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ふるさと  

納税  

長野県栄村 

長野県 栄村 〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信３４３３ 

栄村役場 総務課 電話 0269-87-3111（代） ＦＡＸ0269-87-3083 

E-mail  furusato@vill.sakae.nagano.jp 



 

栄村ふるさとづくり寄附金とは？ 

 栄村を応援しようとする個人または団体などから寄附金を募り、様々な人々の参画による個性豊かな活

力ある村づくりをすすめていこうとするものです。 

 「みどり豊かな心やすらぐむら」には恵まれた自然があり、その中で「結い」の心を大切に、人と人が助

け合って暮らしています。「村民一人ひとりがいきいきと、誇りを持って暮らせるむら」、「自然を愛し、歴

史・文化をふまえた、美しいむら」、「心のふれあいを深め、連帯感に満ちた健康で活力あるむら」を目指し

て、村づくりをすすめております。ぜひ、皆さまのご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

寄附金はどのように活用される？ 

①自然環境保全に関する事業 
 山や里の豊かな自然環境の保護、景観維持、地

球温暖化防止など豊かな自然を守り、心やすらぐ

村づくりへの取組み 

②雪害・災害・防災に関する事業 
高齢者世帯などへの雪害対策救助員の派遣、自

然災害への対策、地域防災体制の強化など災害に

強い村づくりへの取組み             

③保健・福祉に関する事業 
 健康増進・高齢者・障がい者・児童福祉の充実な

ど、だれもが安心して暮らすことのできる村づく

りへの取組み 
 

 

 

 

 

 

 

④文化・教育に関する事業                               
文化の伝承と振興、スポーツ振興、教育など、 

子どもから高齢者まで心豊かで、ふるさとを誇れ

る人を育む村づくりへの取組み  

 

⑤農業振興事業 
 農業従事者の高齢化と後継者不足に直面して

いますが、当村の豊かな自然と、清らかな雪解け

水で育てられた水稲を中心に、安全安心な農産物

の生産への取り組み 

⑥使い道の指定はしない 
村長にお任せいただくことになります。 

当村の振興のため有意義に活用させていただきま

す。 

次ページより返礼品をご紹介いたします！ 



 

 

 

●米類●  

栄村産コシヒカリ最高評価特Ａ米『心づかい』  
（提供事業者：ながの農業協同組合） ※予約受付になります。 

 
 

期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 申込締切日 

定期便 

白米 

A-1 
令和 4 年産『心づかい』白米 120 ㎏ 

令和 4 年 11 月から毎月発送（10kgを 12 回） 
￥200,000 R4.09.30 

A-2 
令和 4 年産『心づかい』白米 60 ㎏ 

令和 4 年 11 月から毎月発送（5kgを 12 回） 
￥100,000 R4.09.30 

玄米 

 

B-1 
令和 4 年産『心づかい』玄米 120 ㎏ 

令和 4 年 11 月から毎月発送（10kgを 12 回） 
￥150,000 R4.09.30 

B-2 令和 4 年産『心づかい』玄米 60 ㎏ 
令和 4 年 11 月～隔月発送(11 月・1 月・3 月・5 月・7 月・9 月 10kgを全 6 回） 

￥75,000 R4.09.30 

希望月 

白米 

A-3 R4【11 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R4.10.20 

A-4 R4【12 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R4.11.20 

A-5 R5【1 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R4.12.20 

A-6 R5【2 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.01.20 

A-7 R5【3 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.02.20 

A-8 R5【4 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.03.20 

A-9 R5【5 月発送】『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.03.20 

A-10 R5【6 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.03.20 

A-11 R5【7 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.03.20 

A-12 R5【8 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.03.20 

A-13 R5【9 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.03.20 

A-14 R5【10 月発送】 『心づかい』5 ㎏ ￥10,000 R5.03.20 

玄米 

B-3 R4【11 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R4.10.20 

B-4 R4【12 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R4.11.20 

B-5 R5【1 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R4.12.20 

B-6 R5【2 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.01.20 

B-7 R5【3 月発送】『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.02.20 

B-8 R5【4 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.03.20 

B-9 R5【5 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.03.20 

B-10 R5【6 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.03.20 

B-11 R5【7 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.03.20 

B-12 R5【8 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.03.20 

B-13 R5【9 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.03.20 

B-14 R5【10 月発送】 『心づかい』10 ㎏ ￥15,000 R5.03.20 

 

