
寄付金額
株式会社オーク 代表取締役　酒井　和子 \5,000,000
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア \1,000,000
佐々木　泰 \10,000
綿引　誠 \2,000
濱田　宏 \10,000
山口　重幸 \10,000
津田　万寿美 \10,000
大場　昌恵 \10,000
浅沼　知弘 \10,000
高下　圭一 \5,500
高下　圭一 \5,500
渡部　大和 \51,500
立花　広己 \2,000
山下　菜穂実 \12,000
神尾　友二 \10,000
佐藤　宏之 \10,000
佐藤　博美 \10,000
谷口　正一 \12,000
坂井　進 \5,000
株式会社Fit　 代表取締役　石田　達也 \2,000,000
有限会社小堀配管工業所　 代表取締役　遠藤　一徳 \300,000
森島　清 \100,000
望月　憲夫 \20,000
奥村　良吉 \100,000
小川　昇 \10,000
三共電気工業株式会社　 代表取締役社長 萩本 哲夫 \1,000,000
株式会社サミットインターナショナル \10,000,000
樋口　百合子 \10,000,000
北土建設株式会社　 代表取締役社長 砂田 英俊 \10,000,000
大沼　悦子 \10,000
松田　都見 \5,000
三上　将之 \100,000
松本　康孝 \10,000
南波　孝尚 \5,500
遠藤　理恵子 \2,000
漆畑　建 \30,000
須藤　有基 \10,000
吉田　紀之 \12,000
石塚　宏美 \5,500
山内　仁史 \10,000
伊藤　悠徳 \23,000
今井　克郎 \2,000
有岡　尚子 \20,000
渡部　佑介 \6,000
黒田 勉 \20,000
毛利　浩也 \10,000
太田　美樹 \10,000
西山 愛 \2,000
松田　成澄 \10,000
須藤　哲夫 \10,000
渡邊　里佳 \10,000
金田　美津子 \20,000

氏名・寄付額の公表に同意していただいた方々（敬称略・寄付順）

氏名



小川　嬉栄子 \100,000
吉田　満 \10,000
川口　拓朗 \2,000
重信　隆夫 \10,000
岡本　直久 \5,000
大沼　清子 \10,000
中村　隆昭 \10,000
シャングリラグループ \402,550
石井　紀恵子 \100,000
村田　隆則 \10,000
遊佐　泰輝 \7,500
新居　潤哉 \15,000
小笠原　剛彦 \10,000
松本　公洋 \5,000
南澤　道人 \1,000,000
榊山　悠紀士 \300,000
菊地　正義 \30,000
廣瀬　佳典 \100,000
札幌三吉神社 \30,000
田村　早苗 \10,000
田中　尚子 \100,000
鎌田　阿佐子 \100,000
立松　一徳 \100,000
芳賀　恵一 \10,000
高橋　健悟 \12,000
及川　政彦 \10,000
柿崎　美智子 \20,000
有賀　敏 \50,000
齊藤　光弘 \30,000
杉下　道昭 \10,000
高津　明美 \20,000
秋野　裕子 \5,000
高橋　正樹 \10,000
吉田　友典 \12,000
小山　公夫 \10,000
釣田　義一郎 \16,500
川村　一城 \20,000
釣田　義一郎 \7,500
杉浦　啓太 \5,500
西 秀雄 \12,000
石井　英次 \100,000
中川　義樹 \20,000
連合北海道札幌地区連合会 \1,000,000
中西 正信 \200,000
株式会社環境セラピィ \100,000
齋藤　安美 \10,000
川口　拓朗 \52,000
伊藤寿史 \10,000
村井　禎美 \10,000
小林　健一 \10,000
大高　紡希 \5,000
若林　洋 \50,000
西中 正明 \10,000
杉田　敦 \22,000
千田　博康 \10,000
有限会社奈良木燃料店 \27,200



