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阿戸　大佑　様 東京都 阿部　隆志　様 埼玉県 安井　弘紀　様 東京都

安藤　達也　様 千葉県 安富　和宏　様 山梨県 伊井　義雄　様 熊本県

伊藤　由美　様 愛知県 伊藤　良平　様 埼玉県 伊藤　眞廣　様 奈良県

井上　昌子　様 千葉県 井上　文子　様 宮城県 井上　文夫　様 愛知県

井上　眞一　様 神奈川県 井田　努　様 群馬県 井澤　勇　様 青森県

磯部　裕三　様 神奈川県 稲垣　秀一　様 東京都 稲垣　将治　様 埼玉県

稲田　恵美子　様 東京都 浦井　秀資　様 東京都 浦野　雄司　様 東京都

影山　康子　様 長野県 永橋　諭　様 埼玉県 永田　伸幸　様 東京都

榎本　勝之　様 神奈川県 園田　昌志　様 栃木県 遠山　仁　様 青森県

塩澤　清恵　様 神奈川県 奥平　雄一郎　様 神奈川県 押鐘　慎司　様 神奈川県

横山　正治　様 東京都 岡　彩　様 広島県 岡崎　敏昌　様 宮城県

岡田　明奈　様 神奈川県 岡田　唯男　様 千葉県 岡部　昭彦　様 東京都

荻野　美紀子　様 神奈川県 加野　まきみ　様 京都府 河村　久美　様 東京都

河内　雅之　様 大阪府 河本　旭　様 東京都 河本　順雄　様 奈良県

花泉　修　様 群馬県 花田　裕市　様 東京都 海老原　稚典　様 茨城県

外山　裕人　様 神奈川県 柿沼　一隆　様 埼玉県 角田　統子　様 神奈川県

橿山　高士　様 奈良県 葛西　剛人　様 神奈川県 鎌田　光治　様 千葉県

鎌田　文顕　様 宮城県 乾　伸弘　様 神奈川県 関　寿美子　様 東京都

丸山　和則　様 埼玉県 岸本　勝二　様 東京都 岩岡　隼人　様 埼玉県

岩崎　愛　様 神奈川県 岩谷　裕悦　様 宮城県 岩田　卓也　様 東京都

岐部　健一　様 東京都 菊池　加代子　様 栃木県 菊池　匠哉　様 岩手県

吉岡　浩一　様 東京都 吉住　祥子　様 東京都 吉住　正男　様 東京都

吉松　秀隆　様 神奈川県 吉村　滋太　様 京都府 吉田　栄太　様 大阪府

吉田　温　様 東京都 吉田　学立　様 大阪府 吉田　弘之　様 東京都

吉田　敏　様 島根県 吉澤　忠勝　様 北海道 久保　峻　様 東京都

宮浦　弘兒　様 神奈川県 宮元　康一　様 東京都 宮平　健　様 沖縄県

宮本　哲宏　様 埼玉県 宮本　洋司　様 北海道 宮澤　一樹　様 千葉県

弓　信幸　様 東京都 橋爪　博幸　様 群馬県 橋本　新一　様 群馬県

橋本　正俊　様 青森県 玉村　雄次　様 愛知県 芹澤　玄　様 宮城県

近田　雄一　様 青森県 金城　昇三　様 滋賀県 月橋　裕太　様 東京都

原　孜　様 栃木県 原川　竹流　様 静岡県 原田　節也　様 広島県

原島　健二　様 東京都 古藤　高志　様 愛知県 戸井田　昌宏　様 神奈川県

五十嵐　建平　様 神奈川県 後藤　幹裕　様 北海道 御厨　東林　様 東京都

工藤　好洋　様 東京都 工藤　潤　様 千葉県 江口　容子　様 大阪府

甲良　真一　様 埼玉県 高橋　一夫　様 千葉県 高橋　正美　様 東京都

高橋　達郎　様 北海道 高橋　典子　様 愛知県 高橋　肇　様 千葉県

高原　誠　様 神奈川県 高山　彰弘　様 東京都 高田　賢　様 宮城県

高田　茂　様 長野県 高畠　充　様 東京都 高木　美紀　様 兵庫県

高野　美津子　様 東京都 高野　和子　様 埼玉県 今井　遼太郎　様 神奈川県

佐々木　義一郎　様 神奈川県 佐々木　俊夫　様 東京都 佐藤　貴美　様 青森県

佐藤　恵美子　様 神奈川県 佐藤　淳　様 千葉県 佐藤　勝三　様 福島県

佐藤　昌弘　様 宮城県 佐藤　裕太　様 東京都 佐藤　龍治　様 東京都

細川　貢　様 岩手県 細谷　覚　様 栃木県 坂庭　博　様 群馬県

坂之下　宗佑　様 愛知県 坂本　みゆき　様 岩手県 坂本　泰英　様 栃木県

崎村　英明　様 大阪府 笹原　章史　様 千葉県 三浦　宏樹　様 東京都

三国谷　あや子　様 青森県 三木　伸介　様 神奈川県 三澤　信一　様 宮城県

山下　潔子　様 宮城県 山下　豊雄　様 宮城県 山口　安喜子　様 兵庫県

山口　貴志　様 東京都 山口　信男　様 埼玉県 山根　由利子　様 神奈川県

山崎　康行　様 北海道 山崎　等　様 千葉県 山田　さと子　様 神奈川県

山田　光徳　様 愛知県 山田　孝　様 東京都 山田　晃三　様 大阪府
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山田　樹　様 愛知県 山田　仁　様 神奈川県 山田　正男　様 愛知県

