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熊本地震に関し見舞金等をいただいた皆様 
 

平成 28 年 8 月 15 日現在 

熊本県町村議会議長会 

  

この度はご厚情あふれる見舞金等をいただきまして、誠に有り難うございました。この場

をお借りいたしまして、衷心より御礼申し上げます。 

 いただきました見舞金等は、県内の被災町村に対しまして、一日も早い復旧・復興に役立

てていただくよう、本会が責任を持ってお渡しいたします。 

なお、都道府県内の掲載順は本会で受け入れした順番で掲載させていただいております。

何卒ご了承いただきますようお願いいたします。 

 

【全国】 

全国町村議会議長会 様 

【北海道】 

北海道町村議会議長会 様、白糠町議会 様、浜中町

議会 様、厚岸町議会 様 

【青森県】 

青森県町村議会議長会 様、六ヶ所村議会 様 

【岩手県】 

岩手県町村議会議長会 様、紫波町議会 様、矢巾町

議会 様、住田町議会 様、岩泉町議会 様、一戸町

議会 様、九戸村議会 様、軽米町議会 様、山田町

議会 様 
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【宮城県】 

宮城県町村議会議長会 様 

【秋田県】 

秋田県町村議会議長会 様 

【山形県】 

山形県町村議会議長会 様 

【福島県】 

双葉町議会 様、大玉村議会 様、中島村議会 様、

富岡町議会 様、楢葉町議会 様、北塩原村議会 様、

棚倉町議会 様、飯舘村議会 様、川内村議会 様、

磐梯町議会 様、西会津町議会 様、葛尾村議会 様、

南会津町議会 様、下郷町議会 様、矢吹町議会 様、

福島県町村議会議長会 様、檜枝岐村議会 様、三春

町議会 様、塙町議会 様、柳津町議会 様、平田村

議会 様、猪苗代町議会 様、鮫川村議会 様、大熊

町議会 様、浅川町議会 様、広野町議会 様、小野

町議会 様、金山町議会 様、石川町議会 様、只見

町議会 様、矢祭町議会 様、玉川村議会 様 

【茨城県】 
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茨城県町村議会議長会 様 

【栃木県】 

野木町議会 様、栃木県町村議会議長会 様 

【群馬県】 

群馬県町村議会議長会 様 

【埼玉県】 

滑川町議会 様、埼玉県町村議会議長会 様 

【千葉県】 

千葉県町村議会議長会 様 

【東京都】 

大島町議会 様 

【神奈川県】 

神奈川県町村議会議長会 様、大井町議会 様、松田

町議会 様、開成町議会 様、大磯町議会 様 

【山梨県】 

山梨県町村議会議長会 様、道志村議会 様 

【新潟県】 

新潟県町村議会議長会 様 

【富山県】 
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富山県町村議会議長会 様 

【石川県】 

内灘町議会 様、石川県町村議会議長会 様 

【福井県】 

福井県町村議会議長会 様 

【長野県】 

辰野町議会 様、長野県町村議会議長会 様 

【岐阜県】 

岐阜県町村議会議長会 様 

【静岡県】 

静岡県町村議会議長会 様 

【愛知県】 

愛知県町村議会議長会 様、東栄町議会 様 

【三重県】 

三重県町村議会議長会 様 

【近畿】 

近畿府県町村議会議長会 様 

【滋賀県】 

日野町議会 様、竜王町議会 様 
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【京都府】 

京都府町村議会議長会 様 

【兵庫県】 

兵庫県町議会議長会 様 

【奈良県】 

明日香村議会 様、山添村議会 様、斑鳩町議会 様、

上牧町議会 様、曽爾村議会 様、川西町議会 様、

十津川村議会 様、王寺町議会 様、三宅町議会 様 

【和歌山県】 

かつらぎ町議会 様、上富田町議会 様、九度山町議

会 様、紀美野町議会 様 

【鳥取県】 

鳥取県町村議会議長会 様 

【島根県】 

島根県町村議会議長会 様 

【岡山県】 

岡山県町村議会議長会 様、奈義町議会 様、和気町

議会 様、矢掛町議会 様、美咲町議会 様、里庄町

議会 様、早島町議会 様 
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【広島県】 

広島県町議会議長会 様、神石高原町議会 様、安芸

太田町議会 様、海田町議会 様、世羅郡議会 様、

坂町議会 様 

【山口県】 

山口県町議会議長会 様 

【徳島県】 

徳島県町村議会議長会 様、上板町議会議員 様、板

野町議会 様、松茂町議会 様、藍住町議会 様 

【香川県】 

香川県町村議会議長会 様 

【愛媛県】 

愛媛県町村議会議長会 様 

【高知県】 

高知県町村議会議長会 様、馬路村議会 様 

【九州】 

九州各県町村議会議長会協議会 様 

【福岡県】 

桂川町議会 様、みやこ町議会 様、久山町議会 様、
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須恵町議会 様、篠栗町議会 様、大刀洗町議会 様、

宇美町議会 様、遠賀町議会 様、那珂川町議会 様、

鞍手町議会 様、福岡県町村議会議長会 様、岡垣町

議会 様、水巻町議会 様 

【佐賀県】 

白石町議会 様、江北町議会 様、太良町議会 様、

有田町議会 様、大町町議会 様、みやき町議会 様、

上峰町議会 様、吉野ヶ里町議会 様、基山町議会 様 

【長崎県】 

小値賀町議会 様、川棚町議会 様、佐々町議会 様、

波佐見町議会 様、東彼杵町議会 様 

【熊本県】 

相良村議会 様、芦北町議会 様、あさぎり町議会 様、

湯前町議会 様、多良木町議会 様 

【大分県】 

大分県町村議会議長会 様 

【宮崎県】 

宮崎県町村議会議長会 様、椎葉村議会 様、美郷町

議会 様、諸塚村議会 様、高千穂町議会 様 



8 
 

【鹿児島県】 

鹿児島県町村議会議長会 様 

【沖縄県】 

沖縄県町村議会議長会 様 

【その他】 

㈱中央文化社 代表取締役 大塚昭彦 様 

 

総件数 延べ 169 件 総額 28,386,410 円 

 

 

 