佐竹　邦夫 \5,000
川村　晶彦 \24,000
リン　Joanne \5,500
岩井　厚 \5,500
川口　拓朗 \46,000
新日本計画株式会社 \1,000,000
柳　潔 \40,000
小西 洋 \50,000
樋口　恵一 \50,000
高木　昭英 \5,500
横地　朗 \100,000
間島　大博 \8,000
大石　明人 \5,500
槌野　彰 \10,000
山本　榮祐 \12,000
角田　裕二 \8,000
福田　クニ子 \20,000
小林　嘉嗣 \20,000
森　弘吉 \5,500
山下部　明宣 \5,500
白石・厚別区商店街連絡協議会 \500,000
森若　美代子 \100,000
HRMホールディングス株式会社 \2,500,000
北海道ロードメンテナンス株式会社 \2,500,000
株式会社　久日本流通 \100,000
株式会社　北海道建築総合研究所 \100,000
一般財団法人北海道B型肝炎訴訟オレンジ基金 \10,000,000
田中　公児 \40,000
白幡　一雄 \100,000
本間　明子 \10,000
大槻　春治 \5,000
白男川　正行 \30,000
窪田　敏樹 \25,000
山本　辰子 \100,000
村田　寛樹 \16,000
池野　良一 \10,000
小松　一友 \22,000
高田　博史 \8,000
伊地知　剛 \5,500
遠武　孝悦 \8,000
長﨑 希代子 \30,000
長﨑 道樹 \30,000
北盛電設株式会社　 代表取締役社長 稲津 亘 \1,000,000
亜細亜電気工事株式会社　 代表取締役　今野　哲彦 \1,000,000
池上　博彦 \10,000
下平尾　文子 \30,000
山内　豊 \25,000
村上　修 \8,000
宮北　克彦 \10,000
松本　邦晃 \5,500
忽那　公範 \5,500
川野　光広 \10,000
サツラク農業協同組合　 代表理事組合長 大坪 慶博 \1,000,000
小笠原　克幸 \10,000
馬場　克明 \10,000
原田　ひろみ \100,000



柳沢　直人 \20,000
大石　明人 \5,500
山口　大地 \30,000
清田　城作 \11,000
羽賀　悦子 \30,000
合同会社リキエイト \100,000
池田煖房工業株式会社　 代表取締役社長 池田 薫 \5,000,000
金田　良生 \50,000
石井　啓太 \10,000
片山　郁子 \10,000
日本たばこ産業株式会社　北海道支社　 支社長 白男川 正行 \2,000,000
小山　英敏 \11,000
太田　明伸 \55,000
島垣　孝史 \120,000
サークルさわやか 相馬　美喜子 \30,000
長嶋 久美子 \100,000
小松　一友 \11,000
主藤　宏 \16,000
株式会社シビテック \500,000
真駒内地区連合会 会長 横堀 道子 \500,000
吉成　和子 \20,000
奥　弘治 \100,000
吉岡　正俊 \10,000
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 代表取締役社長 堂守 貴志 \200,000
青木 了子 \50,000
藤原　昌彦 \50,000
松葉　智紀 \5,500
浦田　英次 \11,000
川野　敏彦 \3,000
米田　敏則 \200,000
豊島　孝二　スミ \10,000
勇﨑　恒宏 \100,000
渡辺　和一 \50,000
冨田　榮一 \50,000
株式会社大沼 代表取締役　大沼　泰三 \50,000
大石　明人 \5,500
大槻　博 \100,000
ＴＫＣ札幌西支部 \100,000
株式会社札幌谷藤 代表取締役　野口　要次郎 \50,000
増田　修 \100,000
エコカフェマイカップボランティアサークル \60,000
株式会社プロジェクト・フォー 取締役会長 中田 輝夫 \100,000
株式会社中山組 代表取締役社長 中山 茂 \1,000,000
ケント・ハウス株式会社 \500,000
トッパン・フォームズ株式会社 北海道営業本部長 山田 三仁 \50,000
SMBC日興証券株式会社札幌支店 支店長 河端 勝之 \50,000
相原　崇人 \10,000
安達　渉 \7,000
株式会社F.O.C　Treat 代表取締役　柏崎　辰徳 \50,000
一般社団法人札幌空調衛生工事業協会 会長 池田 薫 \100,000
本間社会保険労務士事務所 代表　本間　あづみ \50,000
藤林　和子 \10,000
株式会社アイコーポレーション 代表取締役　川口　保 \100,000
ニッコー保障　株式会社 \50,000
竹田　俊明 \50,000
佐藤　よし子 \50,000



