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平成  年  月  日 

見附市長 久住時男 宛 
（寄付申込者）〒    ―           

住  所                   

氏
ふり

  名
がな

                   

電話番号                    

 

ふるさと見附応援寄付金申込書 

 

ふるさと見附を応援するため下記のとおり寄付を申し込みます。 

 

記 

 

寄付金額             円 

 

１ 希望する払込方法について 

ひとつを選び、□にチェックを入れてください。 

□ 郵便局（ゆうちょ銀行）からの寄付 
後日専用の払込取扱票をお届けします。手数料はかかりません。 

□ 現金書留による寄付 
郵送料は寄付者様負担となります。 

□ 市役所窓口での寄付  
見附市役所 3階企画調整課までお越し下さい。 

□ 市の納付書による寄付  
後日専用の納入通知書をお届けします。使用できる金融機関は、北越銀行、第四銀行、大光銀行、長

岡信用金庫、三条信用金庫、新潟県信用組合、三條信用組合、にいがた南蒲農業協同組合の各店舗で

す。手数料はかかりません。 

 

２ 希望する寄付金の使いみちについて 

ひとつを選び、□にチェックを入れてください。 

□ 人と自然が共生し健やかに暮らせるまちづくり（子育て、福祉、医療、環境等） 

□ 安全安心な暮らしやすいまちづくり（防災、交通、住環境等） 

□ 産業が元気で活力あるまちづくり（産業振興等） 

□ 人が育ち人が交流するまちづくり（教育、生涯学習、地域間交流等） 

□ 市政一般 



  

３ お礼品の選択   

希望するお礼品をご記入ください。詳しくは「お礼品の選択について」をご覧ください。 

 商品 No. 発送方法等 

例 D④ 10㎏×6回発送 

1   

2   

3   

お礼品の送付先が寄付者様と異なる場合は、下記に住所、宛名、電話番号をご記入ください。 

〒 

                   ☎ 

 

４ お名前の公表について 

ひとつを選び、□にチェックを入れてください。 

□ 同意する  □ 同意しない 

寄付者様の氏名と在住都道府県を見附市ホームページにて紹介します。また、氏名をプレートに刻み、市内

公共施設等に設置します。 

 

５ 見附市からの情報提供について 

  ご希望の情報の□にチェックを入れてください。無料にてお届けします。 

□ 見附市シティプロモーション動画（DVD１枚） 

『みつけのイイトコ見つけに行こう！みつけ発見』 

某「世界のクイズを発見する」旅番組風に、本格的に制作した動画です。見附市出身のモデルタレント、 

今井美穂さんがナビゲーターとして出演し、みつけのイイトコを紹介します。 

 

□ 見附市広報誌「広報見附」（１年分） 

 

６ 見附を応援する「見附さぽーた」に、ぜひご加入ください。 

加入していただくと、見附の最新情報が詰まった会報誌「見附さぽーた通信」を年２回（予定）お送りするほか、

イベント情報、見附の物産品の案内など最新情報をお知らせします。入会金や年会費などは一切かかりません。ぜ

ひご加入お願いします。 

□ 加入する    メールアドレス                        

□ 加入しない 

□ 既に加入している 

 

７ 見附とのつながり（見附市出身等）や見附への応援メッセージをぜひご記入ください。 

 

 

 

 

問合せ先：〒954-8686 新潟県見附市昭和町 2-1-1 

見附市企画調整課 企画担当 小師 

TEL 0258-62-1700（内線 315） 

FAX 0258-63-1006  



  

【お礼品の選択について】 
寄付額に応じてお礼品の選択方法が変わります（最大 3 品）。下記表をご参照くださ

い。また、コース内容は文書末の「お礼品一覧」をご覧ください。 

金額 コース選択方法 

1万円～1万 5,000円未満 NA コースから 1品選択 

1万 5,000円～3万円未満 A コースから 1品選択 

3万円～5万円未満 B コースから 1品選択 

5万円～10万円未満 C コースから 1品選択 

または、NA・A コースから 2品選択 

10万円～15万円未満 ND コースから 1品選択 

または、NA・A・Bから 3品選択 

15万円以上 D コースから 1品選択 

または、NA・A・B・Cから 3品選択 

について 
ND コース、D コースは、分割での発送が可能です。下記の発送回数からお選びいただき、 
『３、お礼品の選択』 の 『発送方法等』 欄にご記入ください。 

