木 尚志 東京都 60,000 【産業・観光】坂井市版下町ロケット 農業用機械自動運転実践事業 2021年03月23日

角野 隆夫 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月23日

阿部 克久 岩手県 20,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年03月24日

中野 智博 千葉県 72,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月24日

加藤 仁美 大阪府 10,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月25日

鷲足 哲也 宮城県 40,000 【市長】市長におまかせ 2021年03月26日

松前 祐希 愛知県 8,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月27日

木村 瑞穂 千葉県 10,000 【協働まちづくり】日本酒「淵龍」再興プロジェクト 2021年03月28日

張 佳 神奈川県 10,000 【産業・観光】インバウンド対策 外国人活躍事業 2021年03月28日

松岡 健太郎 神奈川県 33,000 【文化・スポーツ】目指せ国宝化！丸岡城周辺賑わい創出事業 2021年03月28日

髙田 恭臣 神奈川県 30,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月28日

松本 忍 静岡県 10,000 【文化・スポーツ】地域がワンチームでつくる「80'sサンセット音楽フェス」 2021年03月28日

田村 隆弘 福井県 19,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月29日
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松尾 淳 東京都 8,000 【子育て・教育】AIロボットによる教育環境づくりプロジェクト 2021年03月31日
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