フジ総合管理株式会社 代表取締役　樋口　春男 \100,000
ホクニ工業株式会社 \1,000,000
佐藤　比呂志 \50,000
川村　敏勝 \10,000
株式会社国際警備保障 代表取締役　久井　良二 \10,000
株式会社日康商会 代表取締役 長谷川 貴久 \10,000
荒井　康幸 \100,000
横山　燿平 \8,000
南部　敦弘 \8,000
梅田　和憲 \16,000
北海道ニチレキ工事株式会社 代表取締役　中村　強 \50,000
株式会社共和 代表取締役　新沼　聖一 \50,000
藤林　文雄 \10,000
株式会社ふじ研究所 \100,000
株式会社札幌パリ 代表取締役社長 水野 渉 \50,000
株式会社エス・ケー・ライン 代表取締役社長 佐藤 正人 \50,000
中村　麻希子 \100,000
立川工業株式会社 代表取締役　福澤　昇 \300,000
近藤　英子 \50,000
斎藤　千鶴 \5,000
株式会社北海道熱供給公社 \100,000
株式会社北友 代表取締役会長 森田 武夫 \50,000
有限会社札幌土木運輸 代表取締役　森田　富雄 \50,000
日野　順子 \50,000
株式会社石山組 \100,000
南区災害防止協力会 会長 中西 光宏 \300,000
岩田地崎建設株式会社 代表取締役社長 岩田 圭剛 \10,000,000
株式会社いとう技研工業 代表取締役　伊藤　保嗣 \50,000
株式会社吉山塗料店 代表取締役　小坂　好弘 \100,000
株式会社トリパス 代表取締役　杉本　光崇 \50,000
有限会社札幌京屋 代表取締役　赤澤　宏哉 \100,000
株式会社ユース 代表取締役　内木　進一 \300,000
三共舗道株式会社 代表取締役社長 二階堂 正 \500,000
日本SPR工法協会 北海道支部長 渡邊 仁 \300,000
株式会社ほくせん 代表取締役会長 米原 実 \50,000
株式会社マキ商会 小川　正人 \100,000
石本　茂史 \100,000
吉田　広志 \100,000
フュージョン株式会社 代表取締役　佐々木　卓也 \50,000
フルテック株式会社 代表取締役社長 古野 重幸 \1,000,000
株式会社三城 代表取締役　小川　博嗣 \300,000
株式会社ゴーランド \300,000
鈴木　京子 \50,000
株式会社ロックウェル \50,000
水戸 康智 \100,000
下山　勝次 \5,500
鉄井　隆 \5,500
鉄井　隆 \5,500
土屋　亜紀子 \12,000
岩倉建設株式会社 代表取締役社長 鈴木 泰至 \100,000
太平洋ホーム株式会社 代表取締役　高橋　謙誠 \100,000
豊島　美和 \100,000
高橋　美由紀 \100,000
太平不動産株式会社 代表取締役　滝川　徹幸 \50,000
神田　功二 \20,000
高木　昭英 \5,500



和田　壬三 \50,000
東洋建設株式会社北海道支店 支店長 白川 隆司 \50,000
株式会社札幌振興公社 代表取締役社長 板垣 昭彦 \50,000
北海道造園緑化建設業協会札幌支部 支部長 嘉屋 幸浩 \300,000
伏木　淳 \100,000
遠藤　可都 \100,000
遠藤　正子 \100,000
いしやまキャンドルプロジェクト（石山地区まちづくり協議会） \50,000
株式会社ニチエネ 代表取締役　小崎　輝明 \1,000,000
株式会社北信工 代表取締役　近藤　保時 \50,000
橋本電気工事株式会社 代表取締役社長 土岐田 昇 \100,000
札幌市設計同友会 \500,000
宮崎　知行 \10,000
山谷　義治 \200,000
長谷機械商事株式会社 代表取締役 長谷 順二 \50,000
野村證券株式会社　札幌支店 \50,000
株式会社NICHIJO 代表取締役　鈴木　隆好 \300,000
株式会社ヨコビ 代表取締役　村上　吉成 \100,000
株式会社岩崎 代表取締役社長執行役員 古口 聡 \80,000
株式会社北海道建築総合研究所 代表取締役 木戸 明美 \100,000
株式会社石橋産業 代表取締役　石橋　たつ子 \50,000
北明電気工業株式会社 代表取締役社長 宍戸 謙二 \50,000
南区役職者一同 \50,000
大石　明人 \5,500
中村　光雄 \10,000
亀井 志保 \8,000
北海道タイコー株式会社 代表取締役　三村　俊隆 \50,000
勝木　紀昭 \200,000
日本データーサービス株式会社 \1,000,000
株式会社構研エンジニアリング \500,000
株式会社鈴木工業所 代表取締役　鈴木　成一 \100,000
アイ・リンク株式会社 代表取締役　本間　勝行 \100,000
太田　雅久 \30,000
勇気会医療法人北央病院 最高経営責任者　清水　昭子 \100,000
株式会社エース 代表取締役会長 林 博己 \100,000
名越　隆雄 \30,000
株式会社加藤商事 \50,000
林　博己 \100,000
荒井建設株式会社札幌支店 支店長 長谷川 文典 \100,000
株式会社札幌流通倉庫 代表取締役　塚本　祥造 \100,000
株式会社塚本ビル 代表取締役　塚本　祥造 \100,000
鈴木　慶生彦 \5,000
遠藤　徹 \100,000
杉田　敦 \22,000
株式会社　日総グループ本社 \1,000,000
株式会社クリーンアップ 代表取締役　山谷　義治 \1,000,000
髙木　雅子 \100,000
株式会社通電技術 代表取締役　三野　仁 \10,000
三宮　ゆひ \10,000
札幌日信電子株式会社 \1,400,000
株式会社　一寸房コンサル \100,000
株式会社建設管理センター 代表取締役　音喜多　忠雄 \100,000
株式会社北弘電社 代表取締役社長 脇田 智明 \50,000
高橋　美恵子 \10,000
佐々木　美千代 \10,000
市川　敏弘 \10,000



