
様式第１号

（宛先）旭川市長

※太枠内は必ず記入してください。

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（次の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（世帯主（申請・受給者）又はその代理人の口座に限ります。）への振込みを希望

【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。）

0 0 1

※ゆうちょ銀行への振込みを希望する場合，通帳見開き下部を参照の上，次のとおり記入してください。

【店名】（漢数字３桁）を支店名欄に記入

【店番】（算用数字３桁）を支店コード欄に記入

【預金種目】が当てはまるものを○で囲む

【口座番号】は口座番号欄に右詰めで記入

□ B　後日，窓口での給付を希望（金融機関の口座がない方などが対象となります。）

□給付決定額と合計金額が同じ。

□給付決定額と合計金額が異なる。

 

【代理申請（受給）を行う場合】

年 月 日

○
（　フ　リ　ガ　ナ　）

氏　　　　　名

アサヒカワ　タロウ  明治・大正・昭和・平成・令和

日中に連絡可能な電話番号　０１６６　－　２６　－　１１１１ ６０年　　１０月　　　１日　

次の事項に同意の上，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。
受取口座記入欄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込みが完了せず，かつ，申請受付開始日から８月２６日までに，

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，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。

○ 給付対象者（記載内容に誤りがある場合は，朱書きで訂正してください。）

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 旭川　太郎 世帯主 昭和60年10月1日 受給を希望しない　□
2 旭川　花子 妻 平成2年4月1日 受給を希望しない　□
3 旭川　直子 子 令和元年12月31日 受給を希望しない　□
4 受給を希望しない　□
5 受給を希望しない　□
6 受給を希望しない　□
7 受給を希望しない　□
8 受給を希望しない　□
9 受給を希望しない　□
10 受給を希望しない　□
11 受給を希望しない　□
12 受給を希望しない　□

○

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

（フ　リ　ガ　ナ）

口　座　名　義

アサヒカワ　タロウ

支店コード

代理人が申請する場合は，裏面の【代理申請（受給）を行う場合】に御記入ください。

【旭川市での記入欄】※記入しないでください。

（　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　２　年　６　月　１５　日 お問合せ番号

現　　　　　　　住　　　　　　　所 生　年　月　日

　旭川市６条通９丁目

旭川　太郎

合計金額 3 0 0 ， 0 0 0 円

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。）

旭川
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
1 2 3 4 5 6 7

旭川　太郎

給付決定額 円

（申請書裏面）

代
理
人

申請者
との関

係
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

Application Instructions

※　給付金の
　受給を希望
　しない方が
　いる場合は，
　右欄を御確
　認ください。

旭川市

受付印

署名（又は記名押印）

㊞

← 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　　　　　

Head of Household (Application, Payment 
Recipient)

Change of Address
If your address has changed, and your current address is 
different than what is on your certificate of residence as of 
April 27th, 2020 (the same address pre-printed on this 
application), please fill in your new address using a red pen.

Eligible Payment Recipients
Please check that the names of the recipients listed, their 
relationship to the head of household, their birthdays, and 
the total payment amount are accurate. If there are any 
mistakes, please correct them using a red pen.

Change of Family Name
In addition to enclosing a document that can verify your 
change of family name (a copy of both sides of your driver's 
license, a copy of your pension booklet, etc.), please fill in 
your updated full name and its furigana reading.

For those who do not wish to receive a payment
If there are those who do not wish to receive a payment 
among the listed eligible payment recipients, please mark an 
"x" in the corresponding box in the field to the right. If 
necessary, please revise the total payment amount using a 
red pen.

For those who request a bank transfer to their 
account (with a financial institution)
Please check this box and write the name of your financial 
institution or bank. Also, please paste a copy of a document 
on the back of this page (such as a cash card or bankbook) 
that displays the name of the financial institution associated 
with your account, the account number, and name of the 
account holder (written in kana).

For those who request a bank transfer to their 
account (with the Japan Post Bank)
Fill in the store name (店名), store number (店番), bank 
account type (預金種目), and account number (口座番号) 
listed on the bottom half of the first page of your bankbook.

For those that wish to receive their payment 
through a City Hall or branch office customer 
service counter

For those applying on another's behalf as an 
agent
Please fill in the agent's full name, the furigana reading of 
their name, their relation to the applicant, their birthday, 
their address, and their phone number. Then, circle the rights 
that shall be delegated to the agent. 
If a bank transfer will be made to an account other than the 
head of household, please circle "受給" (receiving of 
payments). 
If the agent is submitting the application, the agent must 
submit their own personal identification documents specified 
on the back page of the application in addition those of the 
head of household.

Please fill out the application using an unerasable black or blue ballpoint pen.

㊞

Application Date
Please write the date you submit this application. 

Sample Front 


