
■応援メッセージ（一部紹介）

未来ある子どもたちの教育に役立てて下さい

地域のお力になり得る機会を得ましたこと、感謝いたします。

村の益々のご発展にお役立ていただければ幸いです。

少しでも街の活力になれたら嬉しいです。

ふるさと納税で地域活性化に繋がればと思っています。

長生村、千葉で唯一の村だとの事ですね。返礼品目当ての納税で、初めは「ながいきむら」だと思っている
くらい全く知らない所でした。でも色々見ている内に興味が湧いて、色々調べてみました。有名な九十九里
浜も近く、素敵な自然の多い場所なのだろうと思います。いつか夫婦で旅行に行きますので、それまできれ
いな自然を守っていて下さい。お願いします。

魅力的な返礼品をご提供してくださり、ありがとうございます。これからも抜群なものを期待しています。が
んばってください。

昨年に引き続き，貴町のお米を申し込ませていただきます。いただいたお米は，本当に美味しかったです。
アイガモは，子どもができたら…と考えております。これからも，生産者の皆さん，頑張ってください！！

おいしい農産物を有難うございます。
大自然とまごころこめて育てて下さる農家さんに感謝です。

昨年のお米もとてもおいしかったです。
綺麗な場所なんだなーと思いながらいただきました。
ありがとうございます。

昨年も寄付をさせてもらいました。
これからも、お米の出品をしていただきたいと思っております。

美味しいお米を作ってくださってありがとうございます。
お元気で長生きをしてください

毎年特に「からすみ」を楽しみにしています。からすみが好きで、いろんなからすみを食べましたが、長生村
のからすみはとってもおいしいです！来年も同じ返礼品だと嬉しいです！

美味しいお米をたくさん作ってください。
海の幸もとてもおいしそうなのでぜひ、行ってみたいです。

おにぎりにすると美味しいお米との事でお弁当に良さそうで今まで知らなかった銘柄で長生産との事でまさ
に地場産品なので楽しみにしています。

魅力的な返礼品が多くて有り難く思っております。これからも頑張ってください。

毎年、寄付させていただいています。これからも素敵な返礼品を期待しています。村が少しでも活性化され
ることを祈っています。

昨年も同じ商品をいただきましたが、贈った方から好評でしたので、今年も返礼品お願いいたしました。どう
ぞよろしくお願いいたします。

農業を応援しています。生産者の皆様、がんばってください！！

以前ふさこがねを食べましたが大変おいしいお米ですね。
楽しみにしています。



男の子3人の我が家、お米はなによりも助かります！
より良い町となりますように！

今回初めて「長生村」という自治体があることを知った。
「長生」という名称をもっと活用して、地域振興したらいいと思う。

良いお米の作れる風土を継続してほしいです。

いつもお得な返礼品をラインナップいただき、
ありがとうございます。
今回も寄付いたしますので、頑張ってください！

町の名前に惹かれました。
こちらで育てられたお米を頂き、子供達が長く健やかに育って欲しいです。

毎年応援しています。
量の多いお米は、大変助かります。

行ったことはありませんが、長生きできる村のような気がしました。

祖母の住んでいたところです。いつまでも自然豊かで、高齢者に優しい村でいてくれるよう応援しています。

以前、千葉県に住んでいたことがあります。千葉のお米は、もっちりとしていて、とても美味しいと思います。
こらからも同じ条件でやって頂けたら、嬉しいなぁ、と思います。頑張って下さい！！！

村の名前が魅力的です。本当に良い名前ですね！惹かれました

去年、お米の量に惹かれて、寄付したのだが、お米は他の所のよりも美味しいくて感動。
いつかアイガモ農法のオーナーにもなりたい。

地方はいろいろ特色を出さないと生き残れなくなっていますが、どうぞがんばってください

長生きの村一度遊びに行きたいです。

長生村のふさこがねの評判が良いので、楽しみにしています。

お伺いした事が無いですが、この寄付をきっかけに、お伺いしたく思ってます。

1年越しの寄付になりますが、これからも頑張ってください！
あいがも農法の所だってすぐにわかりました。
お上がいろいろ法改正言っておりますが、私は自分が知らなかった地域とのつながり方が面白いと思いま
すし、実際に立ち寄る機会を作ることにつながっていると思います。
長生村さんがんばって！

ながいきとも読める村の名前がとてもいいですね。子どもから高齢者の方までみんなが元気で生活できる
村であり続けられるように、応援しています。

自然が豊かで、特に海産物が素晴らしい村という事を知りました。
同じ、海に面した場所に住む者として、応援したく、今回は応募させていただきました。
何か、お役に立てれば幸いです。

昨年も申し込ませて頂きました。今年もよろしくお願いします。

返礼品が見直され、お米も少なくなる中、たくさんいただけるので嬉しいです。



はじめて、ふるさと納税制度を利用しました。最初はホタテのお刺身食べたいなという気持ちからで、その
後インターネットで長生村について調べて、こちらに決めました。

私も村出身で、親近感が湧き、自然豊かで素敵なとこだなと思いました。いつか訪れてみたいものです。

去年いただいたお米がとても美味しかったので、今年も楽しみにしています.

行ったことがなくてもHPや村長さんのアピールで長生村を身近に感じファンになります。ご発展をお祈り申
し上げます。

家族がイクラ大好きです。ずっとこの寄付額と内容で続けてくださったら、年3回位リピートしたいです！

美味しいお米をたくさん作ってください。

昨年に続き、利用させていただきました。
とても素晴らしい返礼品ありがとうございます。

長生村についてはあまりよく知らなかったのですが、今回の寄付を通じて少しでも関わることができたなら
幸いです。

ながいきむら　で、長生村。
皆さん元気に長生きしてください。

村のお名前がとてもステキだと思います( ´∀｀ )
村のお米を食べて元気で長生きしたいです

はじめて寄付いたします。
村の温かさが写真から伺えました。
新米を楽しみにしています。

去年もいただいておいしいお米でした。応援します。

返礼品を拝見していると、一度遊びに行ってみたくなりました。

こどものころキャンプに行った思い出があります．温暖で自然のある土地でおいしいお米をこれからも作っ
てください．

新しい品種のお米を沢山頂けて嬉しいです。ありがとうございます。寄付の有効活用を期待します。

千葉県出身で84歳長生村にあやかって長生きしたいと頑張ります。

これからもおいしいお米を作り続けてください。

美味しいお米を作るために、いつもお疲れ様です。お米が、届くのをわが家の子どもたちは   楽しみにして
います。お米が大好きです！！

先日頼んだハマグリは、知らないうちに同居の母がほぼ独占して食べてしまい、私たち夫婦は１つずつしか
食べられませんでした。めっちゃ美味しかったので、今度は隠しておいてこっそり食べます。

いつも美味しいお米が届くの楽しみにしています。

今回で3回目です。
これからも美味しい海産物を期待しております。

「ふさこがね」とても楽しみにしています。
これからもおいしいものをたくさん作ってください！



複数回、寄附させて頂いております。
お米がおいしいので、これからもおいしいお米をつくり続けて下さい。

Aランクの美味しいお米という事を聞いています。消費者は大変重宝していると思います。これからも長生
村を応援し続けますので、よりよい米作りをよろしくお願い申し上げます。 寒暖の差がまだまだ続きます
が、村民の皆さま、お体には、どうぞご自愛され、お仕事頑張ってください

先日も申し込みましたが、昨年のおいしいお米に今年は寄付を増額させていただこうと思います。

去年から長生村に寄付をさせていただいております。先月はイクラ。今回は祖母が好きな牡蠣を。楽しみに
しております。

以前、家族で遊びに行きました。
良い所です。

昨年に続きリピートさせていただきます

過去2回実家分をお願いしました。今回3回目は自宅分です。

返礼品が魅力的で選ばせていただきました。これまで知ることのなかった村をふるさと納税制度で知れるの
はとても面白いことだと思います！大阪と長生村、離れたところですが応援しています。