山田　和弘　様 広島県 山内　博　様 青森県 山本　秀美　様 東京都

山本　春彦　様 東京都 寺田　明功　様 青森県 寺田　和美　様 愛知県

七海　正克　様 福島県 篠原　一人　様 愛媛県 柴田　恒彦　様 東京都

若林　謙二　様 兵庫県 守屋　喜一郎　様 東京都 狩野　満　様 埼玉県

酒井　章次　様 東京都 酒井　裕美　様 東京都 首藤　宏子　様 熊本県

秋元　利春　様 神奈川県 十川　育秀　様 滋賀県 渋谷　和　様 山形県

諸熊　美津子　様 佐賀県 勝田　義純　様 奈良県 小原　直亮　様 神奈川県

小山　将太　様 東京都 小山　芳徳　様 千葉県 小西　洋介　様 千葉県

小川　光世　様 三重県 小川　勝志　様 青森県 小川　和義　様 愛知県

小泉　治世　様 長野県 小倉　道郎　様 群馬県 小田桐　秀一　様 東京都

小島　直之　様 千葉県 小浜　芳朗　様 愛知県 小野　敦　様 富山県

小野坂　貴司　様 埼玉県 小野寺　直　様 神奈川県 小林　岳　様 埼玉県

松浦　茂　様 宮城県 松岡　貞義　様 神奈川県 松橋　公久　様 神奈川県

松崎　寛和　様 東京都 松山　直子　様 埼玉県 松谷　翔子　様 宮城県

松平　照彦　様 神奈川県 松澤　登志治　様 埼玉県 沼田　洋子　様 神奈川県

沼尾　成美　様 栃木県 上田　紗綾子　様 大阪府 上田　良　様 東京都

上野　茂　様 神奈川県 植村　荘太　様 岐阜県 新井　俊介　様 東京都

新谷　加生　様 東京都 森　幸博　様 神奈川県 森　信義　様 東京都

森　千穂　様 宮崎県 森本　康児　様 北海道 森本　麻莉子　様 神奈川県

神田　渉　様 新潟県 辛　龍文　様 京都府 針生　二三男　様 神奈川県

水戸　琴美子　様 青森県 水谷　彰宏　様 三重県 水野　俊道　様 宮崎県

杉山　守弘　様 東京都 杉澤　一彦　様 兵庫県 椙岡　俊一　様 兵庫県

菅原　悠太　様 埼玉県 瀬角　鉄雄　様 北海道 成井　久代　様 東京都

正木　雄三　様 東京都 清田　静香　様 熊本県 西垣　京　様 千葉県

西川　永一郎　様 静岡県 西村　次郎　様 愛知県 西村　葉子　様 熊本県

西村　惠治　様 東京都 西田　淳　様 静岡県 西田　武史　様 千葉県

西野　円　様 宮城県 青木　俊大　様 埼玉県 青柳　政子　様 埼玉県

青柳　忠雄　様 埼玉県 斉藤　哲彦　様 神奈川県 斉藤　博　様 青森県

石井　完　様 秋田県 石井　禎規　様 岡山県 石原　史久　様 埼玉県

石坂　好章　様 東京都 石崎　正志　様 鳥取県 石山　晋　様 埼玉県

石森　竜太　様 東京都 石川　しげる　様 新潟県 石川　禎二　様 神奈川県

石川　茂　様 新潟県 石川　靖晃　様 東京都 石津　恭輔　様 三重県

石塚　龍太　様 東京都 石田　正人　様 東京都 跡部　靖夫　様 東京都

折田　敏彦　様 東京都 折茂　昭二　様 群馬県 千賀　一孝　様 神奈川県

千葉　修　様 広島県 川原　信明　様 愛知県 川田　麻美子　様 愛知県

川島　光弘　様 埼玉県 川﨑　敏　様 三重県 泉　三省　様 神奈川県

浅井　博史　様 神奈川県 前山　克博　様 埼玉県 前田　悠志郎　様 東京都

前田　陽樹　様 北海道 前濱　勝二　様 山梨県 倉橋　政則　様 静岡県

相馬　亜希子　様 埼玉県 増田　敬一郎　様 三重県 増田　哲彦　様 東京都

増澤　由人　様 北海道 村越　照子　様 千葉県 村松　丘親　様 東京都

村田　紘一　様 大阪府 村田　和吉　様 千葉県 村木　薫　様 青森県

太田　哲也　様 青森県 大久保　睦美　様 神奈川県 大橋　進　様 滋賀県

大橋　忠秀　様 岩手県 大金　弘　様 埼玉県 大森　浩太　様 千葉県

大星　綾香　様 愛知県 大石　健　様 兵庫県 大石　憲吾　様 福岡県

大石　陽平　様 東京都 大草　英一　様 三重県 大内　裕子　様 東京都

大友　裕介　様 福岡県 沢田　悟　様 宮城県 谷　明枝　様 大阪府

丹羽　章仁　様 愛知県 池羽　里真　様 茨城県 池田　泰久　様 神奈川県

池田　雄一　様 栃木県 竹村　善雄　様 神奈川県 竹田　剛　様 山形県

竹田　誠志　様 三重県 竹内　富夫　様 埼玉県 中井　良夫　様 大阪府
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中根　貴弘　様 東京都 中山　伸一　様 東京都 中村　恭雄　様 千葉県