吉岡　修子 \10,000
池田　順子 \10,000
株式会社　一寸房 \300,000
高橋　謙二 \100,000
有限会社　旅姿七人社 \10,680
藤原　敬三 \100,000
公益社団法人札幌南法人会豊平第四支部 \120,000
ハラダ産業株式会社 代表取締役　藤野　徹弥 \100,000
株式会社花井組 代表取締役会長 花井 俊文 \100,000
株式会社　札清 \10,000
札幌環境維持管理協会 会長 原田 利明 \1,000,000
福屋　祥三 \100,000
株式会社つばさプロパティ \300,000
高橋　伴往 \10,000
札幌商工会議所議員　清風会 \91,214
明治安田生命保険相互会社　札幌支社 \825,300
明治安田生命保険相互会社　大通北営業所 \439,600
いしやまキャンドルプロジェクト（石山地区まちづくり協議会） \50,000
ニューサポート株式会社 代表取締役　菊池　幸太郎 \50,000
堀内　陽子 \10,000
ススキノラフィラ専門店会 \331,493
株式会社ＹＯＳＨＩＭＩ 代表取締役　勝山　良美 \500,000
新太平洋建設株式会社 代表取締役社長 井出 雅人 \100,000
株式会社　シン技術コンサル 代表取締役　重清　祐之 \300,000
本田　精一 \20,000
海産物通販の海夢 \59,610
株式会社モデュール設計事務所 代表取締役　三浦　勝 \50,000
札幌市立新川中学校 \25,004
アポロ販売株式会社 \500,000
日本緑化工株式会社 代表取締役　畑山　浩二 \50,000
藤井　勇旗　ライブハウス医療支援プロジェクト \25,000
井出　幸二郎 \100,000
札幌市部長会 \200,000
株式会社田中組 \200,000
高橋　喜代志 \100,000
新飯田　智香子 \5,000
白十会 \100,000
加藤　史子 \50,000
大畑　貞則 \200,000
旭イノベックス株式会社 \2,000,000
株式会社昭和プラント 代表取締役　山田　力也 \3,000,000
丸彦安全衛生共栄会札幌支部協力会 代表者　櫻庭　謙次 \60,000
長谷川 麻乃 \30,000
佐橋　雪江 \5,000
東出　理恵 \10,000
川筋　洸 \10,000
北ガスフレアスト株式会社 代表取締役社長 後藤 隆一郎 \1,000,000
青山 優菜 \10,000
青山 里菜 \10,000
株式会社マテック 代表取締役　杉山　博康 \1,000,000
株式会社　平岸グランドビル 代表取締役　中目　明德 \100,000
加藤　美浩 \10,000
一般社団法人　札幌建設業協会 会長 岩田 圭剛 \300,000
札幌聖心女子学院中学校・高等学校 \11,530
新札幌小売酒販組合 青年会 \50,000
西島 毅 \10,000