美味しいお米楽しみです。
発展を応援します。
長生とは良い響きですねー

新たな品種への取り組みと聞き心躍るものを感じます。地域の振興に向けこれからも頑張ってください。

私の生まれ育った村です。何かに役だてていただけると嬉しいです。今のままの千葉県唯一の村で頑張っ
て欲しいです。

今年も寄付させて頂きます！アイガモオーナーにも登録しました。長生村の発展を応援しています！

イメージキャラクターは、可愛いですね。
村もイメージキャラクターように明るい未来でありますように。

とても縁起の良い名前の村ですね。名前のように村民の皆様が幸せで長生きなさっているのでしょうね。す
てきですね。

長生村、大好きです！！
お米もとーーっても甘くて粘りがあって美味しいです。
これからも活力ある長生村を応援しています！！

返戻品のお米がとても美味しかったので引き続き応援させていただきます。

いつも美味しいお米ありがとうございます。

縁起の良い自治体のお名前に魅かれます！
皆様が健康で幸せに長生きできますように

長生村のふるさと納税のお米大人気です。
某人気個人ブロガーさんもおすすめしてました。
千葉県大好き。長生村頑張れ。

千葉県のお米はおいしいですが、直ぐに売り切れてしまいます。これからも美味しいお米をよろしくお願いし
ます。



以前、何度も行ったことがあります。
親切にしてもらい快適に過ごせました。
今は北海道に住むため、お伺いすることは容易でなく残念です。

美しい海岸一帯は県立九十九里自然公園内と聞いて機会があれば訪れてみたいし一度は行ってみたい
気になりました。泊まる施設などを今後は調べて行きます。

少子化が進んでいますので、教育に力を入れていただき、将来の日本を背負う素晴らしい子供を育てるこ
とに使っていただけたら嬉しいです。

長生村て知らんかったけどツーリングのときよって見るよ。

わずかですがお役立てください。以前も頼ませていただきましたが、とても美味しく孫たちも喜んでいます。

昨年も美味しいお米を頂き、満足でした。ありがとうございます。

村の名前がいい、長生村の皆さんは元気で長生き出来る。
私もあやかりたい。

子供時代、市原市で過ごしていたのですが、担任の先生が長生村に住まわれていました。
生徒みんなで遊びに行ったことはいい思い出です。

たしか前にもこちらのお米をお願いし美味しくて感動＆子供達もバクバクですぐなくなりました。
こんな素敵なお仕事をされておられることに心より感謝申し上げます。
これからもぜひ美味しいものを子供達へつなげるよう私も頑張ります。
どうぞ作り続けて下さいませ。
応援大エール送ります！！

今は東京に住んでいますが、千葉出身です。高校野球も千葉を応援するほど、中身は千葉の人間です。応
援しています

スーパーでふさこがねを買っています
とてもおいしいです
これからも頑張って下さい

返礼品に魅力を感じ、何度か寄付をさせていただいています。これからも期待しています。

おいしい玄米を楽しみにしています。

去年も美味しいお米を頂きました。今年もリピートです！
これからも美味しいお米作り頑張ってください。

返礼品も魅力的ですが、村長様からお礼の電話がありまた寄付したいと思いました。長生村は気候もよく、
お米がおいしく育ち盛りの子供を育てる我が家には大変お世話になっています。

高齢化で行政運営も大変でしょうが，こうした機会に応援させていただきます。

お米のふるさと納税はコスパがかなり落ちている中、頑張って頂いているので、誠に感謝致しております。

今年で２回目になります。長生村、村のままで頑張れ！

初めて寄付させていただきます。
銘柄も初めて聞くお米ですので楽しみにしています。
微力ですが有効にお使いいただき、更なる村の発展を祈念しています。



今回、ご縁があり初めてのふるさと納税です。
わずかですが、有効に活用されることを望みます。

今後もおいしい、安全、安心な米作りを期待しています。
また、貴村のますますの発展を祈っています。

昨年も寄付しましたが、今年も納めさせていただきます。わずかばかりではありますが、事業のお役立ちに
なれば幸いです。

昨年も寄付して同じお米をいただきました。全国にたくさんあるブランド米食べてきましたが、このお米が一
番美味しかったので、もう一度寄付します。

海産物がすごく充実していますね。

お米美味しそうです。妻の甥っ子が、硬式野球部に入るので、沢山食べて欲しいです。

小さな自治体程、苦労すると思いますがエースや4番だけでは駄目。全員野球で頑張ろう！

ホームページを拝見しました。村で映画の撮影と上映を行う企画に驚きました。これからも村が発展します
ことを期待しています。少額ではありますが、福祉に役立てれば幸いです。

農家の皆さんを応援します！これからも美味しいお米期待しています！

いつか旅行で行ってみたいです。　
応援しております。
頑張ってください。

昨年、寄付させて頂いてから、一度訪れたい所となりました。
これからも、住みよい村づくりに頑張って下さい。

いつもおいしい牡蠣とホタテありがとうございます。楽しみにしています。

千葉県を襲った台風被害は予期せぬ事態でしたが災害に対する認識を新たに頑張りましょう

台風被害(停電)に強い村になればと応援しています。樹木の伐採など防災に利用していただければと思い
ます。

今年の千葉県は大変な自然災害があり、佐賀県でも私が勤務する会社の隣まで油混ざりの水が来て近隣
住民の方たちが大変な思いをされていました。少しでもお役に立てればと思います。

いつもスーパーで購入するトマトや万能ネギが美味しく、昨年はアイガモオーナーとして田植えに参加しま
した。応援しています！

緑のトラスト運動に参加、里山の保全活動を行っています
生態系豊かな環境でのおそばの栽培素晴らしいですね
手打ちそばを作って味わえるのが楽しみです
これからも頑張ってください

以前、千葉県の農業関係の仕事をしていました。
その際、長生村を訪問したこともあります。

いつも利用させてもらっています。
どれも美味しくてリピーターになりました。
これからも頑張ってください。



妻の納税です。このような制度に感謝しております。私、長生村北水口の出身です。両親は健在で、現在兄
夫婦と一緒に過ごしているので、ありがたく思っております。私が幼少経験した、キリギリスとりやザリガニ
釣りを3月に生まれる孫に、長生村で経験させたいと思っています。私の故郷、長生村がいつまでも元気で
おりますように！

現在は埼玉在住ですが、育ったのが千葉県なので、ふるさと納税も千葉県の自治体に多く行っており、返
礼品に魅力を感じて、今回長生村に納税させていただくことにしました。長生村の財政強化の一助になれ
ば幸いです。

去年頂いたお米の箱だったと思うのですが「ながいき美人」と書かれていて、母が「美人は薄命とちゃうん
か？」とツッコミを入れました。　「ながいき美人」なかなか面白くて良いと思います。ついでに村名の読み方
も「ながいきむら」にしたらインパクトが強まり、村民の皆さんの健康への関心が高まり健康、寿命を伸ばす
ことにもつながるのではないでしょうか。

長生村。名前が魅力的なのでホームページを拝見しました。少しですがお使いください。

無農薬農産物をお礼の品に入っているのはうれしいです。

新米を最も早く届けていただけるので嬉しいです。これからも頑張ってください。

この度の台風、豪雨での被害状況を心配しておりました。停電などもあり、皆さん大変だったことでしょう。
貴村のホームページやtwitterを見る限り文化祭や長生きフェスタなどのイベントを楽しんでいらっしゃるご
様子に少し安堵しています。ふるさと納税意を通じてしか存じ上げないのですが、やはり身近に感じていま
す。いつかお訪ねできればと思います。

こちらのシーフード、何度もお願いしています。おいしくてたっぷりで、とてもお気に入りです！

数の子は、以前頼んで大変美味しく、量も沢山あったので、2度目になります。
長生村の返礼品は、魅力的です。
頑張ってください。

私の故郷も海産物と農産物の豊かな町です。自然豊かな市町村が日本の宝だと思ってます。

毎年この季節になると、長生村さんから届くカニでお鍋を頂くのが我が家の年中行事になっています。
これからも頑張ってください！

昨年とても立派な数の子を送っていただき、数の子好きとしては見逃せませんでした。寄付の動機は「数の
子」で不純ですが「長生」という村の名前はとても好きです。頑張って下さい。

はじめまして。台風１５号による被害の報道を見て、長生村の存在を知りました。今でも大変な時間を過ご
しておられる方も少なくないと思います。わずかですが、自分にとって初めてのふるさと納税を、長生村に寄
付することに決めました。どうか有効にお使いください。応援しております。

長生ノスタルジア見ました。
素敵な風景の数々を見て、いつか訪れてみたいと思っています。
合鴨農法のお米や長生そばもいつか食べてみたいです。

米が美味しいです。毎年、よろしくお願いします。

今年で３年目の寄付となりました。毎年、応援しています。長生村には行ったことはありませんが、いつか
訪れてみたいと思っています。

玄米が食べれうれしいです！宜しくお願いします！



リピーターです
昨年　同施設利用ふるさと納税で利用しました
今まで同じ自治体へのふるさと納税は初めてです

村長様からお礼の連絡、施設のスタッフ様の対応
地域を散歩したときの皆様からのフレンドリーにお声がけいただき感謝しています
ありがとうございます
長生！素晴らしい町づくりに共感です！　