中村　太一　様 埼玉県 中村　茂　様 茨城県 中村　有一　様 大阪府

中谷　香織　様 北海道 中田　利正　様 青森県 中島　宏史　様 東京都

中野　文雄　様 愛知県 中野　豊明　様 東京都 中野　和久　様 茨城県

中澤　慎一　様 東京都 中澤　博一　様 兵庫県 長沖　英行　様 青森県

長根　静香　様 東京都 追塩　千尋　様 北海道 塚本　浩嗣　様 大阪府

辻　義一　様 大阪府 辻野　貴識　様 東京都 鄭　英徹　様 東京都

田崎　七郎　様 栃木県 田崎　和幸　様 神奈川県 田村　幸広　様 東京都

田中　正弘　様 東京都 田中　智顕　様 福岡県 田畑　孝志　様 愛知県

田辺　新一　様 神奈川県 渡部　晃　様 愛知県 渡辺　厳　様 宮城県

渡邊　亮一　様 東京都 渡邉　大督　様 大阪府 渡邉　未希　様 千葉県

土井　宏太郎　様 宮崎県 土屋　直美　様 東京都 島村　浩平　様 北海道

島村　道子　様 東京都 東口　貴子　様 香川県 湯上　聡　様 神奈川県

藤井　英夫　様 秋田県 藤原　匡人　様 岩手県 藤川　泰成　様 東京都

藤川　涼　様 東京都 藤田　美穂　様 兵庫県 藤澤　諒　様 埼玉県

徳田　種二　様 大阪府 栃木　裕　様 東京都 内山　弘士郎　様 東京都

波立　行智　様 東京都 萩原　みさを　様 大阪府 柏崎　一洋　様 宮城県

白水　寿美子　様 茨城県 板坂　祐作　様 東京都 飯田　固　様 兵庫県

飯田　愉一　様 東京都 飯島　武則　様 茨城県 飯尾　良司　様 神奈川県

磐瀬　学　様 福島県 樋口　真一　様 東京都 樋口　真悠　様 青森県

樋口　裕之　様 山形県 尾留川　亮太　様 神奈川県 美濃　悠介　様 東京都

菱沼　民枝　様 北海道 品川　卓也　様 静岡県 富岡　裕一　様 神奈川県

福田　達也　様 東京都 福島　芳子　様 宮崎県 福本　邦人　様 広島県

福澤　宏樹　様 神奈川県 平賀　亮　様 広島県 平内　洋三　様 宮城県

北岡　均　様 東京都 北山　繁行　様 神奈川県 北川　達也　様 沖縄県

北野　雅子　様 大阪府 北野　雅人　様 福岡県 卜部　泰子　様 愛知県

牧本　信近　様 神奈川県 牧野　辰　様 東京都 堀地　直博　様 群馬県

本間　大輔　様 埼玉県 本間　優人　様 群馬県 本間　良太郎　様 千葉県

本久　唯　様 島根県 本澤　麻里　様 東京都 牟田　謙二　様 千葉県

木下　雅則　様 岐阜県 木戸　進　様 神奈川県 木村　恵子　様 群馬県

木村　斉　様 神奈川県 木村　文洋　様 宮城県 木内　有司　様 宮城県

野口　輝夫　様 大阪府 野瀬　範久　様 兵庫県 野村　正和　様 愛知県

野本　たかと　様 東京都 野末　剛史　様 静岡県 矢島　春江　様 群馬県

矢野　文仁　様 栃木県 柳瀬　雅一　様 大阪府 友井　淳也　様 東京都

李　英治　様 愛知県 立花　歩理　様 三重県 林田　文子　様 東京都

鈴木　義英　様 千葉県 鈴木　啓介　様 兵庫県 鈴木　幸　様 埼玉県

鈴木　彰夫　様 青森県 鈴木　信宏　様 東京都 鈴木　新英　様 福島県

鈴木　仁　様 東京都 鈴木　勇　様 宮城県 鈴木　由美子　様 千葉県

鈴木　祐介　様 青森県 鈴木　皓三　様 香川県 和田　慎一　様 三重県

嶌　比呂志　様 東京都 廣畑　英治　様 愛知県 澁田　武司　様 神奈川県

澁澤　宏俊　様 群馬県 澤田　英志　様 愛知県 澤田　裕史　様 富山県

澤畑　進　様 東京都 濱田　優貴　様 東京都 眞下　勝行　様 大阪府