阿部　正 \21,000
阿部　正 \21,000
塚原　広一 \180,000
中島　健 \4,000
南谷　道生 \90,000
田村　邦宏 \72,000
坂本　武夫 \30,000
青木 岳也 \15,000
西浦 友子 \10,000
秦　裕文 \4,000
古川　貴英 \90,000
板木　京悦 \36,000
渡邉　義文 \15,000
徳井　智史 \30,000
柿木　浩一 \50,000
西山 茂樹 \42,000
小林　道也 \100,000
いしやまキャンドルプロジェクト（石山地区まちづくり協議会） \50,000
丸水札幌中央水産株式会社 代表取締役社長 武藤 修 \50,000
板垣　大助 \300,000
光建工業株式会社 \500,000
やまやえみこと笑顔の仲間たち \15,000
加藤　壮紀 \30,000
竹中　直樹 \10,000
岩見　大介 \15,000
明石　喜裕 \30,000
吉成　威臣 \10,000
福井　將人 \15,000
小林　誠 \15,000
太田　博之 \17,000
板木　京悦 \15,000
豊福　陽子 \21,000
鹿島　定雄 \90,000
小笠原　剛彦 \12,000
吉橋　和夫 \20,000
渡辺　和博 \10,000
小手川　準 \90,000
渡沼　幸弘 \21,000
高尾　敏彦 \30,000
梅田　政夫 \22,000
平山　清子 \12,000
西田 靖 \42,000
奥田　健次 \30,000
山本　治男 \24,000
矢守　大祐 \90,000
辻　恭行 \50,000
森田　幹雄 \21,000
鳥海　慧 \100,000
藤吉　兼浩 \180,000
森田　幹雄 \21,000
坂本　武夫 \30,000
渡部　治江 \50,000
椎谷　大輔 \360,000
長谷川 弘幸 \90,000
民谷 敏夫 \90,000
野呂　将平 \25,000



岩本　尚太朗 \18,000
髙木　慎介 \15,000
池田　咲希子 \5,000
松本　淳史 \252,000
佐藤　真 \360,000
小山　雄輔 \30,000
大野　修 \30,000
沖野　立夏 \20,000
田中　晴子 \4,000
河治　良輔 \25,000
株式会社イチケン \1,000,000
金井　良雄 \120,000
山下　裕規 \21,000
北島　惠 \12,000
高木　良平 \30,000
福島　豊亮 \24,000
平田　佳佑 \100,000
廣岡　徹也 \15,000
廣岡　徹也 \15,000
八野　創 \10,000
林　成歳 \24,000
田中　慎一 \10,000
坂田　健一郎 \18,000
田嶋　匡平 \11,000
梅村　フィデス \16,000
高木　律幸 \15,000
東　達朗 \60,000
奥田　優作 \50,000
坂田　武則 \30,000
幌北第７町内会 \100,000
加藤　達也 \15,000
株式会社北海道住宅新聞社 代表取締役　白井　康永 \100,000
平岸まちづくり協議会 会長 小熊 盛弘 \20,000
吉野　哲慎 \100,000
神原　雄一 \42,000
宮川　綾香 \15,000
岩淵　和哉 \16,000
河原　洋 \13,000
谷口　直 \30,000
谷口　直 \15,000
森泉　直樹 \63,000
小野　茂広 \30,000
石井　純一 \10,000
立正佼成会　札幌教会 \1,000,000
有限会社アクト警備オフィス　従業員一同 \500,000
有限会社アクト警備オフィス 代表取締役　天間　勝美 \500,000
ヴェルビュ麻生町内会　25周年記念事業 \100,000
斉藤 哲男 \15,000
椎原　親徳 \12,000
阿久津　泰平 \15,000
北村　暁彦 \24,000
萬谷　俊典 \27,000
株式会社北工房 \20,000
上村　直紀 \15,000
石塚　良輝 \21,000
福田　信乃 \4,000



青木 岳 \30,000
神尾　成 \12,000
木村　之弘 \4,000
森脇　恵司 \15,000
本間　志織 \21,000
海老　亮平 \22,000
近藤　慎介 \21,000
鈴村　栄久 \15,000
木村　聡 \15,000
颯田　哲哉 \90,000
前野　則子 \360,000
陳　シン \50,000
武田　恒男 \10,000
山根　隆弘 \45,000
小崎　日義 \24,000
安藤　晃 \13,000
永野　安世 \30,000
山本　幸道 \20,000
和田　毅 \200,000
和田　毅 \50,000
田村　靖彦 \90,000
川原　健司 \20,000
津田　毅 \29,000
瀧田　英人 \16,000
萩原　裕 \10,000
清水　誠 \30,000
中村　憂奈 \20,000
木村　暢宏 \15,000
黒瀬 隆 \50,000
菊谷　実 \30,000
野々村　匡司 \30,000
コクヨ北海道販売株式会社 \10,000
札幌市中央区西連合町内会 会長 加藤 登 \300,000
松澤　和靖 \15,000
尾崎　耕一郎 \15,000
山田　忠広 \15,000
新井　誠之 \25,000
鈴木　孝太朗 \15,000
矢竹　和夫 \20,000
本田 準虎 \180,000
古川　昇一郎 \21,000
橋本　駿介 \24,000
間島　健 \15,000
池内　龍介 \15,000
佐藤　慶一 \30,000
遠藤　正彦 \10,000
嶋村　宏平 \4,000
冨永　春夫 \15,000
鈴木　雅和 \15,000
岩楯　慎吾 \4,000
濱本　陽汰 \15,000
伊藤　裕太 \360,000
森沢　悠 \15,000
大川　真弥 \15,000
塩見　弘 \20,000
真宗高田派専修寺北海道別院 \200,000