●特Ａ米とは 

長野県の農産物検査において整粒が７５％以上のものが『特Ａ米』となっております。 

・整粒とは  

 粒の形が完全で、被害粒、死米、異種穀粒および異物を除いたもの。 

 健全粒、完全粒といいます。 

長野県の基準は独自で設定されており、全国の基準は７０％以上ですので長野県は基準を厳し

く設定してあります。 

※玄米はクラフトバックでの包装となります 



 

●米類● 

コタキホワイト 
（提供事業者：㈱サヱグサ&グリーン）  
※コタキホワイトは栄村小滝集落産の「コシヒカリ」です。 令和 3 年産です。 
 

期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

定期便 白米 

kw-100r4 希少米を半俵キープ!! コタキホワイト 5kgを毎月お届け(全 6 回) ￥100,000 

kw-196r4 希少米を 1 俵キープ!! コタキホワイト 5kgを毎月お届け(全 12 回) ￥196,000 

kw-66r4 希少米コタキホワイトギフトラベル(3 種)＋5kgのセット毎月お届け(全 3 回) ￥66,000 

kw-132r4 希少米コタキホワイト 3kg 毎月お届け(全 12 回) 5kgではちょっと多いご家庭に ￥132,000 

kw-588r4 希少米コタキホワイト 5kg 毎月 3 ヶ所へお届け(全 12 回) ￥588,000 

kw-392r4 希少米コタキホワイト 5kg 毎月 2 ヶ所へお届け(全 12 回) ￥392,000 

kw-52r4 毎月ちょうどいい量をお届け! コタキホワイト 2kg を毎月お届け(全 6 回) ￥52,000 

kw-72r4 毎月ちょうどいい量をお届け! コタキホワイト 3kg を毎月お届け(全 6 回) ￥72,000 

単発 白米 

kw-17r4 希少米コタキホワイト 5kg ￥17,000 

kw-32r4 希少米コタキホワイト 2kg×5 ￥32,000 

kw-61r4 希少米コタキホワイト 5kg×4 ￥67,000 

kw-16r4 希少米コタキホワイトギフトボトル 620ｇ×2 本セット ￥15,000 

kw-28r4 希少米コタキホワイトギフトボトル 620g×４本セット ￥28,000 

※令和 3 年産です。いずれの返礼品も新米(令和 4 年産米)収穫後は新米に切り替えて発送します。 

※いずれの返礼品も通年申込みを受付けています。 
、 

サカエブレンド（提供事業者：㈱サヱグサ&グリーン）  
※サカエブレンドは千曲川沿いの田で生産されたコシヒカリです。  
期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

単発 白米 

br-17r4 サカエブレンド千曲リバーサイド 2ｋｇ×3 ￥17,000 

br-27r4 サカエブレンド千曲リバーサイド 2ｋｇ×5 ￥27,000 

br-38r4 サカエブレンド千曲リバーサイド 5ｋｇ×3 ￥38,000 

 

青倉米（提供事業者：青倉受託作業班） 栄村青倉集落産コシヒカリ 
期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

単発 白米 ao-10r4 令和 4年産 栄村産コシヒカリ「青倉米」5kg ￥10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県南魚沼に隣接した、信越の深い雪に育

まれた豊かな土壌が生み出すコシヒカリ「小滝

米」は、上品な甘みと程良いもち感があり、炊

きたてはもちろん冷めても美味しいのが特長

です。大きすぎない粒の美しさも、凝縮された

旨味とともに高級米と呼ばれるにふさわしい

ものです。 
 

 
千曲川沿いで作付けされる美味

しいコシヒカリを『スコッチウィス

キーになぞる』Blended 

 

