
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① Put a ✔ in □ after confirming “everyone in the household is not a 

dependent on those who are taxed by resident tax. in 2021” 

(Note) Single household of resident tax exempted university students who are 

dependent on parents taxed by resident tax, or resident tax exempted 

households of parents who are dependent on children taxed by resident tax are 

not eligible for the payment. 

 

 

Sample 

 

⑥Those who have difficulty receiving the payment by transfer because of not having a 

bank account or living far away from financial institutions can choose to receive in cash. 

※The payment cannot be done on the day you submit the confirmation form. 

Notice of determination is mailed later. Please come to the responsible window with the 

notice of determination and ID on the date and hour written on the notice of determination 

(Weekdays only). 

②Make sure there is nobody in the 

household who has not filed resident tax 

or final tax return even having income 

which is taxable by resident tax, and put 

a ✔ in □.  

 

 

※ The benefit will be paid 

only to those who put a レ on 

①②③. 

 

④Fill in “head of household’s 

name”, “the day when you 

checked the contents of the 

confirmation column were 

correct,” and “phone number 

which can be contacted 

during the day.” 

 

⑤Put a ✔ in □  only if the 

payment account column is 

blank or you wish to change the 

account, and attach a copy of 

your ID and bankbook of the 

payment account you wish to 

use this time. 

※ Please fill in the payment 

account of the head of the 

household. 

 

③Confirm that the household 

didn’t receive “Temporary 

Special Allowance for 

resident tax exempted 

household etc.” (For tax 

exempted household and 

household with drastic 

financial change) or not a 

household whose member is 

the head of household who 

received above mentioned 

allowance, and put a ✔ in □.  

 

【英語】 



 

 

 

   

【参考】代理人が受給する場合に、世帯主本人との関係性が分かる書類一覧表 

 

【代理確認（受給）を行う場合の記入欄】

世帯主本人に代わって、代理人が内容確認や受給する場合には、世帯主が以下の欄を記入してください。

(代理人は、令和4年6月1日時点で世帯主と同一世帯の方、法定代理人の方、親族等）

明治・大正・昭和・平成

年 月 日
日中に連絡可能な電話番号 （　　　）

上記の者を代理人と認め、

確認・請求  を委任します。

受給    ←法定代理の場合は、

確認・請求及び受給 　  委任方法の選択は不要です。

【添付書類の貼付欄】

チェックリスト（以下の項目について必ずご確認の上、確認後はチェック欄（□）に✔を入れてください。）

□

□

□ ③添付書類に漏れはない。（代理受給の場合、世帯主との関係性が確認できる書類の写し　等）

代

理

人

フリガナ 世帯主との

関係
代理人生年月日 代理人住所・電話番号

代理人氏名

世帯主氏名

署名（又は記名押印）

　

　　　　　　　　　　　　　【振込先金融機関口座確認書類】

　　　　受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳の見開き

　　　　 部分の写し、なければキャッシュカードの写し

　　　表面の上の「支給口座」欄に記載された口座以外の口座への振込を希望される場合や、「支給口座」

　　 　欄に口座の記載がない場合は、表面の下の「受取口座記入欄」に記入した振込を希望する口座の確認

　　　 書類を提出してください。

　

　

　　　　　　　　　　【本人（代理人）確認書類 】

　　　　　　　マイナンバーカード（写真付の面のみ）、運転免許証、パスポート等の写し

　　　　　　※日本国籍を有しない方の本人確認書類

　　　　　　　　在留カード（表と裏）、特別永住者証明書

　　　　　　※代理人が確認（受給）する場合

　　　　　　　　世帯主の本人確認書類の写しと代理人の本人確認書類の写し

　　　　　　　　代理人が確認（受給）する場合の添付書類は、記載例をご確認ください

　

　　  表面の上の「支給口座」欄に記載された口座以外の口座への振込を希望される場合や、　「支給口座」

　  　欄に口座の記載がない場合、現金による支給を希望される場合、代理人が確認（受給）する場合には有効

　　　期限内の本人（代理人）確認書類の写しを提出 してください。

②表面上の「支給口座」欄に印字された口座以外の口座へ振込を希望する場合や、「支給口座」

欄に振込口座の印字がない場合は、口座確認書類と本人確認書類の写しが貼付されている。

①記入した項目に記載漏れ、記載誤りはない。（表面の確認欄①②③の左側に「レ」が記入され

ている。世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号が記入されている　等）

臨時特別給付金の

Backside 

⑦In case of confirmation by 

agent (for receiving the 

payment), head of household 

fills in the column. If agent 

fills in this part, write head of 

household’s name and put 

Inkan by the name. 

⑧In case of confirmation by 

agent (for receiving the 

payment), ID documents of 

both head of household and 

agent are required. In case of 

receiving the payment by 

agent, attach documents 

explaining proxy background 

(Refer to the table below.). 

⑨ Confirm all the items of 

check list and put a ✔ in □. 


