
世帯主（申請・受給者）

氏　　　名

署名（又は記名押印）

給付対象者　　　　

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

受取方法

□ 下記の金融機関口座（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

【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。）

＊金融機関コード、支店コードの記入は不要です。

（申請書裏面）

【代理申請（受給）を行う場合】
　

※記名押印に代えて署名することができます。

※申請・受給者との関係（代理申請・受給が可能な方一覧）

１．同一世帯：令和２年４月27日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

２．法定代理人：親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人

３．その他：親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方（ご関係を記入ください）

・単身世帯で寝たきりの者や認知症の者など

・老人福祉施設、児童養護施設・乳児院等及び知的・精神障害者施設に入所している者

・里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている者

・配偶者からの暴力を受けているDV被害者

・留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者

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 　

代理人氏名

日中に連絡可能な電話番号　　　　　　（　　　　　　）

金融機関コード 支店コード

ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

この口座が焼津市の住民税等の引落し、児童手当の受給に現に使用している口座であって、世帯主（申請・受給者）の名義
である場合は、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、納税促進課、子育て支援課等に照会を行うことを承諾します。
　（希望する口座）　　□　住民税等の引落口座　　　□　児童手当の受給口座

代
理
人

（　フ　リ　ガ　ナ　） 申請者
との関

係
代理人生年月日 代理人住所

ヤイヅ　タロウ
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

金融機関名 支 店 名 分類
口　座　番　号

（右詰めでお書きください。）

（フリガナ）
口座名義

合計金額 円

○

□ □
□

焼津　清 父 昭和25年5月1日 □ □
焼津　和子 子 令和2年4月1日 □
焼津　一郎 子 平成29年3月1日 □ □
焼津　花子 妻 平成2年2月1日 □
焼津　太郎 世帯主 昭和60年1月1日 □ □

氏名 続柄 生年月日 希望しない 氏名 続柄

日中に連絡可能な電話番号

　　　　　（　　　　）

○

○
（　フ　リ　ガ　ナ　）

 現　住　所 生年月日

　ヤイヅ　タロウ

　焼津市本町２丁目１６番３２号
　　ハイツ焼津１０１号室

昭和60年1月1日

特別定額給付金申請書
申請日 令和　　年　　月　　日

100,000×人

生年月日 希望しない

□

□

□

Mahimong buhaton ang Proxy application(Dairi Shinsei) kung dili makaproseso ang Householder. 

Sa kaso nga ingon-ani,positibo nga mahitabo ang pekeng pagpa-ila sa laing tawo ug uban pa nga 

aksyon sa panikas.Tungod sa nahisgot nga rason,ang proxy application kay limitado lamang 

mabuhat sa miyembro sa parehong Household o pamilya.

Bahin sa dugang detalye,palihug ug basa sa likod sa application form.

Kumpirmahon ang listahan〈※Relasyon sa Aplikante・Tagadawat（Proxy Application・Listahan sa 

Posibleng Makadawat）〉.

Dugang pa,ang Proxy Application kay nagkinahanglan ang Authorization letter(Sulatan sa likod) ug 

ID copy sa Householder ug sa Proxy nga magbuhat sa proseso.

２ ５ ２９

焼津 太郎 ０５４ ０００ ００００

・Isulat ang Petsa sa Aplikasyon

・Isulat ang Ngalan sa Householder(Aplikante・Tagadawat sa benipisyo）
〔Langyaw〕Dapat isulat sa Householder ang Ngalan nga nakabutang sa Residence card. 

(Dili na kinahanglan tatakan ug selyo kung ang nagsulat kay ang mismong tawo).

STEP １

法定代理人の場合は、委任

方法の選択は不要です。

申請・請求

申請・請求及び受給

署名（又は記名押印）

㊞

LIKOD

・Kumpirmahon ang kwalipikadong makadawat sa parehong            

Household ug isulat ang kadaghanon sa tawo.
STEP ２

・Isulat ang hulogan nga bank account sa Householder.STEP ３

Sulatan ug X ang  □ sa 「Dili kinahanglan」kung dili gusto  nga 

makadawat sa benepisyo.

Oo

D I L I
Oo

D I L I

Uban pa

㊞

✔

✔

焼津〇〇 ＊＊ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
焼津 太郎＊＊

SAMPOL

５

Account nga ginakaltasan sa Residence Tax?
Sulatan ug ☑ ang「Account nga 

ginakaltasan sa Residence Tax」

Account sa pagdawat sa Child Support 

Allowance(Jido Teate)?

Sulatan ug ☑ ang「Account sa pagdawat 

sa Child Support Allowance」

Dili kinahanglan ang 

copy sa dokumento 

para makumpirma ang 

bank account.

Palihug ug prepara sa mga dokumentong makumpirmahan sa 

banko nga hulogan.

Copy sa bank book diin makumpirma ang Financial Institution 

Name(banko),Bank account number,ngalan sa account holder, Copy 

sa ATM card o Internet banking(screen copy).

Ipapilit ang copy sa ID sa Householder sa likod sa application form.

〈Hapones〉 ・Driver's license card copy ・My number card copy

・Health Insurance card copy ( 2 ka klase nga ID kung wala'y litrato)

〈Langyaw〉 ・Residence card copy(Zairyu kado)    

(Kopyahan ang luyo kung adunay nakasulat sa luyo.Apilon ug papilit.)

Pamaagi sa Aplikasyon alang sa 

Yaizu city Special Fixed Benefit 