 
雪どけ水やブナ林から流れ出

る天然水を利用し、安全でお

いしい青倉米 

 



 

●米類● 

コタキホワイト 
（提供事業者：㈱サヱグサ&グリーン）  
※コタキホワイトは栄村小滝集落産の「コシヒカリ」です。 令和 3 年産です。 
 

期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

定期便 白米 

kw-100 希少米を半俵キープ!! コタキホワイト 5kgを毎月お届け(全 6 回) ￥100,000 

kw-196 希少米を 1 俵キープ!! コタキホワイト 5kgを毎月お届け(全 12 回) ￥196,000 

kw-66 希少米コタキホワイトギフトラベル(3 種)＋5kgのセット毎月お届け(全 3 回) ￥66,000 

kw-132 希少米コタキホワイト 3kg 毎月お届け(全 12 回) 5kgではちょっと多いご家庭に ￥132,000 

kw-588 希少米コタキホワイト 5kg 毎月 3 ヶ所へお届け(全 12 回) ￥588,000 

kw-392 希少米コタキホワイト 5kg 毎月 2 ヶ所へお届け(全 12 回) ￥392,000 

kw-52 毎月ちょうどいい量をお届け! コタキホワイト 2kg を毎月お届け(全 6 回) ￥52,000 

kw-72 毎月ちょうどいい量をお届け! コタキホワイト 3kg を毎月お届け(全 6 回) ￥72,000 

単発 白米 

kw-17 希少米コタキホワイト 5kg ￥17,000 

kw-32 希少米コタキホワイト 2kg×5 ￥32,000 

kw-61 希少米コタキホワイト 5kg×4 ￥67,000 

kw-16 希少米コタキホワイトギフトボトル 620ｇ×2 本セット ￥15,000 

kw-28 希少米コタキホワイトギフトボトル 620g×４本セット ￥28,000 

※令和 3 年産です。いずれの返礼品も新米(令和 4 年産米)収穫後は新米に切り替えて発送します。 

※いずれの返礼品も通年申込みを受付けています。 
、 

サカエブレンド（提供事業者：㈱サヱグサ&グリーン）  
※サカエブレンドは千曲川沿いの田で生産されたコシヒカリです。 令和 3 年産です。 
期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

単発 白米 

br-17 サカエブレンド千曲リバーサイド 2ｋｇ×3 ￥17,000 

br-27 サカエブレンド千曲リバーサイド 2ｋｇ×5 ￥27,000 

br-38 サカエブレンド千曲リバーサイド 5ｋｇ×3 ￥38,000 

 

ホタルのかがやき米（提供事業者：㈱さかえ） 
期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

単発 白米 sa-20 特選コシヒカリ 『ホタルのかがやき』米 10kg ￥20,000 

 

栄村産コシヒカリ最高評価特Ａ米『心づかい』 
（提供事業者：ながの農業協同組合） ※令和 3 年産です。9 月末日までの受付 
期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

単発 白米 

ja-10 【すぐに欲しい方!】栄村産コシヒカリ最高評価『特Ａ米 5kg』（令和 3年産） ￥10,000 

ja-16 【すぐに欲しい方!】栄村産コシヒカリ最高評価『特Ａ米 10kg』（令和 3年産） ￥16,000 

ja-23 【すぐに欲しい方!】栄村産コシヒカリ最高評価『特Ａ米 15kg』（令和 3年産） ￥23,000 

ja-31 【すぐに欲しい方!】栄村産コシヒカリ最高評価『特Ａ米 20kg』（令和 3年産） ￥31,000 

単発 玄米 ja-15 【すぐに欲しい方!】玄米で！栄村産コシヒカリ最高評価『特Ａ米 10kg』（令和 3 年産） ￥15,000 

新潟県南魚沼に隣接した、信越の深い雪に育

まれた豊かな土壌が生み出すコシヒカリ「小滝

米」は、上品な甘みと程良いもち感があり、炊

きたてはもちろん冷めても美味しいのが特長

です。大きすぎない粒の美しさも、凝縮された

旨味とともに高級米と呼ばれるにふさわしい

ものです。 
 

 
千曲川沿いで作付けされる美味

しいコシヒカリを『スコッチウィス

キーになぞる』Blended 

 