齋藤　雅俊　様 埼玉県 齋藤　光子　様 神奈川県 茗荷　恵介　様 神奈川県

齊部　隼人　様 埼玉県 髙橋　宏　様 東京都 髙月　規江　様 大阪府

株式会社相馬電気工業　様 栃木県 内牧歯科医院　佐藤　一郎　様 埼玉県

平成２８年度は公表を了承していただいた４３４名の方々のほか４，３０５名の方々から、
合計で９６，３６１，０００円のご寄附をいただきました。
ここで皆様には改めてお礼申し上げます。

平成２８年度に寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）③



〇下北半島の厳しい環境で、いろいろたいへんなこともあるとは思いますが、豊富な自然環境の中で健やかに育った子どもたち
が、未来のむつ市を支えていくことを願っております。

〇優秀な若者が戻ってこれる「むつ市」への発展を若い市長に期待しています。

〇横浜では見かけないむつ市のワインを試してみたいというのが寄付のきっかけです。美味しいワインで町おこしを頑張ってくだ
さい。

上記以外にも「むつ市への応援メッセージ」をいただきまして、ありがとうございました。

〇むつ市の名前に魅かれました。

〇海峡サーモン美味しいです。他の色々の特産物も個性的。がんばって下さい。

〇10年位前になりますが、旅の中間で下北半島を訪ねました。
恐山など懐かしく思い出します。むつ市のご発展を見守っています。

〇私も青森県の地方自治体で働いてます。
どうぞむつ市の職員の皆様、頑張ってください。

〇優しくあたたかい街づくりのために使っていただければと思います。
大平小学校マーチングバンド部が活躍できますように。

〇むつ市の出身、千葉県在住です。facebookをみて、いつもふるさとを思っています。ムチュランも応援しています。これからもみ
んなの故郷をよろしくお願いいたします！

〇今後もひば工芸品の展開をお願いします。

寄附者からいただいた「むつ市への応援メッセージ」

〇ふるさと納税２年目です
親しみを感じ一度訪れてみたく感じてます
一層のご清栄祈念してます

〇むつ市を離れて久しいですが、今でも変わらず大切な故郷です。寄付が少しでもお役に立てれば幸いです。

〇宮下市長の強いリーダーシップの下、むつ市の益々の発展をお祈りします。

〇ふるさと納税を機にむつ市のことを知りました。これも何かのご縁だとおもいますので、いつか訪れてみたいと思います。

〇ジオパーク認定おめでとうございます。鉄は熱いうちに打て。
話題が新しいうちに、地域振興につなげる取り組みを、市全体で盛り上げてください。市民の方々の協力が不可欠です。応援し
ています。

〇心のふるさと せせらぎ公園の命名者です。
今は東京在住ですが、SNSなどでむつ市の情報がたくさん発信されているのでいつも応援しています。
ふるさと納税、以前は特典があまりなかったので下北半島食べる通信の方で応援していましたが、今回拡充されたので申し込み
ました。これからも出身者が応援できる機会があれば積極的に関わりたいと思います。

〇斗南藩の歴史を残して下さい。
海上自衛隊をよろしくお願いします。

〇昨年、冷凍ホタテで応募し、大変おいしくいただきました。今年も、リピートします。

〇むつは、自然豊かで、時間の流れもゆっくりと感じる街です。下北縦貫道のような道路ができると、観光に訪れる方々もおおく
なり、町も活性化するかもしれませんが、今の環境を壊すことなくお願いしたいと思います。

〇貴重な森林資源や海産資源を大切に、また大いに活用して、地域活性に役立てて下さい。