ND コース （お米 40㎏） 

※１カ月に１度の配送です。 
・４０㎏×１回    ・２０㎏×２回   ・１０㎏×４回 

D コース （お米 60㎏） 

※１カ月に１度の配送です。 
・６０㎏×１回    ・３０㎏×２回   ・１０㎏×６回 

D コースキャンペーンのカタログギフトは初回発送時にお送りします。 

見附市公式 

はじめました！ 

マンガや動画で、まちのできごと発信中 
（ときどき脱線中）!! 

見附市公式フェイスブック ぜひ一度ご覧ください！ 

https://www.facebook.com/city.mitsuke/ 

【見附市章のヒミツ？】市章に秘められた真実を知ったのは見小ッ子高学年だったと思います。 

いまだに市章を見ると、「ケ」を確認したくて首が傾きます。（見附市公式レポーター村上徹） 

分割発送 

https://www.facebook.com/city.mitsuke/


お礼品一覧  ※寄付額が１万円未満の場合、返礼品はありません。        平成 29年 9月 29日現在 

NA コース （1万円～1万 5,000円未満） 

商品 No． 商品名 

NA① どまいち商品詰め合わせ 

NA② みつけ銘菓（常温） 

NA③ みつけ銘菓（冷蔵） 

NA④ みつけ銘菓（アイス） 

A コース （1万 5,000円～3万円未満） 

A③ 湧水コシヒカリ５㎏ 

A⑦ 大丈夫精米５㎏ 

A⑧ 池田さんの見附産コシヒカリ５㎏ 

A⑨ 甘うまミネラル米 獅子米（コシヒカリ）５㎏ 

A⑩ 鳥屋脇町生産組合 特栽コシヒカリ ５㎏ 

A⑪ 縄文の郷コシヒカリ 特別栽培米 ５㎏ 

B コース （3万円～5万円未満） 

B① どまいち商品詰合せ（6品程度） 

B② みつけ銘菓詰合せ 

B⑨ 見附市カタログギフト 

C コース  （5万円～10万円未満） 

C① どまいち商品詰合せ（8～10品程度） 

C⑤ ふるさと見附旅行券「REANT」一泊朝食付き二名様 

C⑥ ふるさと見附旅行券「ホテルつるや」一泊朝食付き二名様 

ND コース （10万円～15万円未満）                 詳しくは前ページをご覧ください。 

ND① 湧水コシヒカリ 40㎏ 

ND② 大丈夫精米 40㎏ 

ND③ 池田さんの見附産コシヒカリ 40㎏ 

ND④ 甘うまミネラル米 獅子米（コシヒカリ）40㎏ 

ND⑤ 鳥屋脇町生産組合 特栽コシヒカリ 40㎏ 

ND⑥ 縄文の郷コシヒカリ 特別栽培米 40㎏ 

D コース （15万円以上）             詳しくは前ページをご覧ください。 

D① 湧水コシヒカリ 60㎏ （キャンペーン中！B⑨カタログギフト 1冊付き） 

D② 大丈夫 60㎏ （キャンペーン中！B⑨カタログギフト 1冊付き） 

D③ 池田さんの見附産コシヒカリ 60㎏ （キャンペーン中！B⑨カタログギフト 1冊付き） 

D④ 甘うまミネラル米 獅子米 60㎏ （キャンペーン中！B⑨カタログギフト 1冊付き） 

D⑤ 鳥屋脇町生産組合 特栽コシヒカリ 60㎏ （キャンペーン中！B⑨カタログギフト 1冊付き） 

D⑥ 縄文の郷コシヒカリ 60㎏ （キャンペーン中！B⑨カタログギフト 1冊付き） 

 

分割発送 

分割発送 