 

コシヒカリ産地

「魚沼地方」に

隣接した栽培

適地で、千曲川

の川霧をたっぷ

り浴びて育った

豊かな味わい

が自慢です 

。 



 

●もち米● 

栄村産厳選こがねもち（提供事業者：㈱サヱグサ&グリーン）  
※9 月初まで受付。出荷はもち米の稲刈り完了後、調整精米し 10 月中旬に、一括配送 
期間 種類 品番 返礼品名 寄附金額 

単発 もち米 
km-15 もち米 新米(令和 4年産)  5kg 予約受付 ￥15,000 

km-29 もち米 新米(令和 4年産)  10kg 予約受付 ￥29,000 

 

●肉類● 

ジビエ（提供事業者：㈱ヤドロク） 
種類 品番 返礼品名 寄附金額 

ジビエ ya-40 ジビエ肉（熊・猪・鹿各 160g）シャブシャブ 3種食べ比べセット ￥40,000 

 

●野菜類● 

トマトジュース（提供事業者：(有)栄村物産センター） 
種類 品番 返礼品名 寄附金額 

トマトジュース bu-m11 トマトジュース 無塩(1缶 190g・30缶入り) ￥11,000 

トマトジュース bu-y11 トマトジュース 有塩(1缶 190g・30缶入り) ￥11,000 

 

無塩    有塩  
 

山菜セット（提供事業者：㈱さかえ） 
種類 品番 返礼品名 寄附金額 

山菜・アスパラガス sa-18 山菜・アスパラガスセット ￥18,000 

※山菜は 3～5種(選択不可)、アスパラガス約 500g 

 

●加工品類● 
（提供事業者：(有)栄村物産センター） ※特産品詰合せは 5 種程度の詰合せになります。季節によって内容が異なります。 

種類 品番 返礼品名 寄附金額 

カレー bu-c11 トマジューカレーセット（200g×5個） ￥11,000 

ケチャップ bu-13 おひさまケチャップ・木製スプーン付（240g×4個） ￥13,000 

ドーナツ bu-10 栄村のお米を使った米粉ドーナツセット(4 種×3 全 12 個) ￥10,000 
 

 

 
 

（提供事業者：㈱さかえ） 
種類 品番 返礼品名 寄附金額 

あんぼ sa-9 伝統郷土食「あんぼ」１２個入り ￥9,000 

※野沢菜漬け,あんこ,きのこ 3種×4 

地元で獲れた熊、猪、鹿をすぐに

血抜きすることで特有の臭みなど

がなく、かつジビエ肉の脂身の美

味しさや食感を味わえる商品で

す。自家製ポン酢、ゴマダレをお

付けしています。 

宮川農園で収穫される栄村産手摘みトマ

トを１００％使用し、こだわりのストレート製

法で製造した濃厚なトマトジュースです。

収穫直後のトマトを使用し、年に 1 回だけ

製造される人気の商品です。 

【山菜】 雪国の山菜は半年もの間、雪の下でじっ

と春を待ち、雪解けとともに一斉に芽吹きます。清

らかな雪解け水で育った山菜はアクが少なく旨味

がたっぷりです。 

【アスパラガス】 昼夜の寒暖差が大きい地域で育

ったアスパラガスは糖度がたっぷりです。 

 

「あんぼ」とは、生地に長野

県栄村産コシヒカリを使用

し、その中に、野沢菜漬け・

あんこ・きのこを包み込んだ

郷土食です。 

 

 

 



 

●飲料水● 
（提供事業者：㈱ワールドエコ） 

種類 品番 返礼品名 寄附金額 

ペットボトル we-10 信越自然郷天然水 500mlペットボトル 24本入り ￥10,000 

サーバー(単発) we-20 信越自然郷天然水 8L×3本 1回＋サーバー1台 ￥20,000 

サーバー(定期) we-79 信越自然郷天然水 8L×3本 6回＋サーバー1台 ￥79,000 

サーバー(定期) we-151 信越自然郷天然水 8L×3本 12回＋サーバー1台 ￥151,000 

 

