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NO 住　　所 氏　　名（団　　体） 代表者名
1 町内 サンマート只見店 三瓶政夫
2 町内 株式会社　川原田商店 代表取締役　川原田紹二
3 町内 ギフトふじた 代表取締役　藤田正一
4 町内 舘ノ川集落活性化委員会 委員長　渡部和子
5 町内 目黒　啓次
6 町内 吉田　六郎
7 町内 三瓶　タカキ
8 町内 赤塚　洋
9 町内 酒井　勝子
10 町内 梁取区 区長　馬場　泰治
11 町内 小平　三枝子
12 町内 皆川　敏明
13 町内 三瓶　恭子
14 町内 菅家　ウメヨ
15 町内 小林明豊会

　平成２３年７月新潟・福島豪雨災害に対し、県内外の多くの方々からの温かいお気持ち
とともに、多くの義援金・支援金が寄せられております。
　義援金につきましては、只見町被災者義援金配分委員会の決定により被災者に対し配分
いたします。また、支援金につきましては、町の災害支援対策費として有効に活用させていた
だきます。

義援金　　３９，２５８，００２円（２２０件）
支援金　　　６，０７１，９８３円（４７件）
　計　　　４５，３２９，９８５円（平成２４年１月２５日現在）

義援金配分について
第一次配分・・配分委員会１１月２２日開催
　　　　　　　配分額　７，５７０，０００円（平成２３年１２月９日対象者に配分済）
第二次配分・・配分委員会２月６日開催
　　　　　　　配分額３１，６８０，０００円（平成２４年２月末までに対象者に配分予定）
※残金８，００２円については町会計に予算化し各種支援対策費として活用いたします。

