
湖都大津まちづくり寄附金管理台帳(20年度）
寄附者氏名 居住する市区町村名 合計金額

佐藤　　賢 京都府 100,000
井上　善治 守山市 40,000
川端　豊 野洲市 50,000
沖野　行英 守山市 40,000
上田　和幸 大阪府 15,000
十時　理祐 奈良県 50,000
Emina's Kitchen 大津市 50,000
木内　一夫 大津市 30,000
辻川　　信 野洲市 20,000

湖都大津まちづくり寄附金管理台帳（21年度）
寄附者氏名 居住する市区町村名 合計金額

佐藤　賢 京都府 100,000
三上　康則 大津市 30,000
巖田　正彦 大津市 20,000
木下　洸希 大津市 5,000

湖都大津まちづくり寄附金管理台帳（22年度）
寄附者氏名 居住する市区町村名 合計金額

佐藤　賢 京都府 100,000
山本　健作 愛媛県 10,000
巖田　正彦 大津市 10,000
川上　建司 彦根市 10,000
川上　建司 彦根市 10,000
安田　武是 東京都 6,878
山本　正行 千葉県 200,000
川上　建司 彦根市 10,000
塩崎　良治 草津市 30,000
上田　和幸 大阪府 15,000

湖都大津まちづくり寄附金管理台帳（23年度）
寄附者氏名 居住する市区町村名 合計金額
佐藤　賢 京都府 100,000
巖田　正彦 大津市 20,000
山本　健作 愛媛県 10,000
塩﨑　良治 草津市 30,000
安田　武是 東京都 10,000
山元　豊 北海道 45,000
上田　和幸 大阪府 10,000
田中　利雄 京都府 50,000
宮田　貴志 岡山県 3,000
木下　洸希 大津市 20,000

湖都大津まちづくり寄附金管理台帳（24年度）
寄附者氏名 居住する市区町村名 合計金額

佐藤　賢 京都府 100,000
中野　和美 野洲市 100,000
巖田　正彦 大津市 30,000
原田　和則 東京都 3,000
宮田　貴志 岡山県 2,000
大津市市政功労者の会 大津市 500,000
梅村　幸司 岐阜県 2,000
山本　健作 愛媛県 10,000
巖田　正彦 大津市 20,000
澤端　照男 大津市 10,000
堀井　浩二 山梨県 2,000
山元　豊 北海道 45,000
田中　利雄 京都府 50,000
宮本　隆治 千葉県 5,000
柴田　明日香 岐阜県 2,000
近藤　健介 愛知県 30,000
山本　裕治 兵庫県 1,000
酒井　智弘 神奈川県 5,000
小寺　茂樹 東京都 30,000
原田　和則 東京都 5,000
田内　卓也 愛知県 5,000
レーク大津農業協同組合 大津市 60,991
永井　洋子 愛知県 2,000