すぐに終了してしまうお米に興味がありました。楽しみです。

そちらに伺ったことはありませんが、前回ふるさと納税でもらったお米が美味しくて、今年もふるさと納税さ
せていただきました。

返礼品が魅力的だったのでここ２年ほど寄付させていただいております。
今後とも魅力的な返礼品をお願いいたします。

三年連続利用しています。
いつもありがとうございます。

台風災害の復興支援目的の寄付です。返礼品の発送は急ぐ必要はありません。復興成ってからで結構で
す。被害にめげずアイガモ農法をすすめてください。

アイガモオーナーもやってます。可愛い鴨、美味しいお米、村の人とのふれあい、毎年楽しみにしていま
す。

村長さんからのお礼のお電話をいただき、感激いたしました！ありがとうございます。

毎年盆踊り大会を楽しみにしています。

ふるさと納税で各地ののお米たべましたが　長生村のおこめが一番美味しいです　今年も美味しいお米お
願いいたします。　

以前に頼んだスモークサーモンもエビもおいしかったので、今年もこちらに決めました。長生村を知る良い
きっかけになったので、今度おいしい海産物を食べに行ってみたいと思います。

山間部の出身者です。半世紀ほど前に、長生村の中学校との交流事業で数泊お世話になりました。とても
良い思い出になっていて、今でも美しい海岸の景色が鮮明に思い起こされます。その後、訪ねる機会も無
かったのですが、ふるさと納税で長生村の名前を見かけて寄付を決めました。長生村に明るい未来が待っ
ているよう祈念します。

大分前に千葉からトラックで野菜を売りに来てた人がいたのですが、その時お米も売っていて購入して食べ
てみたらとても美味しくて。思い出して初めて「ふるさと納税」で調べたら見つけたので申し込んでみようかと
思いまいした。
農家の方が直接売っていたので銘柄も分からないのですが、美味しいと思ったら毎年お願いしたいと思い
ます。毎年申し込みしています。量が少し見直されたのは残念ですが(苦笑)新蕎麦楽しみに待ってますのでよろ
しくお願いします。

長生村のことは、ふるさと納税のサイトで初めて知りました。
返礼品も魅力的で、友人にも教えてあげようと思います。

村の名前が素敵です！長生きできそうなので応援させてください。人生100年時代ですからね。

太陽の里など、何度か観光で訪れています。お米とてもありがたいです。引き続き頑張ってください。

貴村産の蕎麦が大好きです。来年も続けて下さい。



毎年楽しみにしています。
アイガモにも参加させて頂いています。

とても演技の良い村名ですね。こちらの村で生産されたお米を戴いたらご利益があるでしょうか。

そばが美味しかったのでリピートしました。
今後共よろしくお願いします。

農業や商業繁栄にがんばってください。

長生きできる村と信じて、永住を考えています！

寄付金お役立て下さい。お米楽しみにしています。

農業は、良い時もそうではない時もあります。自然が厳しいことも存じ上げております。それでも水田の風景
が自分は大好きです。応援しています。

千葉には都度出向いていますが長生村にはまだ行ったことがありません。今回の寄付をきっかけに一度訪
問しようと思います。頑張ってください！

毎年おいしく頂戴しています。今後も楽しみにしております。

初めてのふるさと納税です。ふるさと納税をとおして身近に感じられるようになりました。機会があれば是非
行ってみたいと思います。

一度千葉方面観光の際に伺います

これからも魅力的な返礼品を期待しています。
応援しています。

皆が笑顔になれるように、たくさん美味しいものをつくってください。応援しています。

2020年は希望のある自治体になってください。

来年は久し振りに九十九里に行ってみようと思います。

遠方からではありますが、応援させて頂きます。

いつもおいしい返礼品をありがとうございます。これからも頑張ってください。

水産業の益々の発展楽しみにしております。

ネットで初めて知った自治体ですが、これから見守っていきます。

住んだことはないですが旅行で訪れたことはあります

いつか行ってみたいと思います！

また、行きたいです.
楽しみにしています.
頑張ってください.

2回目です。とても美味しいお米でした。



長生村の更なる発展と住民の皆様のご多幸を願っております。僕もあやかって長生きしたいです。

応援してます！特産品も楽しみにしております！

割安なので申し込みました。
頑張ってください。

千葉にドライブに行っては金目をいただくことが何度かありました。地域の福祉を充実させて頂けると幸い
です。

長生きができる村として子育ても含め、幸せな村にして頂きたいです。

初めて、ふるさと納税します。
美味しいお米を、待ってます😄

そば打ち体験やあいがも農法では丁寧にご説明いただき、子供達が楽しく時間を過ごせました。ありがとう
ございました。

名前からして魅力的です。今度ぜひ訪れてみたいと思います。応援しています。

美味しいお米をリーズナブルにご提供いただきありがとうございます。キャンプ場に行った際お世話になり
ました。同じ千葉県民として応援します。

我が家では今年、３回目の寄付です。いつも父が寄付していて、おいしいので気に入っています。
これからも美味しいものをお願いします。

亡父が長生村の出身です。父親の代わりに寄付しました。

毎年夏に遊びに行っています。
来年以降もいく予定です

特産品のPR、頑張ってください。
美味しい蟹、期待してます。

お役に立てれば嬉しいです。
美味しいお米を楽しみにお待ちしております。
よろしくお願いします。

いつも寒中見舞いなど丁寧なご対応頂き、とても嬉しく思っております。合鴨オーナーの案内なども楽しく拝
見しており、機会があれば是非一度訪れてみたいなと思います。

3年連続で寄附させて頂き、毎年楽しみにしています。今年は3口のうち1口は両親へ、2口は友人と楽しむ
予定です。

同じ千葉県なので納税しました。
音読みだと【ながいきむら】なのが縁起がいいですね☆

楽しみにしています。

美味しいお米を楽しみにしてます！

今後も魅力的な返礼品を期待しております。

安全で新鮮な食材提供を継続的にお願いします．

毎週サーフィンでお世話になっています。
綺麗な海を維持していただき大変感謝しております。



友人が住んでおりますので、これからも頑張っていい村の環境を作ってあげてください。

子育て支援の寄付をしました。活力のある村であり続けてください。

応援してます‼︎前回に続き二回目です。

長生きという地名で縁起が良さそうで幸せですね。応援して長寿にあやかりたいです。

2回目の注文です。
楽しみにしております♩

いい名前の村ですね！村自体が日本全国でもかなり稀な存在です。職員ひとりひとりの業務量もさることな
がら幅広い業務に対応しているのだと思います。これからも村の住民の方が産まれて亡くなるまで住み続
けられられることはもちろんですが、職員の皆さんも幸せに働き続けられる役場でありますように。

あいがも、そば打ちイベントで大変お世話になりました。
いつも楽しい時間を過ごすことができます。関係者の皆さん、ありがとうございます。

いろいろ、日本全国さがしましたが、コスパ・味　一番おいいしいです！

以前も寄付させて頂いて美味しかったのでまた申し込みしました！今年も楽しみにしています！これからも
頑張ってください。

今回の納税検討前に、長生村という名前が特徴的で知っていました。千葉県にも旅行などでよく訪れるた
め、村の環境維持や住民のみなさんの暮らしに少しですが役立てて頂きたいです。

長生きねぎやトマトも美味しいです。がんばってください。

以前、旅行で訪れた時、ごはんのおいしさに感動。以来、千葉のお米のファンです。災害にみまわれまだま
だ大変な日々と推察いたしますが、応援していますので頑張ってくださいませ。

美味しい海産物をこれからも届けて頂きたいです。がんばってください。

何歳になってもいきいき暮らせる町づくりを応援しています！

子どもを連れて貴村を訪れて以来、太陽溢れる海岸線が好きになり、ファンになりました。これからもよろし
くお願い致します。

素敵な返礼品の選択ありがとうございます
心待ちにしております

千葉全体が台風の被害にあわれたと思い寄付を決めました。復興頑張ってほしいと願います。
いつか家族で遊びに行けたらと思います

千葉県に将来移住したいと考えており、ちょうど名前も知っている長生村が出ていたので、もっと知りたいと
思いました。
こんなにたくさんの牡蠣がお礼の品になっていたので、また興味を持ちました。

ホームページを見まして、映画/C級グルメ/海と田畑の豊富な食材/温暖な気候など沢山の魅力をお持ち
の自治体と感じました。今後も自治体の魅力発信を頑張ってください! 
余談ですが趣味が自転車なので将来自転車のイベントが開催されたら是非走りに行かせて頂きたいと感じ
ました。

