
○令和２年度　賛助会員・寄付の状況（令和２年１月～令和２年１２月）

賛助会員（法人（６３団体）・５０音順・敬称略）　※公表に御承諾いただいた方のみ
家村内科 一般社団法人　藤元メディカルシステム
一般社団法人　宮崎県銀行協会 一般社団法人　宮崎県腎臓病協議会
一般社団法人　宮崎県薬剤師会 医療法人杏林会　三股病院
医療法人恵喜会　西都病院 医療法人敬仁会　瀬ノ口醫院
医療法人慶仁会　ふくどめクリニック 医療法人健寿会　黒木病院
医療法人憲優会　オーシャンクリニック 医療法人けんゆう会　園田病院
医療法人幸仁会　飯田病院 医療法人光穂会　森のクリニック
医療法人財団シロアム会　新城眼科医院 医療法人社団弘文会　松岡内科医院
医療法人社団紘和会　平和台病院 医療法人社団修養会　盛田内科クリニック
医療法人社団清風会　花房泌尿器科医院 医療法人社団　のぐち眼科クリニック
医療法人社団日髙　アイレＨＤクリニック 医療法人社団福生会　ふくだ泌尿器科
医療法人十全会　みのだ泌尿器科医院 医療法人春光会
医療法人真愛会　髙宮病院 医療法人仁愛会　横山病院
医療法人清仁会　菊池耳鼻咽喉科医院 医療法人聖美会　南宮崎ヤマモト腎泌尿器科
医療法人百喜会　上野医院 医療法人芳徳会　京町共立病院
医療法人雅会　河野整形外科 医療法人養気会　池井病院
医療法人よしき会　どんぐりこども診療所 雲海酒造株式会社
落合内科　 株式会社テレビ宮崎
株式会社宮崎太陽銀行 株式会社宮崎日日新聞社
株式会社宮崎放送 矯正・小児ひまわり歯科
清本鐵工株式会社 公益財団法人　宮崎県健康づくり協会
公益社団法人　宮崎県医師会 公益社団法人　宮崎県看護協会
社会医療法人泉和会　千代田病院 社会医療法人同心会　古賀総合病院
社会福祉法人　豊の里 住友生命相互保険会社　宮崎支社
第一生命保険株式会社　宮崎支社 地方独立行政法人　西都児湯医療センター
特定医療法人健腎会　おおぬきクリニック 特定医療法人健腎会　おがわクリニック
福井プロパン商事株式会社 宮崎ガス株式会社
宮崎ケーブルテレビ株式会社 宮崎県アイバンクライオンズ協力会
宮崎県透析医会 宮崎県立宮崎病院
宮崎市郡医師会病院 宮崎電子機器株式会社
山下医院 わたなべ小児科



賛助会員（個人（４８名）・５０音順・敬称略）　※公表に御承諾いただいた方のみ
壹岐和彦 今村清美 内田俊浩 押領司篤成 大岐洋一 川野光一
木添和博 窪山美穂 隈元淳二 小城一代 後藤雄一郎 坂本篤彦
佐藤彰宣 椎葉隼人 塩田隆英 正入木和久 高野吉輝 田場香織
玉置昇 玉置瑞枝 冨迫忠美 中島京子 仲地剛 野田俊一
橋本文人 濵田潤子 日髙孝治 細川義明 前田広樹 松尾ゆかり
松永昌之 村上悦子 盛田英規 矢野慶子 山内励 山内良澄
山路健 山村善教 吉屋昌子 吉山政子 渡辺善敬