湖都大津まちづくり寄附金管理台帳（25年度）
寄附者氏名 居住する市区町村名 合計金額

世界連邦運動協会大津支部 大津市 947,874
津和崎　宏児 東京都 2,000
嵯峨　謙治 埼玉県 2,000
岩野　幸一 兵庫県 2,000
澤端　照男 大津市 10,000
牧野　弘和 千葉県 2,000
巖田　正彦 大津市 40,000
佐藤　賢 京都府 100,000
大津市雇用対策協議会　事務局　樋上 直光 大津市 222,091
大津市雇用対策協議会　事務局　樋上 直光 大津市 37
宮田　康宏 東京都 10,000
近藤　健介 愛知県 30,000
早田　和明 千葉県 30,000
齋藤　敦 千葉県 30,000
藤堂　良純 大津市 10,000
田坂　勝視 兵庫県 30,000
関口　由貴子 東京都 30,000
田口　裕之 熊本県 10,000
牟田　正明 東京都 30,000
山崎　泰弘 埼玉県 10,000
余　波 鹿児島県 30,000
山元　豊 北海道 45,000
山本　正行 千葉県 200,000
林　雄彦 広島県 10,000
木下　太郎 東京都 10,000
丸尾　周三 鹿児島県 10,000
津田　はるな 東京都 30,000
後藤 聡志 島根県 10,000
古家　俊恵 大津市 10,000
藤井　重之 大津市 32,000
石澤 穣 千葉県 10,000
栂野 芳徳 北海道 10,000
宮本 泰輝 千葉県 30,000
中田 亨 東京都 30,000
伊藤 隆 東京都 30,000
大竹 徳雄 兵庫県 10,000
安河内 伸治 東京都 10,000
鷹野 義幸 東京都 10,000
松村 直樹 神奈川県 30,000
田中 利雄 京都府 50,000
福田 達也 神奈川県 10,000
中島 弘道 三重県 10,000
平林 亮 神奈川県 10,000
三村　正治 兵庫県 30,000
白崎　太郎 神奈川県 10,000
原田　和則 東京都 10,000
塚本　晋 東京都 30,000
鹿取　明 長浜市 30,000
飛田　博一 神奈川県 10,000
山本　孟司 兵庫県 30,000
井ノ口　秀樹 東京都 10,000
鈴木　正人 大阪府 10,000
日吉台公民館「婚活講座」第2弾参加者・スタッフ一同 大津市 12,000
松谷　智恵子 東京都 10,000
吉村　淳一 愛知県 10,000
鈴木　一 東京都 30,000
レーク大津農業協同組合 大津市 74,633
高橋　浩成 愛知県 30,000
北邨　秀治 千葉県 10,000



湖都大津まちづくり寄附金管理台帳（26年度）
寄附者氏名 居住する市区町村名 合計金額

大淵　裕昭 静岡県 30,000
井坂　孝紀 大阪府 10,000
木下　洸希 大津市 20,000
森岡　泰裕 神奈川県 30,000
大塚　恒郎 東京都 30,000
佐藤　賢 京都府 100,000
荒川　雅 埼玉県 30,000
山内　穣滋 熊本県 10,000
毛受　正和 大阪府 10,000
渡辺　文和 東京都 30,000
原　喜美枝 東京都 30,000
清水　修一 大津市 2,000
大澤　一矢 愛知県 10,000
安西　紀晧 広島県 30,000
私市　克巳 東京都 10,000
北下　浩市 大阪府 10,000
下田　芳裕 埼玉県 30,000
高山　修二 東京都 10,000
巖田　正彦 大津市 40,000
川上　信一 東京都 10,000
平野　智一 東京都 14,000
増田　兼之 千葉県 10,000
奥富　貴子 東京都 10,000
島田　米子 大津市 10,000
天野　憲 東京都 30,000
八巻　克 茨城県 30,000
花山　和士 京都府 10,000
岩本　淳 兵庫県 10,000
西田　憲二 東京都 30,000
澤端　照男 大津市 10,000
大場　浩幸 島根県 2,000
清水　庄策 野洲市 10,000
大橋　建男 大津市 10,000
荻田　孟 兵庫県 2,000
田中　雅博 岡山県 10,000
鈴木　裕二 神奈川県 10,000
近藤　健介 愛知県 30,000
藤堂　良純 大津市 30,000
野口　博史 山口県 10,000
吉永　真介 東京都 10,000
田嶋　徹 東京都 30,000
田邉　英二 東京都 30,000
寺田　誠 兵庫県 30,000
山内　弘 大津市 10,000
内田　健治 福岡県 30,000
後藤　尚史 東京都 10,000
上田　和夫 埼玉県 10,000
大熊　藤代子 大津市 2,000
往西　良之 奈良県 30,000
眞鍋　一 東京都 30,000
和田　都規彦 千葉県 10,000
片岡　亮 京都府 10,000
荒居　美智子 大津市 10,000
高井　真喜子 東京都 2,000
吉田　富美子 大津市 10,000
山元　豊 三重県 45,000
田中　利雄 京都府 50,000
松田　崇裕 東京都 10,000
津田　はるな 東京都 10,000
山本　正行 千葉県 200,000
白崎　太郎 神奈川県 10,000
小川　理 愛知県 10,000
原田　和則 東京都 10,000
斉田　弘 大津市 30,000
小林　純一 東京都 10,000
レーク大津農業協働組合 大津市 69,787
横山　俊慈 大津市 30,000


