
 明治・ 大正・ 昭和・ 平成

年 月 日  ④日中連絡可能な電話 （ ）

※下欄に記載し、振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】

X X X X

1

 Obu shi 〇〇cho 〇-〇〇

55 10

 〇〇 ken 〇〇shi 〇〇cho 〇-〇〇

4

1普通

2当座
7 オオブ　タロウ

店番

10 ＸＸＸ ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

オオブ　タロウ

②生 年 月 日

第３号様式（第６条関係）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）
申請書（請求書）

支給市区町村（※申請時点の居住市区町村）

２ページ目の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

１．申請・請求者（世帯主）

大府市長　様

（　フ　リ　ガ　ナ　）

①氏　　　　　名
③現　　　住　　　所

OBU TAROU

３．振込口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）※長期間入出金のない口座を記入しないでください。

金　融　機　関　名 支 店 名

ＸＸＸＸ

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連 XXX

1 2 3 4 5 6

分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（カナ）
※「１．申請・請求者」名義に限る。
※通帳の表記に合わせてください。

本・支店
本・支所
出張所

X X X金融機関番号

要件1 要件2 要件3 口座 支払

2 TUMA

月54 8

２．申請者が属する世帯の状況

申請
者との
続柄

令和３年１月１日時点の住所
（現住所と異なる場合にのみ記入）

1

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生年月日

氏　　　　　名

(申請者)

オオブ　ハナコ

OBU　HANAKO

オオブ　イチロウ  明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令

年

 明・ 大・ 昭・ 平・ 令

R3.1以降
家計急変が

あった者

○

1 日

本人

日

令和３年１２月１０日時点
の住所

年 月 日

 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令

年

　□　同上

　□　下記のとおり
住所

13 8 31

5

3 KO

受付
番号

 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令

年 月 日

月

⇒□　後日、現金受領を希望（申請書提出から１か月程度の期間を要します。）

OBU　ICHIROU

受付

ゆうちょ銀行
通帳記号

6桁目がある場合は
※欄にご記入ください

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
ご記入ください。

裏面も必ずご確認ください。確認事項及び必要な添付書類の説明、署名欄があります。

（注） 金融機関で口座が作れない等、どうしても口座による受け取りが出来ない方が現金受領の対象となります。該当の方は、下記□にチェック（レ）してくださ
い。現金受領は、申請書提出から１か月程度の期間を要します。受領場所・受取期間は、別途、通知書によりお知らせします。

通帳番号
（右詰めでご記入ください）

口座名義(カナ)
※通帳の表記に合わせてください

※

市区町村

受付印
市区町村

受付印

✔

①Chủ hộ Họ và tên ②Ngày tháng năm sinh
③Địa chỉ chổ ở hiện tại ④Số điện thoại có thể liên lạc trong ngày

Địa chị nơi ở tại thời điêm 10/12/2021 và địa chỉ 
tại mục ③ giống nhau thì đánh dấu vào ô vuông 
□ Nếu khác nhau thì ghi địa tại thời điểm ngày 
10 tháng 12. Địa thỉ thời điểm ngày 1/1/2022 và địa chỉ tại mục ③

khác nhau thì ghi địa chỉ tại thời điểm ngày 1/1

Viết tất cả các thành viên của bạn.

Đánh ○ vào những người có thu nhập từ tháng 
1/2021 đến nay giảm thấp hơn thu nhập tiêu chuẩn 
ghi trên.

Bản viết mẫu (Đơn đăng ký)

Tên ngân hàng Tên chi nhánh Loại Số tài khoảng Tên chủ tài khoảng

Ngân hàng Yucho

Số hiệu tài khoảng
（trường hợp có 6 số thì ghi tiếp vào ô※）

Số tài khoảng Tên chủ tài khoảng

Quan hệ
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh



※全ての項目を確認し、□にチェック（レ）してください。

 『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）（請求書）』（本書）

※ 必要事項をご記入ください。

『申請・請求者本人確認書類の写し（コピー）』

※

『申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し（コピー）』

※

（令和３年１月１日以降、複数回転居した方）『戸籍の附表の写し（コピー）』

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』

※

『簡易な収入（所得）見込額の申立書』（別紙）

※

『令和３年中の収入の見込額』又は「任意の１か月の収入」の状況を確認できる書類の写し（コピー）

※「令和３年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等

※「任意の１か月の収入」・・・給与明細等

※【誓約・同意事項】のチェック漏れや、添付書類の不備はありませんか。（チェック漏れや添付書類の不備がある場合、給付を受けられません。）

本申立ての内容に相違ありません。

令和　○　年　○　月　○　日

OBU　TAROU

【誓約・同意事項】　※全ての項目を確認し、□にチェック（レ）してください。

□ 以下の全ての誓約・同意事項について確認し、誓約・同意します。

本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例えば、
事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月とし
て給付申請した場合など、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにも関わらず、支給
申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されること
があります。

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（顔写真が記載された表面）、年金手帳、介護保険証、パス
ポート等の写し（コピー）をご用意ください。

申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し（コピー）をご用意ください。

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し（コ
ピー）をご用意ください。

申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の
金額の分かる書類を添付してください。

Giấy tờ nộp

①
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）（以下「給付金（家計急変世帯分）」という。）の支給要
件に該当します。

②
給付金（家計急変世帯分）の支給要件の該当性等を審査等するため、前住所地での給付金の受給の有無のほか、市が
必要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供
することに同意します。

③ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

④ この申請書は、市において支給決定をした後は、給付金（家計急変世帯分）の請求書として取り扱います。

⑤
市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４年９月30
日までに、市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金（家計急変世帯分）が支給されないことに同意します。

（署　名）
申請者氏名

⑥
給付金（家計急変世帯分）の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金（家計急変
世帯分）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金（家計急変世帯分）を返還します。

⑧
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者はいません。受給してい
た場合には、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を返還します。

⑦

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ngày gửi đơn

chữ ký（Họ và tên chủ hộ）

Hãy xác nhận nội dung dưới đây. Check vào các ô vuông

・ Những người đã từng nhận trợ cấp thì không nhận được nữa.
・ Người thuộc gia đình miễn thuế thì nộp Giấy đăng ký (Shinsei Sho) không nhận được tiền trợ cấp. Cần 
nộp giấy khác (Giấy xác nhận Kakunin Sho)

・ Thu nhập giảm nhưng lý do không phải là do dịch bệnh Corona thì không nhận được trợ cấp này.

Đánh dấu vào ô vuông □

※Cho giấy tờ cần nộp vào phong bì được, rồi gửi.
Những người không thể gửi thư thì mang đến trực tiếp theo địa chỉ trên.

①Đơn xin trợ cấp đặc biệt （Shinseisho）
②kiến nghị （Moushitatesho）
③Photo bảng lương 
※ Bảng lương của các thành viên đang trả thuế thị dân.

④Bản sao thẻ ngoại kiều hoặc bằng lái… giấy tờ có thể xác nhận danh tính
⑤Bản sao sổ ngân hàng (Tờ số 1 có tên chi nhánh và mã số tài khoản ngân hàng)
⑥Bản photo giấy cư trú (Jumin hyo)


