
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。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。

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

昭和60年10月1日

　　 　　　　　　　　　　　　　　

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（代理人も含）に

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

※

㊞

Não há necessidade de preencher o nom

e , caso esteja inserido Não há necessidade de preencher o endereço, 

caso esteja inserido

Carimbo do Chefe da Familia
Anote o No.Telefone

Não há necessidade 

de preencher , caso 

esteja inserido

Data da solicitação

Não há necessidade de 

preencher o Nome, caso 

esteja inserido

Assinale as pessoas 

com um X, caso 

queira RECUSAR 

este auxílio

Assinale se quiser receber através da conta bancária

Caso queira utilizar na mesma conta utilizada para o debito 

automático dos impostos,etc, assinale este campo para conferir 

os dados com a seção responsável 

Imposto　Municipal Imposto sobre Bens Imobiliários
Imposto sobre Seguro Nacional 

de Saúde

Escreva o Nome do 

Banco, e assinale  o 

tipo de instituição

Nome da Agência

Número da agência

Leitura do Nome em katakana

Nome do titular da Conta bancâria

No.da Conta（inserir pela direita）

assinale com um 〇 o Tipo de Conta（Norma:1,  Poupança:2）

No.da Conta (insira pela direita)

Codigo da caderneta

Leitura do Nome em katakana

Nome do titular da Conta bancâria

Para aqueles que desejam receber a vista（somente para aqueles que não possuem conta bancária ou o acesso ao banco é muito distante de onde vive  ）

Nome do Banco ou 

instituição Financeira

Banco Yucho 

(correio)

Não há necessidade de preencher o nome 

da cidade, caso esteja inserido

← 法定代理の場合は、委任　

     方法の選択は不要です。

　申請・請求　

　受給

　申請・請求及び受給　　

署名（又は記名押印）

㊞

Leitura do nome do Procurador（katakana）

Nome do Procurador

Nome do Chefe da Familia

Endereço do procurador

Data de Nascimento

Ano  　Mês 　　Dia

Carimbo do Chefe de familia

年号
Meiji/Taisho/Showa/Heisei

Telefone do Procurador

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　　　

Imposto sobre Automóveis de pequeno Porte

Auxilío Infantil

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　

Copias de documentos de idetificação do 

proprio (no cado do procurador, anexar a 

copia do procurador)

Cole aqui a copia da caderneta 

do banco ou copia do cartão 

magnético do banco

Verifique se todos os itens foram preenchidos 

e se o conteudo estão corretos.

Verifique se a copia da caderneta do banco é a mesma 

com com os dados bancarios anotados

Verifique se todos os documentos estão em anexo