●酒類● 
（提供事業者：農家民宿石沢酒造場） 

種類 品番 返礼品名 寄附金額 

どぶろく ni-12 雪室熟成 豪雪物語 720ml ￥12,000 

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています！！ 

 

●アロマ類● 
（提供事業者：苗場山観光㈱） 
種類 品番 返礼品名 寄附金額 

蒸留水 na-4 信州秋山郷産クロモジ芳香蒸留水「郷の雫」100ml 1本 ￥4,000 

蒸留水 na-10 信州秋山郷産クロモジ芳香蒸留水「郷の雫」100ml 3本 ￥10,000 

精油 na-8 信州秋山郷産クロモジ和精油 3ml 1本 ￥8,000 

精油 na-16 信州秋山郷産クロモジ和精油 3ml 2本 ￥16,000 

セット na-12 信州秋山郷産クロモジ芳香蒸留水 100ml＋和精油 3ml ￥12,000 

 

●雑貨類● 
（提供事業者：(有)栄村物産センター） 

種類 品番 返礼品名 寄附金額 

ポロシャツ 

＆ 

エコバッグ 

bu-15 
栄村オリジナルポロシャツ&エコバッグセット 

ポロシャツ サイズ：S/M/L/XL、カラー：白・エンジ・ネイビー 

エコバッグ カラー：黒・青・赤 ※サイズ・カラーをお選び下さい 

￥15,000 

Tシャツ 

＆ 

エコバッグ 

bu-14 

栄村オリジナル Tシャツ&エコバッグセット 

Tシャツ サイズ：S/M/L/XL、カラー：白・黒・緑・黄色 

エコバッグ カラー：黒・青・赤 ※サイズ・カラーをお選び下さい 

￥14,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●宿泊・体験● 
 

 

 

 

 
非加熱処理・無菌充填方式

で製造した天然水。山々に

囲まれた日本有数の雪の名

所である栄村。 

栄村の資源である湧水を使

用しています。 

 

「どぶろく」は構造改革特別区域法

により認定された区域内（どぶろく

特区）で、免許取得者のみが製造で

きる濁り酒。豪雪地帯ならではの雪

を活用し、厳選されたお米を使い、

雪室の中で熟成することによりまろ

やかさが加わりました。 

 
 

クロモジの枝葉を苗場山の伏流

水を使い精製した芳香蒸留水。 

和精油は苗場山の伏流水を使

い丁寧に蒸留、精製しました。 

【道の駅信越さかえオリジナル】 

左胸には【秘境の里 秋山郷」、右袖には【道の駅信越さかえ】、バックプリントには【さかえ】 

シワが付きにくく、乾きやすい、繰り返し洗っても色落ちしにくいさっぱりとしたドライタッチの生地です。 

   
ポロシャツ Tシャツ エコバッグ 

 



 

●宿泊・体験● 
（提供事業者：㈱ヤドロク）  

種類 品番 返礼品名 寄附金額 

宿泊券 yu-100 秋山郷雄川閣宿泊券（ペア・一泊二日二食付） ￥100,000 

 

 

 

 

 
 

（提供事業者：森宮交通㈱） 
種類 品番 返礼品名 寄附金額 

タクシー mo-63 秋山郷温泉タクシー4時間貸切コース ￥63,000 

 

     
 

（提供事業者：㈱信州アウトドアプロジェクト） 
種類 品番 返礼品名 寄附金額 

空き家管理 so-15 【えんと】空き家管理代行サービス(外部巡回コース)※１ヵ月お試しプラン ￥15,000 

空き家管理 so-22 【えんと】空き家管理代行サービス(外部・内部巡回コース)※１ヵ月お試しプラン ￥22,000 

 

 

 

 

 