望月　大輔 \15,000
佐藤　拓磨 \20,000
青木 亨 \15,000
古澤　弘行 \21,000
槇　千和 \16,000
武井　由美 \15,000
伊藤　悠徳 \13,000
安井　遼平 \30,000
江崎　つとむ \18,000
江崎　つとむ \18,000
江崎　つとむ \18,000
小田　達也 \10,000
小田　達也 \13,000
大野　修 \30,000
馬場　剛 \90,000
森田　幹雄 \21,000
岩間　勝俊 \15,000
松澤　めぐみ \13,000
小林　昭美 \21,000
神戸 大地 \24,000
池田　愛啓 \24,000
小西 一弘 \30,000
奥村　健 \90,000
阿部　正 \42,000
金澤　健一 \30,000
村林　亜紀 \28,000
烏　一男 \15,000
佐柳　進 \15,000
関　勝也 \21,000
佐伯　臣次郎 \90,000
後藤　規善 \10,000
伊藤　暢規 \15,000
倉島　健二 \15,000
中野　剛 \100,000
中野　剛 \50,000
岩田　章 \21,000
川口　祐希 \30,000
タキシード社交男子� \10,000
鈴木　望人 \15,000
石黒 紫乃 \30,000
星原　慎也 \11,000
坂本　滋規 \4,000
吉岡　正顕 \15,000
水井　俊孝 \60,000
前川　壮太 \15,000
田島　良子 \21,000
吉田　太郎 \15,000
名波　理絵 \21,000
鈴木　宏明 \21,000
伊藤　義通 \15,000
山田　秀晃 \180,000
落水　朋樹 \20,000
藤本　孝志 \15,000
坂本　武夫 \180,000
大竹　英里 \100,000
與田　博明 \10,000



深谷　祐二 \8,000
税理士法人　さくら総合会計 代表社員　庵原　史章 \500,000
道央情報サービス協同組合 代表理事会長 木戸 善幸 \250,000
エス・バイ・エス事業協同組合 代表理事会長 木戸 善幸 \250,000
山本　治男 \24,000
村田　和弘 \300,000
岩崎 克巳 \10,000
梅里　尚行 \15,000
葛谷　有輝 \20,000
江畑　治樹 \30,000
橋本　さゆり \12,000
札幌市立新川中学校　生徒会 \23,091
藤林　文雄 \10,000
藤本　孝志 \15,000
高尾　敏彦 \15,000
松尾　匡史 \15,000
早川　政幸 \15,000
風戸 真人 \15,000
松本　勝弘 \15,000
飯沼　俊哉 \33,000
木村　真寿 \30,000
鈴木　俊介 \10,000
鈴木　俊介 \10,000
丸屋　彰伸 \60,000
小峰　智之 \12,000
白石　通則 \10,000
松田　稔 \15,000
大平　洋一 \10,000
萩原　健 \10,000
今関　浩介 \4,000
志和　ともみ \30,000
毛利　義紀 \15,000
宇田川　久彦 \10,000
櫻井　義男 \15,000
鈴木　隆弘 \4,000
永田　彩加 \12,000
近藤　翔太 \15,000
森　博嗣 \15,000
いしやまキャンドルプロジェクト（石山地区まちづくり協議会） \50,000
札幌市立石山中学校 \35,845
森田　武夫 \100,000
岩井　孝憲 \15,000
三浦　知彦 \21,000
金本　聖一 \10,000
重森　健 \4,000
岩崎　良介 \30,000
山口　亮 \15,000
園川　誠 \15,000
小幡　一行 \4,000
小幡　一行 \10,000
札幌市立石山東小学校　全校児童 \12,000
札幌禅林青年会 \250,000
鈴木　清都 \12,000
中江　紀夫 \11,000
日置 清巳 \180,000
林　応典 \30,000



