別紙様式第１号（第６条関係）

Está descrito a conta em
que depositou o Auxílio
Extraordinário de Valor
Fixo em 2020.
Estando em branco é
quando não tem registro.。

世帯主氏名

殿

TARO INA

現住所

発行日 令和〇年〇月〇日

Modelo記入例

伊那市下新田3050

伊那市⻑

⽩⿃

孝

住⺠税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書
住⺠税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、令和３年度の住⺠税の課税状況に基づき、支給対象

① Todos os familiares não
estão dependentes de
alguém(parentes) sujeitos
ao imposto residencial.
② Dentro da família, não
tem pessoa sem declarar a
renda que tenha renda
sujeitos ao imposto
residencial.
Colocar ✔em ①.②.
Se não enquadra em ①e ②,
não pode receber o
benefício.

者に該当するため、以下のとおり、支給予定額をお知らせします。
以下の内容を確認して、（発行日から３か月以内の月日）までに、この確認書を返送して下さい。
支給方法

口座振込

支

確認書を受理した日から○日後（例）

給

日

支給口座

〇〇銀行 〇〇支店 普通

支

100,000円

給

額

****000 (口座名義)

■世帯主の方が記入して下さい。
確認欄（以下の項目を確認し、確認後にチェック欄（□）にレを入れてください）

☑ ① 世帯の全員が、住⺠税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。
☑ ② 世帯の中に、住⺠税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。

Se você não deseja receber
o benefícios coloque um
✔no □

※①・②の双方にチェックがある場合に限り、支給対象者に該当し、給付金が受け取れます。
（いずれか１つでもチェックがない場合、支給対象者に該当せず、給付金を受け取れません。）
※確認内容が誤っている場合は給付金の返還を求める場合があります。
また、意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
※上記の回答期限までに返信がない場合は、市区町村は本給付金の支給を辞退したとみなします。
※本給付金を受給しない場合は、右欄に✔をご記入ください。
【 私の世帯は給付金を受給しません

Preencher nome do chefe
de família. Data da
confirmação . Número de
telefone.

☑

】

上記記入内容に相違ありません。
世帯主氏名
Quem tem conta do banco
registrada para, conta de
Água, imposto e/ou Jidou
Teate(ajuda do leite).
Fazer ✔

TARO

INA

確認日 令和

4

年

1

月

20

日

連絡先電話番号

090××××××××

記載された口座を既に解約しているなどの理由で上記口座とは異なる口座への振込みを希望する場合や、
上記口座欄が空欄の場合には、以下の欄に記入して下さい。（⻑期間入出金のない口座を記入しないでください）

☑ 上記口座に代えて（又は上記の口座欄が空欄の場合）、下記の口座への振込を希望します。

□ 当市区町村の水道料、住⺠税等の引落し、児童⼿当等の支給に現に使⽤している口座であって、世帯主（申請者）名義のもの
この口座への振込を希望する場合、当該口座の確認について、水道部局、税部局等に照会することを承諾します。（この場合、通帳等のコピーは不要）
（希望する口座） ☑水道料引落口座
□住⺠税等の引落口座
□児童⼿当等の受給口座 （希望する場合はいずれか１つにチェックしてください）

【受取口座記入欄】※下欄に記載の上、振込先金融機関口座確認書類を添付して下さい。

Se o número da conta do
banco está em branco ou 、
deseja trocar de conta
coloque ✔ no □
Preencher número da
conta e anexar cópia da
caderneta.

金融機関名

支店名
1.銀行 4.信連 7.信漁連

〇〇〇〇

〇〇

2.金庫 5.農協
3.信組 6.漁協

金融機関番号

△

△

△

△

店番号

分類
本･支店
本･支所

▽

出張所

▽

▽

1普通
2当座

6桁目がある場合は※欄に
ご記入下さい

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・番号をご記入下さい。

1

0

口座名義(カナ)
※通帳の表記に合わせて下さい

1 2 3 4 5 6 7

通帳記号

ゆうちょ銀行

口座番号
※右詰めでお書き下さい

ＴＡＲＯ

ＩＮＡ

通帳番号

口座名義(カナ)

※右詰めでご記入下さい

※通帳の表記に合わせて下さい

※

（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は、伊那市役所生活支援臨時相談室までお問い合わせください。

代理人が確認する場合は、裏面の代理確認（受給）に記入してください。
Em caso de receber pelo
procurador, preencher Nome do

【代理確認・受給を行う場合】

procura, Parentesco/relação com
requisitante, Endereço, №
telefone e nome do chefe de
família. Anexar cópia ao verso de
document de identificação do
próprio( Zairyu card e etc).

代

フリガナ

申請者との

代理人氏名

関係

理
人

HANAKO NAGANO

○○

代理人住所

代理人生年月日

○○○○○○○1111-1

明治・大正・昭和・平成

5 年 2 月 8 日

**** ****

署名（又は記名押印）

上記の者を代理人と認め、
臨時特別給付金の

090

日中に連絡可能な電話番号

確認・請求
受給
確認・請求及び受給

を委任します。
←法定代理の場合は、
委任方法の選択は不要です。

世帯主氏名

ＴＡＲＯ

ＩＮＡ

印

Anexar Documento de
confirmação da
instituição
financeira( banco) para
depósito e Documento
de identificação do
próprio(Procurador)

Documento de Confirmação da Conta de Instituição Financeira(Banco) para Transferência Bancária

振込先金融機関口座確認書類
※Cópia da caderneta do banco(capa e contra-capa) onde consta o Nome do titular(furigana)
Em caso de desejar que deposite em outra conta do descrito na folha acima(frente), apresente um documento de confirmação da
conta desejada(cópia da caderneta do banco) para depósito, preencher os dados da conta nos espaços correspondentes a frente e
ao meio.

受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

（表面の上の方に記載の口座以外の口座への振込を希望される場合は、表面の下の方に記入し
た振込みを希望する口座の確認書類を提出して下さい）

Documento de Identificação do Requerente(Procurador)
本人（代理人）確認書類
※Cópia do Zairyu Card 在留カード
Cópia My Number マイナンバーカード

・Cópia do Passaporteパスポート
・ Cópia Carteira de motorista運転免許証

（Cópia de 1 destes documentos いずれか１つ）
Apresentar em caso de desejar que deposite na outra conta da descrita na parte superior na frente

Ainda, em caso de confirmação (receber) pelo procurador
表面の上の方に記載の口座以外の口座への振込を希望される場合
又は

代理人が確認（受給）する場合

には提出して下さい

