さいたま市『ふるさと応援』寄附申出書
平成

年

月

日

（宛先）さいたま市長
お礼の品送付希望先（寄附者様と異なる場合のみ、ご記入ください）
郵便番号

郵便番号

ご住所

ご住所

(フリガナ)

(フリガナ)

お名前

お名前

(又は団体名)

(又は団体名)

ＦＡＸ

電話番号

電話番号

Eメール

私は、下記のとおり寄附を申し出ます。
記

《寄附区分》

さいたま市ＰＲキャラクター

つなが竜ヌゥ

小児救急医療事業
（6）
児童虐待防止対策事業
ナーサリールーム事業
（8） 全国障害者スポーツ大会事業 （9） チャレンジスクール推進事業
（7）
（10） さいたま国際マラソン開催事業 （11） （仮称）岩槻人形博物館整備事業 （12）
交通バリアフリーの推進
（13）
（14）
（15）
スマイルロード整備事業
都市公園等整備事業
緑化推進事業
（16） さいたま市リーディングエッジ企業認証支援事業 （17）
（18）
就労支援体制整備事業
戦略的企業誘致の推進
（19）
（20）
（21） スポーツコミッション事業
中小企業支援事業
産学連携支援
（22） 自主防災組織強化・育成事業 （23）
（24） 交通安全施設設置及び維持管理事業
防犯対策事業
（27）
（26）
（25）
ふれあい福祉基金
リサイクル基金
男女共同参画推進事業
（30） 高速鉄道東京７号線整備基金
（29）
（28）
文化芸術都市創造基金
都市開発基金
（31）
（32） 市民活動及び協働の推進基金 （33）
スポーツ振興基金
庁舎整備基金
（34）
一般寄附
地球温暖化対策事業
産科医等確保支援事業
放課後児童健全育成事業

（1）
（4）

（2） E-KIZUNA Pｒｏｊｅｃｔなどの実施 （3）
（5）

※市民活動及び協働の推進基金には、一般寄附金（さいたま市の市民活動全般を応援する寄附金）と団体希望寄附金（基金に登録している市民活動団体を
選んで応援する寄附金）の2種類がございます。詳しくは市民協働推進課（048-813-6403）にお問い合わせください。

寄附を行う区分及び寄附金額（最大３つまで）
番号
（

）

金額

番号

￥

◎ 寄附の方法
〔
〕 納付書

円

〔

（

）

金額
￥

〕 銀行振込

番号
円

（

）

金額
￥

円

◎ お礼の品の希望の有無
〔
〕 希望する 〔

〕 希望しない

※ いずれか一つをお選びください。

◎ ワンストップ特例の申請
〔
〕 希望する 〔

※希望される方には、入金を確認した後に、氏名等を記載した申請書と返信用封筒を送付させていただきます。

〕 希望しない

※ 希望される方は、性別、生年月日をご記入ください。
性別（
）
生年月日 明治 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成

年

月

日

以下はお礼の品を希望される方のみ、お答えください。（注）お礼の品の一覧が裏面にございます。
◎ 個人情報の提供について
※お礼の品につきましては、原則、生産者から直接、寄附者様に配送いたします。個人情報（郵便番号、ご住所、お名
前、電話番号）をお礼の品の生産者に提供することについてご承認いただける場合は、以下の「承認する」の欄に○を付け
てください。

〔

〕 承認する

◎ ご希望のお礼の品

〔
〔

〕 承認しない

〕 ※裏面よりいずれか一つをお選びください。

（注）個人情報の提供を承認されない寄附者様には、本市から直接、寄附者様に発送
させていただきますが、下記のお礼の品に限らせていただきます。飲食物を発送する
ことはできませんので、ご了承ください。
①寄附額１万円以上の場合…(1)、(5)、(15)、(16) から一つ
②寄附額３万円以上の場合…(19)、(25)、(26)、(27)、(28)、(29)、(34)、(35)から一つ
③寄附額５万円以上の場合…(46)、(67)から一つ
④寄附額２０万円以上の場合…(68)

収受印欄（さいたま市が使用します）

さいたま市『ふるさと応援』寄附 お礼の品一覧 （※詳細はパンフレット、市ホームページをご覧ください）
寄附額１万円以上３万円未満のお礼の品
No.
品 名

No.