砂原　麻美 \15,000
井本　有紀 \16,000
武政　真由美 \360,000
橋野　友一 \21,000
奥村　敦史 \39,000
酒井　香里 \16,000
Yahoo!基金 \10,000,000
奥脇　大輔 \10,000
陳　曄 \30,000
佐々木　聡子 \8,000
香取　広樹 \180,000
荒木　克弘 \12,000
畠山　文親 \50,000
南　菊博 \15,000
山本　大介 \15,000
西村 港 \15,000
金　錫貴 \15,000
山下　寿 \12,000
千葉　紀夫 \12,000
勝野　真弘 \15,000
土居　意弘 \10,000
川端　美和 \12,000
森　頼隆 \360,000
庄　佳代 \12,000
石井　純一 \100,000
神崎　牧子 \17,000
岡山　彰宏 \90,000
吉田　有希 \4,000
森川　友裕 \252,000
和久井　とわ子 \15,000
川田　一郎 \15,000
内堀　誠司 \10,000
恩地　良幸 \4,000
山内　基裕 \45,000
新井　直紀 \15,000
日根　大輔 \15,000
越智　瑞貴 \10,000
山内　嗣展 \12,000
山内　嗣展 \12,000
河合　信吾 \30,000
亀井 美代子 \24,000
岡田　智樹 \15,000
平光　伸也 \90,000
安田　誠 \7,000
大西 佳恵 \11,000
青木 岳也 \90,000
烏　一男 \15,000
久保田　春吉 \15,000
大宮　由也 \180,000
梓　学 \8,000
秋山 竜 \21,000
小池　大蔵 \26,000
恒川　沙織 \10,000
金丸　壮史 \8,000
小柴　英雄 \8,000
伊吹　修司 \15,000



鈴木　政章 \15,000
及川　達也 \180,000
才田　浩 \180,000
庄田　正 \30,000
楊　忠星 \20,000
須藤　孝治 \21,000
吉田　典子 \13,000
佐藤　すみ子 \93,000
株式会社札幌メールサービス \500,000
打越　天美 \15,000
伊藤　建 \200,000
堂田　真依 \13,000
藤田　祐司 \18,000
杭田　良造 \30,000
小池　頼孝 \4,000
表　雅文 \15,000
栗林　信隆 \24,000
佐藤　雄也 \90,000
中嶋　健二 \38,000
爲實　克之 \15,000
鈴木　孟 \11,000
乙部　裕司 \180,000
三浦　徹 \21,000
坂本 竜太 \15,000
坂口　智亮 \252,000
上杉　翔 \100,000
鈴木　祥子 \24,000
堀江　美渚 \20,000
岡戸 晴彦 \21,000
磯野　智貴 \13,000
鳥海　慧 \100,000
村田　裕基 \50,000
土肥　昌史 \15,000
東　隼人 \21,000
吉田　俊夫 \11,000
森　貴寛 \15,000
佐藤　雄一 \13,000
大西 洋 \200,000
井出　貴史 \10,000
柳　功 \90,000
森　幸大 \12,000
中田　吉紀 \100,000
藤原　翔 \252,000
長谷川 昇 \21,000
木村　正 \10,000
矢野　貴弘 \12,000
久保田　翔也 \24,000
永井　二喜 \30,000
坂爪　寿栄 \4,000
佐藤　寿哉 \15,000
宮崎　裕輔 \15,000
塚本　里枝子 \15,000
山口　眞弓 \20,000
伊藤　誠 \10,000
紙谷　航平 \10,000
柚木　和代 \100,000



鶴井　亨 \100,000
佐伯　節子 \11,000
増田　憲彦 \4,000
松浦　宏之 \4,000
新美　大伸 \10,000
清水　正樹 \15,000
古﨑　義丸 \10,000
松本　秀夫 \90,000
足立　毅 \12,000
佐橋　里知 \105,000
琴野　岳夫 \100,000
中西 良祐 \90,000
齋藤　有正 \11,000
矢野　哲司 \126,000
武田　尚子 \10,000
豊田　尚希 \15,000
滝本　成吾 \32,000
大原　秀弘 \30,000
葉坂　亞希 \10,000
田村　裕和 \20,000
梅辻　藍 \10,000
榊原　和夫 \30,000
横澤　幸宏 \4,000
角谷　孝太 \30,000
牛田　貴志男 \15,000
米田　秀明 \15,000
梅田　裕貴 \100,000
PENG　KE \10,000
朝倉　美紀子 \50,000
川原　健司 \20,000
フレンド商事株式会社 \300,000
小笠原　克幸 \10,000
表　雅文 \15,000
栗林　信隆 \24,000
佐藤　雄也 \90,000
中嶋　健二 \38,000
爲實　克之 \15,000
鈴木　孟 \11,000
乙部　裕司 \180,000
松井　一平 \10,000
矢野　義博 \30,000
吉本　友義 \90,000
渡邉　義文 \30,000
中村　茂 \30,000
大井　幸子 \10,000
小磯　宗弘 \4,000
田中　専匠 \4,000
真砂　弘和 \15,000
小野　晋太朗 \21,000
居川　和広 \21,000
森崎　泰正 \15,000
青井 彩 \21,000
小畑　順一 \24,000
小畑　順一 \15,000
溝渕　剛敏 \180,000
岩楯　慎吾 \4,000