●コラボ返礼品● 
（提供事業者：㈱サヱグサ&グリーン・㈱ヤドロク） 

種類 品番 返礼品名 寄附金額 

コラボ cb-52 希少米コタキホワイト 3kg とジビエシャブシャブのセット ￥52,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※秋山郷雄川閣の詳細はコチラ 

http://yusenkaku.yadorok

u.jp/ 

秘境『秋山郷』にある数々の温泉を、温

泉ソムリエの資格を持つ観光ガイドタ

クシードライバーがご案内 

コタキホワイト ジビエシャブシャブ 

  
栄村を代表する返礼品の希少米コタキホワイトとジビエシャブシャブのコラボレーション！ 

自宅にいながら栄村の味覚を堪能出来ます。 

希少米コタキホワイトと一般市場には出回らない栄村のジビエシャブシャブ。 

ジビエシャブシャブを楽しんだ後、コタキホワイトでの雑炊は格別の美味しさです！ 

 

秋山郷雄川閣でご利用いただける 1泊 2食付きの宿泊券です。 

ジビエ肉のしゃぶしゃぶや和食懐石、大自然を一望できる 

露天風呂をお楽しみいただけます。 

 

 

遠方にお住まい等の理由で定期的に様子を見られない方に

代わりに、１級空き家管理士が巡回を行い建物の状況を報

告します。 

 



 

寄附金の申込方法                                     
（１）ふるさとチョイスからのお申込み  

インターネットでお申込みください。クレジットカード決済、マルチペイメント決済が可能です。 

●『ふるさとチョイス』 から栄村ページへアクセスする方法 

https://www.furusato-tax.jp/に接続後、「自治体を探す」から長野県栄村を検索  

●『楽天ふるさと納税』 から栄村ページへアクセスする方法 

https://event.rakuten.co.jp/furusato/に接続後、「地域から探す」から長野県栄村を検索 

 

（２）申込書（用紙）によるお申込み 

申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送・ファックス・メール等でお送りください。 

申込書 

送付先 

◆ FAX ０２６９－８７－３０８３  ※未着を防ぐため送信後にお電話ください。 

◆ 電子メール furusato@vill.sakae.nagano.jp 

◆ 郵送 〒３８９－２７９２（住所不要） 栄村役場  ふるさと納税担当 宛  

◆ 電話 ０２６９－８７－３１１２ 

 

寄附金の納入方法                                                        
（１）クレジットカードによる納入 

ふるさとチョイス又は楽天ふるさと納税の申込フォームから手続きをしてください。 

（２）マルチペイメントによる納入 

   ふるさとチョイス又は楽天ふるさと納税の申込フォームから手続きをしてください。 

   詳細はふるさとチョイス又は楽天ふるさと納税の申込みページでご確認ください。 

（３）納付書（郵便局）による納入 

ふるさとチョイスの「ふるさと納税申込フォーム」または「寄附申込書」によるお申込み手続きをしてください。栄

村からお送りする「払込取扱票」を使って、郵便局（ゆうちょ銀行）からお振込みください。 

（４）銀行振込による納入 ※振込手数料はご負担ください。 

ふるさとチョイスの「ふるさと納税申込フォーム」または「寄附申込書」によるお申込み手続きをしてください。後

日、栄村からお知らせする指定口座にお振込みください。※必ず申込者（寄附者）のお名前でお振込みください。 

（５）現金書留による納入 ※送金手数料はご負担ください。 

現金書留には、「寄附金」と「寄附申込書」を同封して栄村役場まで郵送してください。 

＜郵送先＞ 〒３８９－２７９２ （住所記載不要） 栄村役場 ふるさと納税担当 宛 

（６）現金持参 

栄村役場へ「寄附金」と「寄附金申込書」をご持参ください。 

 

公表について                                         

ご希望により氏名、住所（都道府県名）を公表させていただきます。 

 

お問合せ                                                       
 〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信３４３３ 

 栄村役場 総務課 電話 0269-87-3111（代） ＦＡＸ0269-87-3083 

 E-mail  furusato@vill.sakae.nagano.jp 

https://www.furusato-tax.jp/
https://event.rakuten.co.jp/furusato/
mailto:furusato@vill.sakae.nagano.jp