台風の被害はなかったでしょうか？
今年もお米おいしく頂きました。
来年もよろしくお願い致します。



長生村に別宅が有りいつも大変お世話になっています。
マリンスポーツや盆踊り、家族全員が大好きな村です！これからも応援し続けます！

九十九里に遊びに何度か伺ってます。
のんびりとできる、穏やかなところですね
ふるさと納税で応援させていただきます。

美味しい特産品を作り続けて下さい

良質の海産加工品の生産を応援しています！

美しい自然環境を守り続けていって下さいね

去年今年牡蠣を頼みましたがとても美味しく頂きました。子供達もとても楽しみにしてるので、今年は2度目
になります。来年も楽しみにしてます。頑張ってください応援してます！

以前も申し込みしおいしかったので。素敵な自然環境をどうか守っていってください。

毎年千葉にハマグリを食べに行ってます。
楽しみにしております♩

ながいき村と読めるので印象的で気に入りました
是非名前通り皆様長生きして下さい

これから未来のある子供たちに役立ててください。
前回も頂いたら美味しかったです。
これからも頑張ってください。

村の名前、すてきですね。
皆様が健康で長生きできる村政を頑張ってください。

自然豊な環境がおいしいものを作ります。その活動に利用ください。

村が頑張っているのが伝わってくる。引き続き頑張ってください。

ホームページを拝見し、台風の被害の影響のひどさを知りました。
めげずに頑張ってください。

また遊びに行きます

初めて納税します。返礼品につられました。笑
また、長生村って名前も読み方を変えればナガイキですし、ステキですね！これからも人を笑顔にする美味
しいものや、ワクワクするものを頑張って提案してください！

お米ありがとうございます。

同じ千葉県に住んでますが、中々海鮮物を食べれないので今回のいくらは、とても嬉しいです。
海鮮物界隈が発展すると良いなと思います（笑）

外房の釣りで度々訪れてます。

千葉県唯一の村
頑張ってください



台風19号で被害を受けたと報道で知りました。上田市も大きな被害を受けました。来年は何事もないことを
願っています。寄付金は台風19号の復興支援にお使いいただければ幸甚に存じます。よろしくお願いいた
します。

妻が仕事関係ですこし関わっているので名前を知っていました。なかなか行く機会はないが県南の宿に
行った時長生米を食べておいしかったです。
災害も心配なことが多いですがぜひ村としての魅力を発信していってください。

茂原市在住だった父が昨年まで、長生村の『だるまさん 』デイサービスとショートステイにお世話になってい
たので、ご縁のある土地に寄付をしたいと思いました。使い道は③の環境を選択しましたが、寄付を2口す
るので、1口は環境に、もう1口は出来れば②の福祉に使って頂けると嬉しいです。(尼ヶ台公園、父の介護
の息抜きに散歩しました。更なる環境整備をお願いします。)(地域のお年寄りが安心して暮らせるような福
祉政策をお願いします。)

何度かふるさと納税させて頂いています。
長生村の海産物楽しみにしています！
これからも美味しい海産物農産物を日本中に届けて下さい。

とても、評判がいい返礼品なので、楽しみにしています。台風被害に負けず、頑張ってください。少しでもこ
のお金と注文が復興のお役に立てたらうれしいです。

前回頼んだ品が素晴らしかったのでリピートしました！

以前、名水を汲みに訪れたことがあります。
お水が美味しいからお米も美味しいのですね。
これからもおいしいお米を作り続けてくださいね。

「村」に惹かれました。高齢化等の課題があるかと思いますが、頑張ってください。

失礼ながら初めて知った自治体です。名前が長生きととっても縁起が良いですね！

返礼品がとても魅力的でしたので寄付しました。
頑張ってください!!

テレビを見て知った

寒い毎日　お疲れ様です。
返礼品の牡蠣が美味しく　何度もリピートしております。
これからも長生村の発展をお祈りしております。

今年食べたお米が非常に美味しかったです。

初めてお名前を知りました。口コミもよく、カニも美味しそうだったし、70代の両親を持つものとして、あやか
りたいと思いさせて頂きます。市の益々の発展を祈ってます。

もう何年も寄付させていただいてます。
豊かな自然を守ってこれからもがんばってください！

行ったことないですが、是非いちど訪問させていただきたいです。
村の名前がいいですね。

おもしろい子供たちがいっぱいいる街にしてください。

若い世代が増えることを祈っています

毎年ふるさと納税をしていて、行ったこともないのに親しみを覚えています。発展を期待しています



東京からも近く、海も温泉もあり、ステキなところですね！
より知られて、首都圏のオアシスになればと思います。

柔らかく、冷めても美味しいお米をこれからも作ってください。

近年の気候変動で自然を相手にする産業は大変厳しいものがあるかと思いますが、日本の食、職をどうぞ
支えていただけるよう頑張ってください。

今回家族の「蟹」のリクエストで御村の魅力的な返礼品に辿り着きました。これからも魅力的で健康的な街
つくりをしてください。返礼品が届く日を楽しみにしています。

今年、一度寄付したときに村長さんに電話もらったし、利用した施設もよかった（台風の前日でした）ので、
もう一度寄付しようと思った。

住みやすい、人の集まる町になってください。

去年も寄付しました。今年も選んだのは自治体の取組が素晴らしいと思っているからです。子どもができた
らこどもと一緒に一度訪れたい自治体です。

お米おいしかったので、来年度も楽しみにしています！

学生時代に東大の農家ステイ体験で大変お世話になりました！

町の活性化と産業育成、特にお米をより美味しく、より安く作れるようにしてください。

今年も大変美味しくいただきました‼︎
来年も楽しみにしております。

今回２回目です。応援してます。

特産品を介して長生村を知ることができました。頑張ってください。楽しみにしています。

千葉は、おいしいものがたくさんですね。
都心からも近いので、時折息抜きに遊びに行っています。台風の被害で大変かと思いますがこれからも地
域おこし頑張っていってください。
個人的な意見ですが、ホタテな子❓なども取り扱っていただけましたら幸いです。

お米が届くのを楽しみにしています。

2019年に届いたふさこがねが予想以上に美味しくて驚きました。なのでまた来年も楽しみにしています。

去年もこのカキを頂いて、とてもおいしかったので、今年も納税します。魅力的な特産品をこれからもお願い
します。

今年のお米も美味しかったです。
来年の新米も楽しみにしています！

小学生の時、長生村ではありませんが、千葉県に住んでいたことがあります。短い期間でしたが、楽しい思
い出ばかりの楽しい日々でした。気持ちばかりですが、何かのお役にたてたら嬉しいです。

リピートです。いつもありがとうございます。

祖父の生まれ育ったところです。訪れたことはありませんが、いつか行ってみたいと思っています。



千葉のお米大好きです。

合併しないで村を貫くことって大変ですが、頑張って欲しいです。

毎年お手紙ありがとうございます！
嬉しくて少しですが必ず長生村は利用させて頂いてます。
遠いのですが、いつかイベントに参加してみたいです。
暮らしやすいまちづくり頑張ってください。

高齢社会、医療面、施設面など力を入れて頂きたいです

千葉は都会のイメージなので、水産物が多くて驚きました。１歳まで千葉県に住んでいました。皆さんの幸
せに役立たせてください！

いつか訪れてみたいです！応援致します！

とても長生きできそうな地名で応援します！

3度目の寄付です。学生の頃に何度か遊びに行きました。子供を連れてまた行こうかと思ってます。

長生村へ三年連続のふるさと納税「ふさこがね」返礼品申し込みです。美味しいお米作りを応援していま
す。

今年のお米美味しかったです。
台風や大雨と災害で大変な中、対応して頂きありがとうございます。
千葉で唯一の『村』これからも応援してます。

村の名前に魅力を感じて2回目の寄付です。前回、とても素早い対応で、良い印象が残っています。文字通
りの住みやすい村づくりを応援します。

縁起のいい名前の村なので、いつか行ってみたいです。

今年合鴨オーナーズクラブで大変お世話になりました。村の取り組みはとても素敵だと思っています。村長
さんも素敵な方で、ふるさと納税を通じてとても良いご縁をいただいたと思っています。これからも応援して
います。

