
世帯主（申請・受給者）

Note

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

　　

受取方法
☑Ａ　指定の金融機関口座（世帯主（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） ☑ 住民税等の引落口座 □ 児童手当等の受給口座

【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。）

1 2 3 4 1 2 3

通帳番号

（右詰めでお書きください）

□ B　本申請書を窓口で提出し、後日、給付（この場合は、申請書の郵送の必要はありません。）

 

【代理申請（受給）を行う場合】
　

Notice

年 月 日

記入例（表）

　Enter the date of application.

特別定額給付金申請書

申 請 日 令和2年○月○日

令和２年４月２７日時点の住民票所在市区町村

ふじみ野市長　宛て

１
（　フ　リ　ガ　ナ　）

現　　　　　　　住　　　　　　　所 生年月日
氏　　　　　名

フジミノ　タロウ
ふじみ野市福岡１－１－１

 明治・大正・昭和・平成

ふじみ野　太郎
６２年４月２７日

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

氏名 続柄 生年月日 特別定額給付金を

日中に連絡可能な電話番号　　　　　　　　０４９　（　２６１　）　２６１１

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。また、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあります。
市が、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、市が、世帯主（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、市は当該申請が取り下げられたものと見な
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。

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。

☑希望する　□不要

3 ふじみ野　さくら 子 令和元年8月23日 ☑希望する　□不要

1 ふじみ野　太郎 世帯主 昭和62年4月27日 ☑希望する　□不要

2 ふじみ野　花子 妻 平成3年10月15日

4 □希望する　□不要

5 □希望する　□不要

6 □希望する　□不要

7 □希望する　□不要

8 □希望する　□不要

9

円

３ （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。）

この口座が当市の住民税等の引落し、児童手当等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

※通帳番号の記載誤りがないか再度御確認ください。通帳番号の記載誤りがありますと、給付が遅れることがあります。

□希望する　□不要

合計金額 3 0 0 , 0 0 0

◎

い

ず

れ

か

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

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。）

2 3 4 5

（フリガナ）
口座名義

ふじみ野
1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協

7.信漁連

ふじみ野
本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

1 6 7

フジミノ　タロウ

ふじみ野　太郎
銀行コード 支店コード Note

Attach a copy of the specified account (account, cash, cash

card) to the back of the application form.

In principle, the applicant’s name is the head of household

on resident registration.

If a person other than the head of household makes an

application, it is necessary to fill in the “Representation

application field” on the back side.

Fill in the “Signature (or seal stamp)”, “Phone number that

can be contacted during the day” and “Date of birth”.

Attach a copy of identity verification documents (driver’s

license, passport, or health insurance card etc.) that can

confirm the applicant, on the back side.

代理人住所
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　　　　　（　　　　　）

金融機関の口座がない方など、振込による給付が困難な方に限ります。また、窓口での提出は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止のため、予約制とさせていただきますので、０４９－２６２－９０００までお電話ください。現金給付者の申請受付期間：６月１日～６月４日

代理人が申請する場合は、裏面の代理申請（受給）に御記載ください。

申請書（裏）

代
理
人

（　フ　リ　ガ　ナ　）
申請者との

関係
代理人生年月日

[Phone reservation required]

In case if you do not have an account, you will be paid in

cash.

Check here, make a telephone reservation in accordance

with the enclosed “Procedure for application procedure”,

and bring the application form to the specified date and

time and place.

If a person other than the head of household applies, it is

necessary to fill in the “Representation application field”

on the back.

If a member of the household applies and receives the

benefits on behalf of the head of household, delegation

procedure is required. The member of the household and

the head of household should sign (or sign and seal).

Confirm if there are any mistakes in the recipients of the

special fixed benefit and the amount of benefits.

Check a box either you “□require” or “□not require” the

special fixed benefit.

If there is no mark in the either boxes, it is assumed that

you require it.

In principle, it is transferred to a financial institution.

Please check here, and check either “Accounts for

withdrawal of residence tax, etc.” or “Acceptance account

for children’s allowances, etc.

Please enter your account information in the [Receiving

Account Entry Field]. In principle, the account should be in

the name of the head of household. Enter the account

information of either “Financial institutions excluding

Japan Post Bank” or “Japan Post Bank”.

“If the head of household applied and completed the head

of household account, this is the end of the application

form.”

If you specify an account other than the head of household,

please fill in the “representation application field” on the

back side.

Attach a copy of the householder and the representative

member of the household can confirm the identity (driver’s

license, passport, or health insurance card etc.) on the back

of the application form.

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 　

0

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。）

（フリガナ）

口座名義
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

受付印 

※ 

署名（又は記名押印） 

㊞ 

３ 

４ 

５ 

６ 

← 法定代理の場合は、委任  

     方法の選択は不要です。 

署名（又は記名押印） 
 申請・請求  

 受給 

 申請・請求及び受給     

１ 

１ 

２ 

２ 

３ 

５ 

４ 

６ 

７ 
７ 

印 