　尚、義援金・支援金をお寄せいただいた方々は下記のとおりです。敬称については、
省略させていただきます。ご支援、誠に有難うございました。（順不同）

只見町災害対策本部

あたたかい善意をありがとうございました。
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16 町内 ルーチェフォーヘアーのお客様
17 町内 （有）鈴屋
18 町内 （有）うおかく 角田　宣夫
19 町内 第４１回只見町文化祭実行委員会
20 町内 只見町赤十字奉仕団 委員長　五十嵐聰江
21 町内 只見町婦人会
22 町内 長谷川　望
23 町内 三瓶　トク子
24 町内 大竹
25 町内 会津みなみ農業協同組合
26 福島市 株式会社　三陽 代表取締役　鈴木　孝
27 福島市 福島県町村会 会長　佐藤正博
28 福島市 財）ふくしま市町村建設支援機構
29 福島市 佐藤　孝則
30 福島市 皆川　寿賀美
31 福島市 佐藤　文隆
32 福島市 目黒　幹浩
33 福島市 青田　恵郎
34 会津若松市 （株）ホシノ 代表取締役　五十嵐要介
35 会津若松市 （有）和泉設計 代表取締役　和泉　健司
36 会津若松市 五十嵐　和子
37 会津若松市 間宮　淑江
38 会津若松市 渡部　佳代子
39 会津若松市 森田　美和子
40 会津若松市 馬場青果 馬場　恒芳
41 郡山市 ㈱福島情報処理センター 代表取締役　鈴木　正博
42 郡山市 真如苑
43 郡山市 富士ゼロックス福島株式会社　端数倶楽部
44 郡山市 皆川　雅舟（政一郎）
45 郡山市 二瓶　洋子
46 郡山市 井堀　悌司
47 郡山市 遠藤　千恵
48 いわき市 蛭田　克
49 いわき市 高木　忠行
50 いわき市 平子　裕道
51 いわき市 猪俣　広視、真由美
52 いわき市 甲高　仁
53 いわき市 中野　文子
54 喜多方市 三瓶　忍
55 南相馬市 福島県相双農林事務所　職員一同
56 南相馬市 根本　剛
57 南相馬市 須口　博行
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58 南相馬市 遠藤　晃成
59 本宮市 戸城　陽子
60 下郷町 下郷町　十日会 代表　星盛雄
61 下郷町 下郷町職員互助会
62 南会津町 南会津地方町村会
63 南会津町 田島ドライビングスクール
64 南会津町 奥会津昔ばなしの会 会長　湯田　玲子
65 南会津町 ＪＡ会津みなみ農業協同組合 代表理事組合長　星安博
66 南会津町 （社）南会津法人会、（社）福島県法人会連合会、（財）全国法人会総連合 ㈳南会津法人会会長　渡部東
67 南会津町 第六回星光芳杯チャリティーゴルフコンペ実行委員会 星光芳、大宅宗吉
68 南会津町 渡部　ヨシ子
69 南会津町 馬場　一久
70 南会津町 南郷婦人会
71 南会津町 （資）吉平電気工事店 代表　星　吉平
72 南会津町 星　チトセ
73 南会津町 遠藤　栄子
74 会津坂下町 齋藤　奈々江
75 会津坂下町 株式会社リオンドールコーポレーション 坂下店　店長　笹沼一史
76 金山町 折笠木工所 折笠　正一
77 会津美里町 浄土宗福島教区青年会 会津組会長　油谷　一広
78 昭和村 昭和村 村長　馬場孝允
79 矢吹町 赤城　稔
80 大熊町 橋本　一美
81 札幌市 鈴木　孝夫
82 北海道 田村　稔
83 宮城県 第一法規株式会社
84 宮城県 渡部　哲哉
85 宮城県 後藤　雅行
86 宮城県 石原　典子
87 山形県 五十嵐　嘉代美
88 茨城県 新国　多久江
89 茨城県 目黒　喜六
90 茨城県 船木　孝男
91 茨城県 岩渕　孝一
92 茨城県 岩本　良子
93 栃木県 ティーエヌアイ工業株式会社 取締役社長　松本　孝雄
94 栃木県 豊川　太一
95 栃木県 菅家　好弘
96 栃木県 ティーエヌアイ工業㈱　大田原工場　親睦会一同
97 山形県 ティーエヌアイ工業㈱　長井工場　親睦会一同
98 群馬県 関崎　勝治
99 埼玉県 ふるさと只見会 世話人代表　馬場賢一
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100 埼玉県 中条　直樹
101 埼玉県 松枝　浩一郎
102 埼玉県 皆川　英征
103 埼玉県 横山　眞弓
104 埼玉県 佐藤　英登
105 埼玉県 一井　寛
106 埼玉県 三瓶　久
107 埼玉県 三瓶　揮次
108 埼玉県 手塚　元
109 埼玉県 大畑　道江
110 埼玉県 小林　昭子
111 埼玉県 室井　喜久子
112 埼玉県 サークル彩 代表　飯塚　英孝
113 埼玉県 三瓶　達生
114 埼玉県 熊本　敬治
115 埼玉県 西嶋　敏也
116 埼玉県 松本　忠
117 埼玉県 小林　須美
118 埼玉県 加須市自治協力団体連合会　北川辺支部
119 千葉県 柏市役所幹部会
120 千葉県 柏市
121 千葉県 柏市役所部長会
122 千葉県 柏市永楽台地域ふるさと協議会 会長　池内　健次
123 千葉県 柏市ふるさと交流協会 会長　薮崎　康治
124 千葉県 柏市永楽台地域ふるさと協議会 会長　池内　健次
125 千葉県 柏自然写真同好会 猪又　かじ子
126 千葉県 ふるさと大使 龍門　海行　ほか5名
127 千葉県 柏写真同好会
128 千葉県 佐藤　正年
129 千葉県 齋藤　純夫
130 千葉県 福島　正博
131 千葉県 鈴木　佐憲
132 千葉県 西村　津与治