寄付（法人・団体(６法人・団体）個人（１４１人）・５０音順敬称略
※公表の御承諾をいただいた方のみ

相田圭子 飛鳥井祐二 安部晴香 綾節生 有村公輔 池部幸大
磯貝公美 稲村里沙 稲用敬 今村俊久 医療法人尚生会上田内科
岩本直安 岩本真 上谷かおり 上徳孝治 内田翔太 畝原国昭
榎田恵美 榎木美穂 蛯原夕起子 大迫亜理 大田由子 大山貴子
大淀開発株式会社 岡田守道 小川雅彦 押川幹男 甲斐治
甲斐元彦 片伯部修 加藤政和 株式会社鹿児島銀行 茅野健二
茅野正行 川口真央 川越正敏 川越容子 川平陽子 木原章浩
桐明秀行 工藤静 工藤裕子 窪秀一郎 倉永笑民 倉元淑江
倉元夢佳 黒木慶子 黒田和臣 桑原美香 髙妻剛士 興梠恵美
興梠勝彦 児玉珠美 後藤由佳 小山圭一 坂井泉 坂本三智代
﨑田栞 迫小百合 佐々木大吾 佐竹あすか 佐藤泰子 椎原麗奈
塩田瑞月 品原健征 末吉裕司 杉尾重子 杉本寿一 清弥佳
瀬川奈央 薗田成央 髙木裕美 高藤ユキ 田久見誠 竹内尚美
橘木あすな 立山諒 伊達知里 田中京子 田中美帆 田村みどり
水流奈己 鴇香織 徳山美和 鳥取部和弘 永石朗子 永野秀子
永野由布子 仲村律子 永山ユリ 南部福祉こどもセンター 西尾明
西臼杵郡医師会 西牟田俊也 西山朝子 萩原嬉明 長谷川新
花岡美智子 馬場美穂 原田七生 日髙和磨 日高大介 日髙知昭
日髙真紀 平田雅昭 廣瀬ほなみ 深江彩文 松尾政信 松本京子
松本康宏 馬原鶴美 満安しほ 宮内麻理 宮崎オーシャンライオンズクラブ
宮崎はまゆうライオンズクラブ 宮薗千穂 向井千晶 村脇寿彦 森木大輔
森健志朗 盛永恵香 森美和子 柳田琢磨 矢野智見 山崎遣斗
湯浅宏美 湯地正仁 横山昌孝 吉岡泰代 吉田祐典 和田陽市



