
     ★設立発起人数 180名

      ＋Yahoo!JAPANネット募金からの寄付者 1,763名

     ★ご寄付総額（概算） 7,460,362円

・設立発起人一覧（2018年5月15日現在、公表可能と確認できている皆さま） ※五十音順、敬称略。所属・肩書は発起人登録時のもの

氏名

相場 繁 NPO 日本臨床研究支援ユニット 事業部⾧

青井 介 一般財団法人 大吉財団 事務局⾧

青砥 安彦 福島県骨髄バンク推進連絡協議会県南支部 事務局⾧

赤池 孝行 NPO法人みんぷく 理事

赤坂 憲雄  学習院大学文学部福島県立博物館  教授館⾧

浅井 美絵

足立 潤子

天野 和彦
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

一般社団法人ふくしま連携復興センター

特任教授

代表理事

天野 淳子 南相馬市市民活動サポートセンター 事務局⾧

安齋 憲二

飯田 教郎 こどもあいネット 事務局

石原 達也 全国コミュニティ財団協会 事務局⾧

伊藤 仁平 行政書士 事業主

今井 悟史 公益財団法人みんなでつくる財団おかやま 事務局⾧

今給黎 辰郎

彌永 恵理 NPO法人 つなぎｔｅおおむた 理事⾧

一般財団法人ふくしま百年基金 設立発起人一覧

所属・肩書等



岩崎 大樹 特定非営利活動法人コースター 代表理事

石見 亜紀子

鵜尾 雅隆

鵜沼 英政 NPO法人みんぷく 事務局⾧

江尻 友樹 郡山市 政策開発部政策開発課

海老原 幸子 公益財団法人 京都地域創造基金

遠藤 慎 株式会社いろはデザイン 代表取締役

大谷 哲範 一般社団法人 日本ソーシャルセラピストアカデミー 代表理事

大野 覚 特定非営利活動法人茨城ＮＰＯセンター・コモンズ 事務局⾧・いばらき未来基金事務局

小笠原 隼人 株式会社エフライフ 代表取締役

岡部 和義

奥野 昌美 須賀川手話サークルあゆみ会要約筆記部

小田 徹 一般社団法人 金融財政事情研究会 専務理事

小田 寛 テクノプロ-ホールディングス株式会社 執行役員

神⾧倉 豊隆 NPO法人まちづくりNPO新町なみえ 理事業

可児 卓馬 公益財団法人 京都地域創造基金 専務理事

神代 伸一 NPOブラストビート 代表理事

川崎 環樹 埼玉県

河瀬 幸 阿寒国際ツルセンター【グルス】 館⾧

河村 浩美 公益財団法人ふじのくに未来財団 理事

神田 浩輝

菅野 真 認定特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター 常務理事

菊池 淳之 矢祭町そば大豆協議会 会員

岸本 道弘 経済産業省 官房審議官（環境担当）

北村 美和子 東北大学 工学研究科 俊・建築学専攻 博士後期課程

木村 卓美



木村 有宏 立正佼成会 総務部 渉外グループ

久保田 照美

熊本 ヒデ子 福島PHP友の会 会⾧

栗田 暢之 認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード 代表理事

栗原 裕子

小林 潤子 一般社団法人ふくしま連携復興センター

小林 庄次郎

齋藤 健一 郡山市 産業観光部 産業政策課 主任主査兼産業政策係⾧

齋藤 善平

齋藤 美佐 NPO PLUS

斎藤 由貴 一般社団法人ふくしま連携復興センター

斎藤 喜章 特定非営利活動法人ふくしま飛行協会 理事⾧

佐々木 和典

佐藤 綾乃 NPO運営サポート・あの屋

佐藤 千登勢 一般社団法人ふくしま連携復興センター

佐藤 望 特定非営利活動法人バードリサーチ 研究員

三部 香奈 一般社団法人 グロウイングクラウド 代表理事

三部 吉久 税理士法人 三部会計事務所 代表社員 所⾧

菅野 拓 阪神淡路大震災記念人と防災未来センター 主任研究員

杉妻 甲一 「カタコト・ネットワーク」（市民活動団体） 代表

鈴木 勲 株式会社ら・さんたランド 代表取締役

鈴木 一海 福島コミュニティ放送株式会社 代表取締役社⾧

鈴木 敬三

鈴木 惇也

鈴木 正一

鈴木 博之 合同会社スマート・ライフ・イノベーション 代表社員