133 千葉県 目黒　武義
134 千葉県 原田　正衛
135 千葉県 山下　孝始
136 千葉県 目黒　由美子
137 千葉県 本名　正一
138 千葉県 村田　敏子
139 千葉県 赤塚　久夫
140 千葉県 柏市再生資源事業協業組合
141 千葉県 千葉県柏市松葉町地域只見町義援金応募有志町会一同
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142 千葉県 猪又　かじ子
143 千葉県 南会津サポートクラブ 野田　雅之
144 千葉県 松本　明子
145 千葉県 石川　昇
146 千葉県 田代　靖尚
147 東京都 全国町村会
148 東京都 富士テレコム㈱ 代表取締役　小山　信雄
149 東京都 立正佼成会　社会貢献グループ　一食平和基金運営委員会
150 東京都 株式会社　ディーキャスト
151 東京都 全国観光地所在町村協議会 会長　吉田秀光
152 東京都 鈴木　喜六
153 東京都 岩田　武彦
154 東京都 翔乃流　家元　翔　千史朗
155 東京都 武智　美砂
156 東京都 小出　理史
157 東京都 臼井　太一
158 東京都 鈴木　喜六
159 東京都 三枝　繁
160 東京都 塚本　修
161 東京都 清水　幾代
162 東京都 国府　浩
163 東京都 加藤　あすか
164 東京都 大高　泰昭
165 東京都 齊藤　テル子
166 東京都 児玉　典子
167 東京都 入江　和久
168 東京都 喜納　チトセ
169 東京都 久保　雅伸
170 東京都 ビューティーSAN 山内　啓子
171 東京都 モデラート 内田　あずさ
172 東京都 小濱　祐啓
173 東京都 村端　はぎ枝
174 東京都 川上　照之
175 東京都 内藤　伸広
176 東京都 喜納　チトセ
177 東京都 参議院参事　柴崎敦史
178 東京都 鈴木　清
179 東京都 伊藤　靖子
180 東京都 鈴木　いつ
181 東京都 喜納　チトセ
182 東京都 菊地　八重子
183 東京都 喜納　チトセ
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184 東京都 中村
185 東京都 渡部　浩
186 東京都 井内田達男
187 東京都 須藤　典子
188 東京都 電源開発㈱ 代表取締役　北村　雅良
189 静岡県 渡部　省三
190 神奈川県 小野　郁生
191 神奈川県 酒井　勝
192 神奈川県 目黒　千代恵
193 神奈川県 安達　敏一
194 神奈川県 齋藤　孝就
195 神奈川県 鈴木　嘉代太・あさえ
196 神奈川県 菅家　道隆
197 神奈川県 高橋　秀二
198 神奈川県 酒井　キイ
199 神奈川県 國分　みち
200 神奈川県 北條　ヒサ子
201 神奈川県 早坂　千代
202 神奈川県 小泉　よし子
203 神奈川県 五十嵐　光男
204 神奈川県 戸張　岳史
205 神奈川県 有本　督
206 神奈川県 田口　有二
207 神奈川県 小泉　文恵
208 新潟県 有限会社　スマイル企画 代表取締役　青木　傑
209 新潟県 国道２８９号線建設期成同盟会 会長　渡部　恒三
210 新潟県 歌代　薫
211 新潟県 東條　福太郎
212 新潟県 田原　大司
213 新潟県 酒巻　裕一
214 新潟県 樋口　牧子
215 山梨県 安田　勝
216 岐阜県 佐藤　政史
217 静岡県 三瓶　良一
218 静岡県 神田　仁志
219 静岡県 嶋村　彩
220 愛知県 助川　正道
221 愛知県 上田　太也
222 愛知県 松下　祐子
223 三重県 夢の会 理事長　田中　孝和
224 三重県 株式会社　チューリップ
225 京都府 匿名希望　代理者　高木忠行
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226 大阪府 濱嵜　重信
227 大阪府 濱嵜　重信
228 大阪府 鳥羽　なおみ
229 大阪府 浅井　恵美子
230 大阪府 浅井　恵美子
231 大阪府 浅井　恵美子
232 大阪府 浅井　恵美子
233 大阪府 浅井　恵美子
234 大阪府 庄司　哲太郎
235 兵庫県 寺本　孝
236 兵庫県 佐藤　友明
237 岡山県 重井　文博
238 岡山県 岡本　尚子
239 岡山県 真言宗御室派青年教師会 事務局長　荒城　祥善
240 愛媛県 大原　京子
241 福岡県 松村　俊広
242 福岡県 井手　睦
243 福岡県 麺処　やまし
244 福岡県 石橋　茂幸
245 福岡県 辻本　竜一
246 ・・・ 伊達　直人
247 ・・・ カネコ　ヤスユキ
248 ・・・ ヨウタ　ヒデオ
249 ・・・ ムライ　サクコ
250 ・・・ ヨネダ　マコト
251 ・・・ マノメ　ヤスヒロ
252 ・・・ トウデラ　パンダ４１．．ツチヤ　ヨ
253 ・・・ 小林　須美
254 ・・・ ヨコヤマ　ヨシミ
255 ・・・ カンケ　タツロウ
256 ・・・ ウスバ　ユタカ
257 ・・・ サイトウ　タカシ
258 ・・・ 高萩　健二
259 ・・・ 高橋　拓也
260 ・・・ 匿名希望　　
261 ・・・ サイトウ　ミワコ
262 ・・・ ツチヤ　ヨウ
263 ・・・ イガラシ　タケヨシ
264 ・・・ ツネミ　シンゴ
265 ・・・ イガラシ　マサトシ
266 ・・・ ニシ　ミキコ
267 ・・・ ツチヤ　ヨウイチ

（注）「・・・」は本人のご希望により表記を控えました。