いつもとてもおいしい商品を届けていただきうれしく思います。これからもよろしくお願いいたします。

私の住んでいるところは、市原市なので、たまに行くことがあります。
近くで楽しめるところが、いいですね。

その名も、長生村と縁起の良い、名にひかれました。

昨年も利用させていただき良い品だった為
台風の被害大変だったことと思います。一日でも早く復旧せれますようにお祈りしています。

昨年もふるさと納税させていただきました！お米がおいしかったので今年もお願いしました。

海水浴に行きたいです！

ながいきむらを全国にもっとアピールしましょう。

頑張ってください。
毎年寄付しています。

初めて知りました。いい名前です、覚えました！



災害で被害を受けた方もいらっしゃるかもしれませんが、これからも美味しいお米作り頑張って下さい！

沢山の自治体が品質・量を落とす中、口コミも素晴らしく大変頑張っておられるのだな、と感じます。これか
らも末永くよろしくお願い致します。

いつも魚介類の素晴らしい返礼品のご用意ありがとうございます。

新米美味しかったです。なので又寄付します。

御村にふるさと納税をしたところ，返信いただいた手紙から，ご担当者のふるさと納税施策に対する熱い思
いを感じたため，再度寄付したいと思いました。本年は台風でご苦労をされたことと思いますが，復興に向
けて今後も頑張っていただきたいです。千葉県唯一の村の発展を祈っております。

「ながいき」の素敵な村ですね。
子供を連れて、夏に遊びに行きたいと思います。

村名に惹かれました！素晴らしい村名ですね。

何回か寄付させていただいております。
よろしくお願いします。

サーフィンしによくいきます！街を盛り上げて下さい！

いつか住みたいくらい素敵に見えます。

美味しいお米をありがとうございます。

先月旅行で訪れました。海産物がおいしかったので、こちらの返礼品が気になり申し込みました。

一度訪れて見たいです。美味しいおそば楽しみです。

夏の海水浴シーズンには、太陽の里や一松海岸で地引網体験などさせていただきました。観光でもまた訪
れたいと思っていますので、よろしくお願いします。

昨年は災害に会われたにもかかわらず、おいしいお米を送ってくれました。ありがとうございました。頑張っ
てください

蕎麦打ちを趣味とする人は多くなっていると思われる。情報発信は大変と思いますが、上手く流れに乗って
欲しい。

旅行で訪れ美味しい食べ物に魅了されました。

毎年、美味しいエビを家族一同楽しみにしています。

リピーターです。
美味しくいただいています。
これからも頑張って下さい。

初めての寄付です。今後も続くようにと、応援します。
今回は、子育て支援にしましたが、佳き使い方をしてもらえれば何でもと思っております。

毎年お世話になってます。楽しみにしています。

自然を大切にしてがんばってください。よい自然がなければ生き物も人も生きていけません。

令和も頑張りましょう。



昨年に続き寄付させていただきます。
長生村の発展をお祈り致します。

おいしいカラスミ，何度か頂いています．子育てを通して住み良い街づくりに期待します．

海の自然環境、大地の自然環境を守る。

いつまでも長生村の皆さんが安心して暮らせる村でありますようお祈りします。

やすらぎの郷として頑張ってください。

毎年訪れています。豊かな環境保全に役立ててください。

以前ふるさと納税したときに送られてきた村長の紹介が面白かったです。

台風被害の復旧、頑張ってください（私も被災しました）。

海の幸が美味しくて、リピーターになりました。

未来を背負って立つ子供たちのために役立ててください。子育て真っ最中として応援しています。

昨年のお米がとても美味しかったです。これからもおいしいお米を作り続けてください。近所で買えたらうれ
しいです。

県内に住んでいますが一度も訪ねたことはありません。ふるさと納税は複数回させていただいており、県内
唯一の村であると貴村の情宣物で知りました次第です。長生村のますますのご発展をお祈り申し上げま
す。

ふるさと納税を通し、恥ずかしながら、はじめての知りました。千葉県に行った際は、ぜひ、長生村にも伺っ
てみたいです。お礼の品を、ありがとうございます。

いつも九十九里浜でサーフィンしてます。海辺の環境に役立てて頂ければ幸いです。

有機農産物の生産を続けてください。応援します。

これからも美味しいお芋を作ってください。

年に何回か一松で波乗りを楽しませてもらってます。
よいまちづくりがんばってください！

美味しいお米を全国の人に、知ってもらい、長生村を元気にしていって下さい。

住んでみたいです。

昨年も寄附させていただきましたが、良い品を送って頂きました。
今回、台風の被害が大変だったことと思います。
長生村は如何でしたか？
ふるさと納税をすることで、少しでも村のお役に立てばと思っております。

毎年楽しみにいただいております。
これからも応援しています！

千葉は海があって羨ましいです。

来年も全額長生村にします　おいしいお米お願いします。



いい名前の村ですね！機会があれば１度行ってみたいです。

リピートです。
長生村のお米を食べて長生きします！

昨年も頼ませていただきました。
とても美味しくいただけて、家族、親戚、喜んでました。

以前、ふるさと納税した時に、同封して下さった、アイガモ農法のお米などのチラシを見て、とても面白い取
り組みをされていて応援したいな、と思いました。いつか訪れてみたいです。

プロモーション映画で千葉県唯一の村と知りました。人口が増加傾向の村として、人口減少の村のモデル
ケースとなるよう頑張ってください。

よく遊びに行きます！太陽の里好きです

昨年に続き、今年もご利用させてもらいました。昨年は丁寧な御礼の連絡をいただき、ありがとうございまし
た。
引き続き、長生村を応援しております。

今回、子育てに利用してもらうにチェックしましたが、長生きという名前の通り、高齢者にも優しい政策を期
待しております。

知り合いが千葉に住んでおり、お米が美味しいと聞きましたので、今回寄付をしようと思いました。一年後、
私も住むかもしれない町なので、これからも町が活性化するよう願っています。頑張って下さい。

センス抜群の村名ですね。肖れそうです。

産業まつり、とても楽しかったです。
また来年も期待しています！

長生村がどこにあるか知らなかったが、今度行って見たい。海が近いのかしら？（神奈川県在住）

他の所より、返礼品がすごい！

母が千葉の出身です。
自然豊かで千葉は年に何回かドライブや旅行に行きます。
災害もあり大変かと思いますが、応援しております。

台風災害お見舞い申し上げます。
以前、仕事でお世話になった方のお住まいがあり僅かですが感謝と応援の気持ちです

昨年貴村に寄付させていただき、返礼品もさることながら、貴村からのお礼のお言葉等わざわざいただき、
温かい気持ちになれました、そのお心づかいに対し本年もさせていただきたいと家族ともども思いさせてい
ただきます。
少しでも貴村の皆様のお役に立てれば幸いです。

いつもいただくものは本当においしいものばかりで、実家の家族も喜んでおります　ありがとうございます。

農地の有効活用や合鴨農法に共感しています。
これからもずっと応援していますので頑張ってください

前回寄付の際に頂いた、ふさこがねがとってもおいしかったです。今まで知らなかったので、ファンになりま
した。同じ千葉県内在住なので、これからも応援していきます。

長生村の皆さま、人口を増やす対策そして、住みよい村にして下さい。



台風の影響で大変だと思いますが応援しています。

先日、こちらのそばの実が届き食べたら大変美味しく、再度申込みさせて頂きます。

どんどん寒くなっておりますので、生産者の皆様、サポートする自治体担当者の皆様、お身体にお気をつけ
て頑張って下さい。

村の名前が縁起が良いので毎年利用させていただいています。産地に感謝して、おいしくいただきます。

台風で大変な被害に遭われた長生村の方々にお見舞い申し上げます。ここ数年日本は自然災害が多くい
つどこで何が起きてもおかしくありません。今回は微力ながらこういう形で応援させて頂きます。来年はどう
か穏やかに過ごせますように。

10年程前になりますが、たまたま車で長生村を通りかかった事があります。千葉県に住む友人から「ここが
長生村」と紹介され、名前のインパクトから、自然豊かな村を眺めた記憶があります。ふるさと納税のサイト
で長生村を発見し、前回初めてふさこがねというお米をいただきました。初めての品種に不安もありました
が、とてもふっくらと美味しかったので是非また寄付させていただきます。これからも自然豊かな村で美味し
い農作物を作ってください。

作今の自然被害はひと筋縄では立ち向かえませんね
被害あったと聞いておりますが皆さまお元気に立ち直れますように
年越しそばにながいきそばを加えさせてください

来年分のお米の申し込みがもうできるのが嬉しいです。
またよろしく願いします。

長生村の名まえからしてすばらしい町村名です。すえながく人生を送れる村であってもらいたいです。この
村はずっと残してもらいたい村名です。どうぞ役場職員の方はがんばって下さい。

