
世帯主（申請・受給者）

①

②

③

④

⑤

　　

受取方法 （希望する受取方法（下記のA又はB）のチェック欄（□）に『レ』を入れて、必要事項を御記入ください。）

□ Ａ　指定の金融機関口座（申請・受給者又はその代理人の口座に限ります。）への振込を希望
□

（希望する口座） □住民税 □固定資産税 □国民健康保険税（料）□軽自動車税 □児童手当

【受取口座記入欄】（長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

通帳番号

（右詰めでお書きください）

□ B　申請書を窓口で提出し、後日、給付（申請書の返送の必要はありません。）

（金融機関の口座がない方や金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方が対象となります。）

【代理申請（受給）を行う場合】
　

年 月 日

令和２年４月２７日時点の住民票所在市区町村

市区町村長殿

○
（　フ　リ　ガ　ナ　）

氏　　　　　名

日中に連絡可能な電話番号　　　　　　　　（　　　　　　）

下記の事項に同意の上、特別定額給付金を申請します。

受給資格の確認に当たり、公簿等で確認を行うことがあります。

他の市区町村で特別定額給付金を受給した場合には、返還をしていただきます。

○

氏名 続柄 生年月日
給付金の受給を希望されない方は

チェック欄（□）に×印を御記入ください。

1 千代田　太郎 世帯主 昭和60年10月1日 □
2 千代田　花子 妻 平成2年4月1日 □
3 千代田　直子 子 令和元年12月31日 □
4 □
5 □
6 □

○

この口座が当市区町村の地方税等の引落し又は払込みに現に使用している口座であって、申請・受給者の名義である場合
（この場合は通帳やキャッシュカードのコピーを添付する必要はありません。）
また、当該口座の確認について、税部局、福祉部局等に照会を行うことを承諾します。

（フリガナ）

口座名義

支店コード

（フリガナ）

口座名義

（　フ　リ　ガ　ナ　）

代理人氏名

 明治・大正・昭和・平成

日中に連絡可能な電話番号　　　　　　（　　　　　　）

特別定額給付金申請書

申 請 日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

生年月日 現　　　　　　　住　　　　　　　所

 明治・大正・昭和・平成

　　 　　　　　　　　　　　　　　

市区町村が、下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から３ヶ月
後の申請期限までに、市区町村が、申請・受給者又はその代理人に連絡・確認できない場合には、

住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明し
た場合には、返還をしていただきます。

給付対象者（下記の記載内容を御確認ください。
　　　　　　　　 もし記載に誤りがあれば、朱書きで訂正してください）

合計金額 3 0 0 , 0 0 0 円

金融機関名
（ゆうちょ銀行を除く）

支 店 名 分類 口 座 番 号
（右 詰め でお 書き くだ さい 。）

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協

7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

ゆうちょ銀行
通帳記号

（６桁目がある場合は、※欄
に御記入ください。）

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金
通帳の見開き左上またはキャッシュカー
ドに記載された記号・番号をお書きくださ
い。

1 0

代

理

人

代理人生年月日 代理人住所

上記の者を代理人と認め、
　特別定額給付金の　　　　　　  　　　                     を委任します。

世帯主氏名

市区町村

受付印

※

㊞Seal(Hanko) or signature 

of the leader of the household

Phone number in day time

Date of application

Put X mark in the 

box  for  the person 

who does NOT wish 

to receive the 

benefit.

Check here if you want to use your bank account to receive the benefit.

Check here if you want to use your account which is used 

for the tax payment or so and you can accept that we will 

verify with the related section if your account exists.

Account for Municipal Tax Account for Property Tax Account for National Health Insurance

Fill out a Bank Name

and mark with a circle 

on a number of the 

bank type

Name of Branch

Branch Number

Name of Account Holder in  katakana

Name of Account Holder

Account Number 

(Right Alignment)

Account Type 

(1: Saving Account, 2: Checking Account)

Number of the Bankbook 

Sign of the Bankbook

Check here if you want to receive the benefit in cash. (Only those who do not have any bank account or live in the place from very far from the bank.)

For Bank except 

Japan Post Bank 

(Yucyo Bank)

For Japan Post Bank 

(Yucyo Bank)

No need to fill out because already described.

← 法定代理の場合は、委任　

　申請・請求　

　受給

　申請・請求及び受給　　

署名（又は記名押印）

㊞

Name of Representative in Katakana

Name of Representative

Name of the Original Applicant

(Leader of the household)

Address of the Representative

Date of Birth

of Representative

Year   Month  Day

Seal (Hanko) of the Original Applicant

Era

Meiji/Taisho/Showa/Heisei

Phone Number 

of the Representative

押印

電話番号を

記入

給付対象者

と合計金額

をご確認く

ださい。

受取方法を

選択して

チェックを

つける

給付金の受

取口座を記

入（どちら

か一つに記

入してくだ

さい。）

代理人が申

請を行う場

合のみ記入

申請する日

を記入

　記入例　

Account for Light Vehicle Tax

Account for receiving the child allowance

No need to fill out 

because already 

described. No need to fill out 

because already 

described.

No need to fill out because already described.

No need to fill out 

because already 

described.

Name of Account Holder in  katakana

Name of Account Holder

給付を希望する人には、

チェックしないでください。



（申請書裏面）

　 ①

　

　 ➁

　 ③添付資料に漏れがないか御確認ください。

チェックリスト
（以下の項目について必ず御確認の上、確認後はチェック欄（□）にレを入れてください。）

御記入いただきました項目に記載漏れ、記載誤りがないか
再度御確認ください。

特に、御記入いただいた通帳番号と添付した通帳のコピーの番号が一致するこ
とを御確認ください。

申請者本人

確認書類の

写しを貼り

付ける

「受取方

法」で指定

した受取口

座を確認で

きる書類の

写しを貼り

付ける

チェックリ

ストを記入

本人確認書類

・運転免許証

・マイナンバーカード

・在留カード

・身体障がい者手帳

・年金手帳

・健康保険証　など

氏名・住所・生年月日が

確認できるもの

・通帳

・キャッシュカード

・インターネットバンキング

　の画面の写し　など

金融機関名・口座番号・口座

名義人が確認できるもの

代理申請を行う場合は、世帯主分と代理人本人　両方の「本

人確認書類の写し」を添付してください。

　記入例　

Attach a copy of the Applicant's ID

- Drivers License

- Resident Card (Zairyu Card)

- My Number Card

- Insurance Card

- Pension Book

※ In case of the application by the representative,  

     please attach a copy of the representative's ID too.

Attach a copy of the bankbook

or the cash card which is showing the bank 

name, the account number and name of 

account holder.

Check here if all required informtion is filled out and if the description is correct.

Check here if the account number described in this form is the 

same as the number on the attached copy.

Check here if all necessary documents are attached.