１００円寄付（３１２機関・団体・施設）５０音順・敬称略 ※公表の御承諾をいただいた機関のみ

行政機関
（宮崎県）

油津港湾事務所 営繕課 会計課 環境森林課 監査事務局 管理課 議会事務局 危機管理課

企業局総合制御課 企業局総務課 企業局電気課 企業局北部管理事務所 企業振興課 企業立地課 技術企画課

北諸県農業改良普及センター 北諸県農林振興局 義務教育課 教育研修センター教育政策課 教職員課 建築住宅課

県立高等水産研修所 県立農業大学校 県立西都原考古博物館 県立延岡病院 県立美術館 県立宮崎病院内科有志一同

県立宮崎病院薬剤部 高校教育課 高校総体推進課 港湾課 国民文化祭・障害者芸術文化祭課 雇用労働政策課 財産総合管理課

自治学院 商工政策課 情報政策課 消防保安課 人事課 森林経営課 水産試験場 水産政策課

生活・協働・男女参画課 税務課 総合交通課 総合農業試験場畑作園芸支場 総務課 総務事務センター高岡土木事務所

中部農業改良普及センター 中部教育事務所 南部教育事務所 西臼杵支庁 西諸県農業改良普及センター 日南警察署 日南土木事務所

農業経営支援課 農業連携推進課 農産園芸課 農政企画課 延岡県税・総務事務所 東臼杵南部農業改良普及センター 日向土木事務所

物品管理調達課 南那珂農業改良普及センター 南那珂農林振興局 宮崎家畜保健衛生所 宮崎県税・総務事務所

みやざき文化振興課 労働委員会事務局

（宮崎市）

青島地域センター医療介護連携課 親子保健課 会計課 学校教育課 学校施設課 環境保全課 議会事務局議事調査課

議会事務局総務課 企画政策課 企画総務課 危機管理課 北地域センター 木花地域センター清武総合支所地域市民福祉課

清武総合支所農林建設課 拠点都市創造課 区画整理課 景観課 契約課 健康支援課 建築住宅課 公園緑地課

国保収納課 子育て支援課 財政課 佐土原総合支所地域市民福祉課 佐土原総合支所農林建設課 資産経営課 市場課

市民課 市民税課 社会福祉第一課 障がい福祉課 商業労政課 上下水道局給排水設備課 上下水道局下水道施設課

上下水道局下水道整備課 上下水道局浄水課上下水道局配水管理課 消防局警防課 消防局総務課 消防局予防課 情報政策課

森林水産課 スポーツランド推進課 住吉地域センター 生活課 高岡総合支所地域市民福祉課 高岡総合支所農林建設課

田野総合支所農林建設課 地域安全課 地域コミュニティ課 庁舎管理課 長寿支援課 道路維持課 都市計画課 農業振興課

農村整備課 廃棄物対策課 福祉総務課 文化・市民活動課 文化財課 保健衛生課 用地管理課

（都城市）

維持管理課 会計課 介護保険課 環境政策課 企業立地推進課 市民税課 上下水道局総務課 商工政策課

消防局北消防署 消防局警防救急課 消防局指令課 消防局総務課 消防局南消防署 消防局予防課 志和池地区市民センター

総合政策課 高崎総合支所市民生活課 高城総合支所産業建設課 高城総合支所市民生活課 高城総合支所地域振興課

道路公園課 納税管理課 秘書広報課 保険年金課 保護課 みやこんじょＰＲ課

（延岡市）

健康福祉部

（小林市）

議会事務局 建設課 子育て支援課 市民課 水道課 地方創生課

（日向市）

会計課 観光交流課 国民健康保険課

（串間市）

医療介護課 会計課 学校政策課 監査委員事務局 市民生活課 生涯学習課 上下水道課 商工観光スポーツランド推進課

消防本部・消防署 税務課 総合政策課 都市建設課 農業振興課 農地水産林政課 東九州道・中心市街地対策課

福祉事務所

（えびの市）

えびの市役所

（高原町）

高原町役場職員一同

（国富町）

国富町職員一同

（高鍋町）

高鍋町役場

（新富町）

新富町役場

（木城町）

木城町役場

（都農町）

都農町国民健康保険病院職員有志一同 都農町役場職員有志一同

（門川町）

会計課 議会事務局 建設課 財政課 社会教育課 税務課 総務課 町民課

農林水産課・農業委員会 福祉課 まちづくり課

（美郷町）

美郷町国民健康保険南郷診療所 美郷町役場

（高千穂町）

会計課 議会事務局 企画観光課 教育委員会 建設課 財政課 上下水道課 税務課 総務課

高千穂町国民健康保険病院 町民生活課 農地整備課 農林振興課 福祉保険課 保健福祉総合センター

（日之影町）

会計課 議会事務局 教育委員会 建設課 国民健康保険病院税務課 総務課 地域振興課 町民課

農林振興課 保健センター

団体・施設等
飯野高等学校 石井記念有隣園 一般財団法人宮崎県公衆衛生センター 一般財団法人宮崎県水産振興協会 川南食生活改善推進員会

木城町社会福祉協議会 清武せいりゅう支援学校 金鈴学園職員一同 国富町食生活改善推進協議会

ケアトピアみやざき 公益財団法人宮崎県観光協会 公益財団法人宮崎県建設技術推進機構 公益財団法人宮崎県産業振興機構

公益社団法人宮崎県栄養士会 公益社団法人宮崎県食品衛生協会 公益社団法人宮崎県森林林業協会 公益社団法人宮崎県畜産協会

公益財団法人宮崎県農業振興公社 小林看護医療専門学校 小林西高等学校 児湯准看護学校 西都・西米良ライオンズクラブ

しいの実保育園 社会福祉法人愛育福祉会みどり学園 社会福祉法人再生会児童養護施設さくら学園

社会福祉法人清樹会 社会福祉法人德榮会特別養護老人ホームはまゆうの里・介護付有料老人ホームアリビオさくら

社会福祉法人日向更生センター養護老人ホーム明星園 社会福祉法人芳和会和保育園 社会福祉法人友隣会悠々工房 障害者支援施設あゆみの里

障害者支援施設うからの里 障害者支援施設しおみの里 障害者支援施設清友の里 自立援助ホームウイング・オブ・ハート

シルバーランド望峰の里 新富町地域包括支援センター 聖心ウルスラ学園高等学校看護科・看護専攻科 高岡天ヶ城ライオンズクラブ

特別養護老人ホームみのり園 富高保育園 西米良村社会福祉協議会 日南学園中学高等学校 延岡看護専門学校

ひむかひこばえ園 フィオーレＫＯＧＡ看護専門学校 鵬翔高等学校看護専攻科 本庄高等学校 美郷町北郷赤十字奉仕団

三股町社会福祉協議会 都城市郡医師会病院 都城市沙社会福祉協議会 都城シティライオンズクラブ

宮崎医療管理専門学校 宮崎県後期高齢者医療広域連合 宮崎県国民健康保険団体連合会 宮崎県商工会連合会

宮崎県森林組合連合会 宮崎県赤十字血液センター 宮崎県中小企業団体中央会 宮崎第一中学高等学校

宮崎東高等学校通信制 養護老人ホーム鈴峰園