いつか行ってみたいです。

頑張ってください。

去年も寄付させて頂きました。皆様の健康とご多幸をお祈りしています。

昨年家族がふるさと納税でお世話になりました。10月の新米を楽しみにしております。

昨年もお世話になり美味しくいただきました。2020年も楽しみにしております。

これからも美味しいお米を作って下さい。

昨年もふさこがねを受け取りました。おいしいお米です。
今年も楽しみにしています。

おいしいお米をお願いします。

去年の台風被害の後にお米が届きました。大変な時期でしたのに、返礼品を送っていただきありがとうござ
いました。今年も頑張って下さい！

美味しいお米作り頑張ってください！

これからも安心安全なものを作りつづけてほしいです。

いい名前！
同じ千葉県ですし、応援しています！

美味しいお米ありがとうございます。



以前も利用しました。頑張ってください。

３歳児１人、１歳児１人の計４人です。

村の活性化に役立って頂けたら幸いです。
応援しております。

いつも美味しいお米を頂き有難うございます
この春から姪が東京で働く事になり、姪にもお米を送っています。一度ゆっくりと訪ねてみたいです

良い街づくりをして下さい。

住みやすい環境作りにお役立て下さい。

可能であれば３月中にはいただきたいです。

地方創生、がんばってください。

昨年も申込みました、よろしくお願いします。

少額ですがお役立ていただけましたら幸いです。

毎年村長直々ご連絡いただきありがとうございました。

米作りがんばってください。美味しいです。

貴市の発展を祈る

新米が届くのを楽しみにしています！

美味しいお米をありがとうございます。
応援しております。頑張ってください。

日本の農業自給率を支えてください！

昨年もふるさと納税してお米を頂きました。美味しくいただいています。今年もよろしくお願いします。

毎年なにかしらお願いしております。頑張ってください。

ふるさと納税で長生村を知りました。とても美味しいお米を送っていただき、我が家の子供たちは大きく成長
しました！ありがとうございます。

これからも続けてください

おいしいお米を育ててください。

友人が住んでいるので大切な村です。頑張ってください

村長、電話ありがとうございました。

子育て支援への活用をお願いいたします。



義父が昨年亡くなり、お墓を笠森霊園に計画中です。
度々、長生村には行きますのでよろしくお願いいたします。

毎回有難うございます。
できれば、５Kg単位の袋で、来年考えて頂けると助かります。
施設の子供たちにお願いします。

福祉関係、子供たちに使ってください。
今回も、おいしいお米、よろしくお願いします。（田中　壽々子によろしくお願いします）田中　敬太郎

少ないですが、施設の子供たちに、よろしくお願いします。
（来年から、５Kｇ単位の袋でできれば、お願いします。）

県内唯一の村、これからも頑張ってください。

美味しいお米がコスパ良くいただけて助かります。
応援しています。

千葉の方は皆さん大変ご苦労なさいました。　今年は少しでも楽が出来ると宜しいですね。

ぜひ町の活性化に役立ててください

とても美味しくて、子供たちがこのお芋を夢中で食べています。もう無くなりましたのでまた宜しくお願いしま
す。

少額でございますがお役立てください。

HPを見ましたが、良いところですね。
お米も美味しそうだし、応援しています。

生まれも育ちも千葉なので千葉県を応援します！

繰り返し寄付させていただいています。
日本のために頑張ってください。

新米の時期には改めて申し込む予定です。おいしいお米期待しています。

毎年寄付させて頂いています。
微力ながら、お力になれれば幸いです。

以前、知人から長生村のことを聞き、昨年からふるさと納税をし始めました。
前回いただいた返礼品の「冷凍牡蠣」がとても良い品だったので、同じ業者さんの別の品も試してみようと
思います。良い業者さんがあって、ちょっとうらやましいですね長生村。

去年も美味しくいただきました。
今年もよろしくお願いします。

村民皆さんで村を盛り上げていって下さい。今年は長生村に訪問してみたいです。

千葉県を応援してます

ふさこがねとても美味しいです！



全ての世代の方々が安心して暮らせる村になるよう願っております。

子育てのお役に立てれば幸いです！

これからも美味しいお米を作ってください。

農業頑張ってください。

毎年長生村にふるさと納税しています。
応援しているので頑張って下さい。
また、いつの日か長生村に行ってみたいなぁ

お米ありがとうございます！

村の名前に負けない、住みよい素敵な村にしてください。

子供たちの未来を応援しています。

自然豊かな村で、美味しい蜂蜜づくり
感謝します。

台風の被害は、大丈夫でしょうか。
少しですが、お役にたちますように

これからも素敵な品を楽しみにしてます。

高齢者が多く大変なことも多いと思いますが頑張ってください

よろしくお願いします。

いつも美味しい特産品が届き、とても感激します。微力ながらこれからも応援させて頂きたいと思っていま
す。

昨年頂いたお米がとても美味しかったので、今年も申し込みをします。秋に届くのを、楽しみにしています。

毎年、ふるさと納税でおいしいお米をいただいています。
これからも美味しいお米作りに頑張ってください。

応援しています‼︎

選択肢に台風15号の復興支援があれば良かったなと思いました。(もう復興が終わっているのかもしれませ
んが)
元千葉県民として応援しています！

初めて寄付させていただきます。お米を楽しみにしております。

昨年は豪雨の被害をニュースで見て心が痛みました。お見舞い申し上げます。そんな大変な中、とても美
味しいお米を送ってくださり、感動しました。今年は健やかにすごせることをお祈りしております。

去年様々な自治体からふるさと納税でお米をいただきましたが、千葉県産ふさこがねが一番美味しかった
です。
これから毎年寄付したいと思います。

昨年のお米も美味しかったです。
今年もよろしくお願いします。



返礼品に満足しています。
さらに、村の発展を祈念しています。

お米楽しみにしております。
毎年応援したいと思っておりますのでよろしくお願い致します。

美味しいお米ありがとう
長生村応援します。

千葉にはゆかりがあります。
千葉県を応援しています。

子供達の未来のために活用してください。

地域の活性化を期待しています。

知り合いが千葉に住んでおります。
九十九里浜にも行ってみたいです。

去年いただいたお米とても美味しかったです。

同じ千葉県民です。産業活性化を期待しています。

環境に配慮した市政の取り組みを応援しています

環境の政策にご活用ください

毎年お世話になります.総務省にお気遣いなくさらに良い返礼品のご提供をお願いします。ありがとうござい
ます。

おいしいお米をたのしみにしております！
よろしくお願いいたします。

いつもおいしいお米をたのしみにしております。
これからの長生村の更なるご発展をお祈りいたします。

今後もお米作り頑張ってください。

美味しいお米を作ってください。

以前もお米をいただきました。
美味しいので再度申し込みです。
いつか長生村にも行ってみたいです。

千葉、頑張って

お米がおしいので、また寄付しました。

長生村の海産物に興味があります。

美味しいお米なので寄付させていただきました。

前年も寄付させていただきました。美味しいお米をありがとうございました。



毎年、お米をありがとうございます。

ふるさと納税を通じて長生村を知りました。昨年に続き今年もよろしくお願いします。

お米がおししくて何度も寄付しました。
今年は長生村に旅行したいです。

誰もが生き生きと元気で暮らせる村づくりをお願いします。

こんなに美味しいお米なので、全国販売してほしい！

本当に、お米が美味しい！
世界一！本当に！！

寒中見舞いありがとうございました。今年も長生村の美味しいお米、楽しみにしています。

かわいい寒中お見舞いハガキが届いたので、今年も寄付しようと思いました！

千葉県がんばれ！

素晴らしい自然環境を守ってください

これからも美味しい米が作れるよう微力ながら応援させて頂きます。

障がい者福祉に役立てて下さい。

若い世代が転出しないように、子育てしやすい村になるように頑張ってください。

特産品がとても魅力的です。これからも頑張って下さい。

魅力ある町づくり、頑張って下さい。応援してます。

子育て支援に役立て下さい！
未来ある子供をしっかりサポートしてあげてください。

毎年お電話ありがとうございます！
子供が村長さんから電話があったと大喜びでした。

いつもおいしいお米をありがとうございます

お役に立てれば幸いです

頑張って下さい。応援してます。

今年に入ってから絵はがきありがとうございました！毎年ふるさと納税で応援させていただいてます！美味
しい食べ物を毎年ありがとうございます！今年も長生村頑張って下さい！