品 名

（１） 鉄道博物館・大宮盆栽美術館入館券2枚

（２） 中山道宿場銘茶詰合せ

（３） kazusaya Ａセット

（４） 金紋世界鷹飲み比べセット

（５） ヌゥグッズ詰合せ（ヌゥぐるみＭセット）

（６） さいたま名物うなぎ煎餅

（７） チーズケーキラスク

（８） 彩の国だるませんべい1箱

（９） しびらきギフト

（１０） 絹ごし豆腐彩り５種セット

（１１） さいたま市産特別栽培米こしひかり5kg精米袋

（１２） 空き家見回りサービス

（１３） 育児支援サービス

（１４） ぶたのしっぽ ダイエットエクレア9本セット

（１５） 大宮アルディージャ応援セット（Ａ）

（１６） 大宮アルディージャタオルセット（Ａ）

（１７） コカ・コーラ500ｍｌペットボトル×24本セット

（１８） 綾鷹525ｍｌペットボトル×24本セット

寄附額３万円以上５万円未満のお礼の品
No.
品 名

No.

品 名

（１９） 鉄道博物館・大宮盆栽美術館入館券4枚

（２０） 中山道宿場銘茶詰合せとお茶漬菜菜

（２１） かやの木ロールと濃厚ショコラ

（２２） kazusaya Ｂセット

（２３） kazusaya メダル受賞セット

（２４） kazusaya アイスバインセット

（２５） ヌゥグッズ詰合せ（ヌゥぐるみＬセット）

（２６） ぼんサイくんグッズセット

（２７） クリテリウム公認商品 ヌゥグッズセット

（２８） 盆栽小鉢モミジ

（２９） さくら草エコマグカップ5個セット

（３０） チーズケーキラスクと特製ベイクドダンテ15cm

（３１） 彩の国だるませんべい2箱

（３２） 国産うなぎの蒲焼2人前

（３３） さいたま市産特別栽培米こしひかり5kg精米袋×2 （３４） 大宮アルディージャ応援セット（Ｂ）
（３５） 大宮アルディージャタオルセット（Ｂ）

（３６） コカ・コーラ500ｍｌペットボトル×24本セット×2箱

（３７） 綾鷹525ｍｌペットボトル×24本セット×2箱
（３９） かえで盆栽（小型サイズ） 樹齢5年程度

（３８） ソフトドリンク1杯付き
（４０） 山もみじ盆栽（小型サイズ） 樹齢5年程度

（４1） 長寿梅盆栽（小型サイズ） 樹齢5年程度

（４２） ベニシタン盆栽（小型サイズ） 樹齢5年程度

寄附額５万円以上１０万円未満のお礼の品
No.
品 名

東浦和高砂 彩懐石ペアランチお食事券

No.

品 名

（４３） Kazusaya おもてなしセット

（４４） 彩の国だるませんべい5箱

（４５） 国産うなぎの蒲焼4人前

（４６） 大宮アルディージャ応援セット（Ｃ）

（４７） コカ・コーラ500ｍｌペットボトル×24本セット×5箱

（４８） 綾鷹525ｍｌペットボトル×24本セット×5箱

東浦和高砂 彩懐石ペアディナーお食事券
（４９） ソフトドリンク1杯付き

うらわ高砂 彩懐石ペア豪華ランチお食事券

（５１） 五葉松盆栽（小型サイズ） 樹齢５〜１０年程度

（５０） 高砂あんみつソフトドリンク1杯付き
（５２） 真柏盆栽（小型サイズ） 樹齢５〜１０年程度

（５３） 黒松盆栽（小型サイズ） 樹齢５〜１０年程度

（５４） 赤松盆栽（小型サイズ） 樹齢５〜１０年程度

（６７） 浦和レッズ応援グッズ（A）
寄附額１０万円以上２０万円未満のお礼の品
No.

品 名

（５５） 彩の国だるませんべい10箱

寄附額２０万円以上のお礼の品
No.
品 名

No.

品 名

（５６） うらわ高砂 彩懐石ペアプレミアムディナーお食事券

（５８） うらわ高砂 彩懐石ペア特別ディナーお食事券

No.
品 名
（５９） 五葉松盆栽（中型型サイズ） 樹齢１０〜１５年程度

（６０） 真柏盆栽（中型サイズ） 樹齢１０〜１５年程度

（６１） 黒松盆栽（中型サイズ） 樹齢１０〜１５年程度

（６２） 赤松盆栽（中型サイズ） 樹齢１０〜１５年程度

（６８） 浦和レッズ応援グッズ（C）

寄附額５０万円以上のお礼の品
No.
品 名

No.

品 名

（６３） 五葉松盆栽（中型サイズ） 樹齢１５〜２０年程度 （６４） 真柏盆栽（中型サイズ） 樹齢１５〜２０年程度
（６５） 黒松盆栽（中型サイズ） 樹齢１５〜２０年程度

（６６） 赤松盆栽（中型サイズ） 樹齢１５〜２０年程度