鈴木 美紀 NPO法人日本ファンドレイジング協会東北チャプター 共同代表

鈴木 祐司 公益財団法人 地域創造基金さなぶり 専務理事・事務局⾧

鈴木 里加子 一般社団法人ふくしま連携復興センター

鈴木 綾
四つ葉学舎

NPO法人アスイク

代表

常務理事

砂田 好正 (中小企業診断士/経済産業省登録）

関 孝男 株式会社 あぶくま川内

相馬 由寛 相馬由寛中小企業診断士事務所 代表

髙田 美和子

高萩 幸一

髙橋 志津佳 一般社団法人ふくしま連携復興センター 復興創生専門員

髙橋 文郎 日本司法書士会連合会 理事

高橋 優介 北海道道民財団準備会 事務局⾧

武田 悦江 Yクリエイト 代表

田中 義吉 株式会社 田中義吉設計事務所 代表取締役

玉川 邦夫 会津こぼうし会 会⾧

田村 太郎 一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事

樽本 哲

丹波 史紀 立命館大学 准教授

中鉢 博之 特定非営利活動法人ビーンズふくしま 理事・事務局⾧

遠山 賢一郎 一般社団法人ふくしま連携復興センター

中川 政治 公益社団法人みらいサポート石巻 事務理事

中里 壽治 株式会社学研ホールディングス 顧問

西岡 潤二 日本災害復興学会 会員

西本 広志 公益財団法人ひょうごコミュニティ財団

根本 次郎 東京福島県人会 専務理事



馬場 新一 神戸大学大学院経営学研究科 准教授

浜口 祐治

林 洋一郎

半田 茂喜 株式会社 JIN 事業部⾧

蛭川 靖弘 NPO法人 喜多方市民活動サポートネットワーク 理事⾧

深尾 昌峰 公益財団法人京都地域創造基金 理事⾧

藤井 康彦

古山 郁 認定NPO法人 市民公益活動パートナーズ 代表理事

紅邑 晶子 オフィスBeni 代表

邉見 妙子 特定非営利活動法人 青空保育たけの子 代表理事

前田 諭志 株式会社デザイニウム 代表取締役

桝谷 和子 NPO法人こどもむげん感ぱにー 事務局⾧

松井 和久 松井グローカル合同会社 代表

松本 斉

間部 初夏

MALY LIZ 東北大学 災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 助教、Ph.D（建築）

三廻部 麻衣 一般社団法人ふくしま連携復興センター 広域避難者支援チーム

三島 理恵 NPO法人日本ファンドレイジング協会

三井 恒雄

三村 茂太 浜通り法律事務所 弁護士

宮定 章 認定NPO法人 まち・コミュニケーション 代表理事

宮寺 陽子 和文化研究会 代表

宮本 旭 郡山市役所 政策開発部 政策開発課 主査

武藤 幸子 一般社団法人ふくしま連携復興センター

目黒 照枝 木工房MEGURO 代表

山﨑 浩三



山﨑 靜子

山﨑 甚二郎

山﨑 信子 県交通安全母の会連絡協議会 名誉会⾧

山﨑 陽志

山﨑 友理 KDDI 株式会社

山﨑 幸啓

山﨑 庸貴

山田 香苗 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 相双地域支援サテライト企画・連携

山田 健一郎 公益財団法人 佐賀未来創造基金 理事⾧

山田 泰久 NPO法人CANPANセンター 代表理事

山田 由紀子

山本 健太 一般社団法人 SAVE TAKATA 教育事業・コミュニティ事業 マネージャー

横山 秀人

吉田 恵美子 特定非営利活動法人ザ・ピープル 理事⾧

和田 祐樹 ホールアース自然学校（NPO法人ホールアース研究所） 福島校代表（理事）

渡邉 桂子 認定NPO法人 みやぎ発達障害サポートネット 事務局⾧

和知 健明 ダルライザープランニング 代表

NPO法人いわて連携復興センター

NPO法人Gift

一般社団法人 GDMふくしま

一般社団法人手づくりマルシェ

一般社団法人浜通り生活支援協議会

株式会社JIN

株式会社エフライフ

株式会社ら・さんたランド

公益財団法人 世界宗教者平和会議日本委員会



特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

ふたば地域サポートセンターふたすけ

ヤフー株式会社（エールマーケット）