近くへよく旅行します。頑張ってください。

村がにぎやかになりますように。

インターネットで村の名前に目が止まり、はじめて申し込みしました。応援しています。



地域創生のため、がんばってください！

長生村のお米は関東では一番のおいしいお米と思います。良い環境が守られ、ますます発展していくことを
願っております。

微力ではございますが応援させて頂きます。

村長からお礼の電話を頂いたり、寒中見舞いのハガキを頂いたりと、大変ご丁寧なご対応に感謝していま
す。

去年も頼み、美味しくいただきました。今年も期待しています宜しくお願いします

地域活性化に活用してください！

寒中お見舞い届きました。
ありがとうございました。
少額ですが長生村の皆様のお役に立てれば幸いです。

子供達の明るい未来を希望します。

おいしいお米作りができる環境を守って下さい。応援しています。

千葉県内の唯一の村ですが、近隣の町より人口が多く、益々発展されることを祈念しております。

縁起の良いお名前、あやかりたいです。

お米が美味しいので毎年ふるさと納税させて頂いております。
今年は長生村、千葉県そして日本全国に自然災害などありませんように。

長生村のますますのご発展を応援しております。

施設の子供たちに使ってください。

茂原市で生まれ育ったので、知人も多く、海にもよく遊びに行った事を思い出します。
都心からも遠くないのに
自然豊かで、ホッとできるような環境であることは、大きな魅力だと思います。
都会で疲れた方が気軽に訪れられる、オアシスのような場所になって欲しいと考えます。
更なる活性化楽しみにしています。

自然溢れた地域を若者世代が住みやすい、さらに素晴らしい地域にしてください

僅かですがお役に立てたら嬉しいです。

昨年も納税しました。応援しています。

災害に負けずに頑張って下さい

お米重宝しております。一度、長生村を訪問したいと思っています。

長生村が発展しますように。

発展をお祈りしています。

去年も納税しました。今年もお米楽しみにしてます。

昨年の台風15号，１９号被害の早期復旧をお祈りします。



千葉県唯一の村、長生村を微力ですが応援します。

納税金を有効活用して下さい

平成の大合併で「村」は少なくなっておりますが、逆に「村」の団結の力強さを示す時代がやってきます。大
きな市に出来ないことを実現してください。

毎年応援しています！

いつも、おいしいお米をありがとうございます。
今回も、ありがたくいただきます。

千葉の海が大好きです

台風災害の復興にお役に立てれば幸いです。

おいしいお米　ありがとうございます

ふさこがね、美味しかったです！

とっても甘いさつまいもでしたので再度申し込みました。これからも頑張ってください。

自然災害が多い昨今、災害に強い地域づくりを希望します。

魅力ある街づくりを頑張ってください。

頑張ってください、応援しています！

千葉唯一の村長頑張れ！

災害に強いまちづくりをしてください。

温暖な気候に恵まれた暮らしやすい町なのでしょうか。長生き、長寿の町を連想します。

ふさこがね、とてもおいしかったので、リピします！
応援していますので頑張ってください！

農家、町のために頑張っている役所の皆様。
しっかり休みはとってください！

子育て応援に使って下さい

美味しいお米作りを応援します。

今度観光に行きたいです。

千葉の復興に少しでも役立てれば幸いです。

少子化対策に使ってください。

毎年ふるさと納税しています。今後も続ける予定ですので頑張ってください。

2回目のふるさと納税です。少額ですが貴村の役に立てば幸いです。



今回はお礼品に惹かれての寄付となりましたが、近いうちに直接遊びにも行かせていただきたいと思いま
す。

昨年は、おいしいお米をお届けいただき、ありがとうございました。
今年も微力ではありますが、ふるさと納税にて寄付させていただきますので、町政にお役立ていただけれ
ば幸いです。

昨年は受付終了で長生村のお米を食べることができませんでした。今年は間に合ったのでおいしいお米を
お願いします。そんなお米をいつまでも作っていただけるような政策（農業支援・環境保全など）で使ってい
ただけたらと思います。よろしくお願いします。

ふるさと納税をすることで、少しでも地方活性化に役立てればと思っております。

少ないですが施設の子供さんに使ってください。

これからも頑張ってください！

素晴らしい返礼品をありがとうございます

子育て支援をお願い致します。

自然災害が増えていますが、地域のためにも頑張って下さい❗️

リピーターです。
更なる活性化を期待しています。

応援しております。がんばってくださいね。

いつも応援しています。がんばってください。
お礼の品は、できるだけ早く送っていただけると、たいへん助かります。

美味しいお米が大好きです！頑張ってください！

先日は、村長さんからの御礼のお電話をいただきありがとうございました。
微力ではございますが今年も寄付をさせていただきます。
これからも、頑張ってください。

お役立てください

自然豊かなまちづくりを応援しています

村のイメージ映像がとても良かったです。美味しいお米を作ってください。

お役立てください。

産業の発展を応援いたします。

災害に負けずに頑張ってください。

両親が暮らしているので応援しています

お米がとても美味しかったです！

同じ千葉県民として災害を乗り越えて頑張っていきましょう！



寄付金が少しでもお役に立てればと思います。

村の名前がいいですね！初めて存在を知りましたが今後応援していこうと思います。

農業、頑張ってほしいです！

台風被害に負けないでください。

環境改善にお役立てください。

美味しいお米作りをがんばってください。

復興頑張りましょう。

以前、村長様よりお電話をもらい丁寧にふるさと納税に
関して村長様始めとして、村の人たちの一つ一つの対応・気配りに
村の発展を陰ながら応援します

長生村には週末時々ドライブに行きます。いいところですね。地域の発展を応援しています！

千葉県のお米、楽しみにしています。

今年も宜しくお願い致します。

去年もふるさと納税をしました。とても美味しいお米でした。応援しています。

魅力あるまちづくりを応援します。

同じ千葉県民として、応援しています。

いつも美味しくお米を頂いております。昨年より還元率が下がっておりますが、昨年以上の美味しいお米を
届けてもらうと嬉しい限りです。

配送月別に分かれているので一括して必要な配送月分を申し込みできるので手間が省けて助かります。
また来年度も応援します。

昨年は台風被害、水害大変ご苦労されたことと思いますが
少しでもかかわることできればと寄付させていただきました。皆さんのご健勝お祈りしています。

長生村様の今後の更なるご活躍を応援してます！

大学時代にテニス部でした。
後輩たちが試合会場としてお世話になっています。
ありがとうございます。

地方は生産人口も少なく税収減で運営が大変だと思います。少しでもお役に立てればと思います。

同じ千葉県民として応援しています。自然災害に負けず頑張ってください!ますますのご発展を期待しており
ます。

少ないですが、地域活性のために役立てて下さい！(^-^)

少額ですが、子育てにお役立て下さい。

農業生産者の皆さんを応援しています。



長生き村、いいですね。縁起のいいお名前ですね。

貴村の特徴を発揮し税収増に取り組んで下さい。
　（返礼品を期待する人は多いと思います）

長生村に自然を残して、全国に体に良いものを
届けて下さい💕

千葉県がんばれー！夫の出身地なので応援しています。少子化に負けないで！

返礼品の充実を図っていただけると助かります。

子供たちの教育に役立てて頂きたいです。

地域の活性化を応援します！

これからも魅力的なふるさと納税の返礼品を期待しています。

同じ千葉県民ですが、長生村の福祉にお役立てください。

応援してます。楽しみに待ってます。

美味しいお米で有名なため楽しみにしております。応援します！

地域の活性化のために頑張ってください

千葉にたちよった時は、長生村にも一度行ってみたいと
思います。

以前、ご当地を社用で訪問した時親切にして頂いたので…。

ふるさと納税を有意義に生かしてがんばってください。

これからも美味しいお米をよろしくお願いします

貴地域の活性化に役立ててください。

台風にめげず頑張って下さい。

環境を大切にしてください

昨年も美味しいお米でした。ありがとうございました。

昨年頂いた返礼米がとても美味しく、リピーターです。
応援しています。

はじめて寄付させていただきます。些少ですがご利用ください

長生村という素敵なお名前にあやかり、美味しいと評判のお米を母に食べさせてあげたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。