植村　繁 \30,000
植村　繁 \30,000
北海道マテック株式会社 代表取締役　岡本　博行及び社員一同 \1,000,000
萩原　信行 \30,000
小笠原　直也 \13,000
海産物通販の海夢 \163,220
三浦　雅之 \30,000
脇谷　英行 \15,000
高橋　秀和 \15,000
宮田　愛 \13,000
小玉　三智子 \50,000
小玉　洋子 \50,000
佐藤　幸枝 \10,000
山田　剛照 \10,000
武井　勇司 \15,000
坂田　武則 \90,000
松村　光一 \20,000
河合　孝浩 \15,000
松本　英樹 \90,000
クマサカ　アツシ \12,000
土江　麻友 \42,000
柴田　大輔 \90,000
戌亥　隆 \10,000
株式会社　千手 代表取締役 長谷川 賢治 \300,000
新琴似まちづくりセンター募金箱 \252
仁平　貴子 \21,000
納堂　信明 \20,000
櫻井　広和 \15,000
岩楯　慎吾 \4,000
喜多島　章 \24,000
西脇 尚美 \15,000
外山　さゆり \21,000
明治安田生命保険相互会社　札幌支社 \1,000,000
松岡　永貴 \4,000
高橋　明李 \30,000
小野　晋太朗 \21,000
太田　和麻 \90,000
山嵜　香苗 \126,000
若尾　周一郎 \15,000
田中　恭司 \8,000
鬼頭 雄士 \15,000
大西 美江 \7,000
株式会社工成舎 代表取締役　白岩　和徳 \1,000,000
石神　徳人 \21,000
大塚　武 \10,000
烏　一男 \15,000
櫛田　祐造 \15,000
札幌Aブロックミニバス \56,500
岡田　道代 \3,490
小川　和幸 \15,000
小川　政幸 \24,000
野外科学株式会社 代表取締役　高岡　伸一 \500,000
NPO法人　環境り・ふれんず \24,900
青池水産株式会社 代表取締役 青池 正 \10,000,000
礒田　克彦 \10,000
佐藤　惣人 \20,000



佐藤　惣人 \7,000
北岡　賢人 \180,000
高林　勝弘 \15,000
曽根　良太 \21,000
岩瀬　哲朗 \20,000
岩瀬　哲朗 \10,000
岩瀬　哲朗 \13,000
植村　繁 \30,000
小室　和博 \14,000
田畑　潤哉 \14,000
田坂　豊継 \21,000
南澤　秀弘 \15,000
長尾 和真 \14,000
黒瀬 貴弘 \70,000
杉谷　和哉 \14,000
村井　一貴 \14,000
谷尾　由衣 \24,000
福田　陽介 \12,000
土井　健太郎 \12,000
平田　麻美 \14,000
澤田　悠紀 \21,000
三浦　雅之 \30,000
原　亜夕美 \28,000
亀山 泰幸 \180,000
阿部　正 \21,000
阿部　正 \21,000
畑　祥隆 \15,000
高場　雅斗 \30,000
株式会社リ・フィールド 代表取締役　松苗　富夫 \2,000,000
木村　充男 \4,000
奥野　隆行 \42,000
山岡　沙代 \10,000
大脇　秀之 \15,000
大脇　秀之 \126,000
西村 憲二 \12,000
川崎　誉弘 \90,000
荒木　光代 \15,000
高尾　敏彦 \15,000
村沢　典之 \20,000
菊田　彰 \15,000
中央自動車工業株式会社 \1,000,000
仁平　貴子 \21,000
ラポール南郷の杜居住者有志一同 \84,310
近藤　健之 \24,000
橋野　友一 \21,000
札幌市管工事業協同組合 \1,000,000
新井　雅之 \16,000
並木　裕矢 \30,000
佐藤　文和 \12,000
和田　昭宏 \15,000
証券会員制法人札幌証券取引所 \200,000
岩﨑　はじめ \20,000
樋口　洋平 \21,000
引地　実咲 \7,000
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア \2,000,000
太田　毅 \16,000



札幌雪上自転車運動会実行委員会 \124,941
高橋　伴往 \10,000
北海道瓦斯株式会社 代表取締役社長 大槻 博 \1,500,000