被害は大きかったのでしょうね。少しでも助けになれば幸いです。

台風でいろいろ大変と思いますが、頑張ってください。



地方の活性化が大切。長生村ガンバレ！

長生村の発展を願います

子育て支援に役立てて頂ければ幸甚です。

未来への投資にぜひ活用してほしいです！ぜひ非常識なこと、新しいことに取り組んでほしいです！

おいしいので父にも送ります

おいしいお米なので実家にも送ります

昨年に引き続きお願いします。おいしいお米です！

単純に名前も好きです。元気がもらえます！

今年で３回目です。毎年ありがとうございます。

美味しいお米を作り続けてください。

毎年、美味しい新米をありがとうございます。
こらからも、応援しています。

毎年美味しく新米をいただいています。楽しみにしています。

日本の人口減少を食い止めるために、難民、移民政策をしてみてはいかがでしょうか？

毎年、おいしいお米をありがとうございます。
感謝し、毎日食べさせていただいています。
本当にありがとうという言葉が、適切です。

昨年の台風禍、お察し申し上げます。そんなさなか、美味しいお米をお送りいただきましてありがとうござい
ました。

去年初めて頼ませてもらいました。お米美味しくて今年も楽しみです。

これからも美味しい特産品をよろしくお願いします。

子育て支援を充実し、少子化にストップをかけて下さい。

毎年おいしいお米をありがとうございます。
今年分も期待しています。

子供たちが安心して暮らせるまちづくりをお願い致します

住み良い町づくりをお願いします。

台風の被害がひどかったですが、復旧頑張って下さい

前に村長様からお電話いただきました。
ありがとうございました。

これからも美味しい食材作り頑張って下さい。

応援しています。頑張ってください。



今後とも宜しくお願い致します

地域の活性化を応援します。

産業を育てる村づくりを応援します。

今年も美味しいお米お願いします。頑張ってください。

お役に立てれば幸いです。

明るい未来の子どものために役立ててほしいと願ってます。

昨年いただいて美味しかったので今年もふるさと納税させていただきます。コロナに負けず頑張ってくださ
い。

元気な村を応援しています。

今年もアイガモオーナーでお世話になります。よろしくお願いいたします。

美味しいお米、楽しみにしてます。頑張ってください。

昨年頂いたお米は大変美味しかったです。これからも長生村の産業の繁栄を応援します。

お米が美味しいのでまた寄付させて頂きます

昨年の台風被害で大変であったと思います。今年は穏やかな1年でありますように！

3年くらい前のふるさと納税で、はじめてアイガモ農法のお米を知りました。とても美味しく、それ以来のファ
ンです。ずっと美味しいお米を作り続けてください。もっと有名になってもいいのにと思うくらい美味しいで
す。

人口減少で地方は特に大変ですが、寄付金を有効に使って、魅力ある町にしてください。

魅力ある街づくり、頑張って下さい。

お世話になります。初めての寄付です。美味しいお米、楽しみです。

いつも利用させてもらってます。村の発展を願っております。

現時点でコロナの影響で考えられないくらい大変な状況と思います。無理はせずに乗り越えていければと
思います。

微々たる納税協力ではございますが有効に利用頂ければ幸いです。

昨日、村長からお電話を頂き感激です。
村長のお人柄が伝わり、ますます長生村が好きになりました。
コロナウイルスが終息したら是非長生村に遊びに行きたいです。

去年も寄付させて頂いています。頑張ってください。

心ばかりですが、お役に立てていただけましたら嬉しいです。

今年もよろしくお願いします。



商品とともに送られてきた
村のPRで合鴨農法のオーナー制度を知りました。田圃見るのもそこでのカモさんたちの活躍も応援したい
と思い申し込みました。扱う品物が地物ばかりじゃなくても、長生村がどんな村だろうかと気になりました。
いろんな自治体でふるさと納税をしますが、こちらの自治体のアピールの真摯な姿勢が印象に残りました。
応援したいです。

以前も選択させていただきました。おいしいお米をありがとうございます。がんばってください。

日本の未来のために、有効に、少子化対策に使ってください。

台風の災害復興頑張ってください。

昨年は村長さんからお電話を頂きました。美味しいカニを有難うございました。
本年は所得不透明なもので少額になります。よろしくお願いします。

村を元気にして下さい

未来ある子供さんたちにお役立てください。

去年も両親もとても喜んでくれました。今年も楽しみにしています！

去年も美味しく頂きました。今年も楽しみにしています！

少額ですが使用ください

もう何度もリピートしています。大粒で、解凍してもプリプリで、本当に美味しいです。妻が牡蠣大好きで、ま
た妊活にも良いと聞いて、いつも食べています。これからもこのまま頑張って欲しいと思います。

カニ楽しみにしています！

長生村の高齢者のための施策の一部に充てて下さい。

子供の教育を応援します。

昨年は台風被災の中返礼品を送付頂き大変恐縮しております。　被災者の皆様の一日も早い復旧、復興
をお祈り申し上げます。

災害に負けずに頑張ってください

魅力あふれる街つくりにお役立て下さい

これからもいいお米をつくり続けてください。

美味しいお米、楽しみにお待ちしています。

いつも美味しいものをありがとうございます。

頑張ってください！子供たちに明るい未来を！

たまにお世話になっております。
お米を美味しくいただきます。

地域活性化に活かしてください

子育て支援にご活用ください。



村長さん、先日は、お電話までいただき、ありがとうございます。私たちは、老夫婦ですが、こうしたお便りを
受けますと、記憶にしっかりと残りまして、応援したくなります。今後とも、ご活躍ください。

些少ですが将来を担う子供さんの育成にお使い下さい。

同じ県で寄付できることが嬉しいです。

わずかですがお役立てください。長生村にはふるさと納税で、いつも利用させていただいてます。楽しみに
しています。

千葉県応援してま〜す。がんばってください。

数の子、鬼リピしてます。家族全員大好きです。数の子が届くと両親に褒められます。長生村のおかげで我
が家の家族円満は成り立っております。長生村には行ったことないですが、応援しています。いつの日か、
感謝を伝えに伺ってみたいと思っております。この数の子はずっと続けてください。

美味しいお米を有難うございます

新米の豊作を祈っております！

村の名前のとおり、長生村のお米を食べて長生きしたいです。
良いお米をこれからも作ってください。

寄付金を未来担う子供たちのために役立ててもらいたいです。

村長さん頑張ってください。

いろいろな自治体に寄付してきましたが村長さんからお礼の電話がかかってきたのは初めてです。災害に
負けず頑張ってください。

昔、旅行で立ち寄ったことがあります。いつまでも、豊かな自然を守ってください。

美味しいお米を期待しています。

環境保全に留意した政策をお願いします。

地域振興、頑張ってください。

今年も寄付させていただきます。
有効活用してください！

自然災害が多くなってきております。ますます自治体の役割が大事になってきます。頑張ってください。

毎年応援させていただいております。

少額ではありますが、地域振興の一助となれば幸いです。

楽しみにしています。よろしくお願いします。

コロナに負けない長生き村ですね(^-^)v
愛知は大変ですけどもうひと踏ん張り頑張ります。皆さんも頑張って下さい。

村の発展に役立ててください！

有効に活用してもらえればと思います。



税金を未来のための活用してください。

同じ千葉県民として毎年応援を続けます。

千葉県民として応援しています。

先日は、村長様から自宅にご連絡をいただき、家内が大変喜んでいました。ふるさと納税で応援できればと
思っております。

南房総へのサーフィンの行き帰りに通りがかります。
豊かな自然がいつまでも続きますように。

災害復旧頑張ってください。

魅力ある地域づくりを応援します

これからの長生村のご発展を期待しております。

昨年に引き続き、ふるさと納税をしています。これからもおいしいお米作りを続けてください！

返礼品目的ですが、ふるさと納税させていただきます。村のためにご使用いただければ幸いです。

長生村。いい名前ですね。

美味しくてたっぷりのお米が気に入り、毎年寄付させていただいております。
これからも応援しますので、頑張ってください！

長生村　ながいき　いい名前ですね。

外房の海岸はサーフィンで毎週訪れています。クリーンビーチの啓蒙を広めたい。

現在は転勤族で各地を転々としていますが千葉県で生まれ育ち実家も千葉です。ご縁を感じて寄付させて
いただきました。これからも頑張ってください。

地方創生頑張ってください。

健やかに長生きできる環境作りに貢献できると嬉しいです。

長生高校へ進学した友人がいました。
微力ながら益々の発展をお祈りしております。

近頃あまりうれしいニュースが聞けませんが、いくらかでもお役にたてればうれしいです。

日本の未来を担う子供達に有意義に利用して下さい

千葉県は関東の台所！
地域活性化頑張ってください！

昨年から長生産ふさこがねを送ってもらい、美味しいお米に妻共々感激です。今年もよろしくお願いします。

美味しい農産物をこれからも生産していただきたいと思います。

ふるさと納税で未だに合併せず村として存続しておる事を知りました。素敵な村作り頑張ってください。



子供が将来に希望を持てることを期待しております。

千葉県出身です。頑張ってください！

今年もよろしくお願いします！

魅力ある町つくり、頑張って下さい。

良い環境の維持を宜しくお願い致します。

豊かな自然の維持を宜しくお願い致します。

子供たちの未来のために活用してください。


