
 明治・大正・昭和・平成

電話

※下記の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

（        ）

   　　　  〇公務員の方は、右のチェック欄にチェックを入れてください

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（一括給付金）申請書

記入日 令和４年　　月　　　日

男・女

(様式第３号)

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生年月日 申請者の現住所（住民票所在地）

氏　　　　　名

月 日年

大阪市長
殿

申請者の住所　（令和３年９月30日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

赤い枠のところをあなたが書きます

世帯管理番号７ケタ

１．申請者 案内文書に記載されている世帯管理番号を記入してください

受付印

あか わく か

れいわ ねんど こそだ せたい りんじ とくべつ きゅうふ いっかつきゅうふきん しんせい

せたいかんりばんごう

①世帯管理番号

せいねんがっぴ

⑥生年月日

せいべつ

⑤性別

しめい ふりがな

③氏名 ④フリガナ

きにゅうび

②記入日

しんせいしゃ げんじゅうしょ

⑦申請者の現住所

しんせいしゃ じゅうしょ

⑨申請者の住所

でんわばんごう

⑧電話番号

１．「申請者」には 家族を 代表する 人のことを 書きます

しんせいしゃ かぞく だいひょう ひと か



 明治・大正・昭和・平成

電話

※下記の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

（        ）

配偶者の現住所（住民票所在地）
※申請者と同じ場合は記入不要氏　　　　　名

男・女

（　フ　リ　ガ　ナ　）

性別 生年月日

　　無　　有

年 月 日

２．配偶者 配偶者の有無

配偶者の住所　（令和３年９月30日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

しめい ふりがな

⑪氏名 ⑫フリガナ

はいぐうしゃ うむ

⑩配偶者の有無

せいべつ

⑬性別

せいねんがっぴ

⑭生年月日

はいぐうしゃ げんじゅうしょ

⑮配偶者の 現住所

はいぐうしゃ じゅうしょ

⑰配偶者の 住所

でんわばんごう

⑯電話番号

２．「配偶者」には 夫や 妻の ことを 書きます

はいぐうしゃ おっと つま か



平成,令和

平成,令和

平成,令和

平成,令和

平成,令和

※同居・別居の別については令和３年９月30日時点の状況を選択してください。

2 男 ・ 女

（　フ　リ　ガ　ナ　）

1

３．対象児童

・高校生等の児童のみを記入してください。公務員の方は中学生以下の児童も記入してください。
・対象児童数が６人以上の場合には、別紙（様式自由）もしくは裏面の余白に記入してください。

同 ・ 別

4 男 ・ 女

5 男 ・ 女 同 ・ 別
年 月 日

3 男 ・ 女

日

日月年

年 月 日

氏　　　　　名№ 性　別 生　年　月　日

月
同 ・ 別

続　柄
同居・別居

の別

月年
同 ・ 別

同 ・ 別

日

結婚してい
る場合○を
つけてくだ

さい

住所（別居の場合のみ記入）

男 ・ 女

平成15年４月２
日～平成18年４
月１日生まれの
児童（高校生）
に〇をつけてく
ださい

年

３．「対象児童」には 子どもの ことを 書きます

たいしょうじどう こ か

しめい ふりがな

⑱氏名 ⑲フリガナ

つづきがら

⑳続柄

せいべつ

㉑性別

せいねんがっぴ

㉒生年月日

どうきょ べっきょ べつ

㉔同居・別居の別
じゅうしょ

㉖住所

へいせい ねん がつ にち へいせい ねん がつ にち

㉓平成15年４月２日～平成18年４月１日

う じどう こうこうせい まる

生まれの児童（高校生）に〇をつけて

ください けっこん ばあい まる

㉕結婚している場合〇をつけてくだ





（裏面も確認してください。）

（日本産業規格Ａ列４番）

【誓約・同意事項】
せいやく・どうい じこう

※必ず 読んでください

かならず よ

うらめん かくにん





【受取口座記入欄】

※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。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※なお、口座開設が出来ない等、振込口座を指定していない方は下記チェック欄にチェックを入れてください。

〇窓口での現金による支給を希望します。

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

　受取口座を記入してください。
　また、振込金融機関口座確認書類（通帳の写し等）を必ず添付してください。

５．受取方法

金　融　機　関　名

金融機関番号 店番号

チェック欄

５．お金の 受け取りかたを 書きます

きんゆうきかんめい

㉗金融機関名

してんめい

㉘支店名 ぶんるい

㉙分類

こうざばんごう

㉚口座番号

こうざめいぎ

㉛口座名義

かね う と か

げんきん しきゅう きぼうらん

㉜現金 支給 希望欄

・お金を 入れて ほしい 銀行の 通帳を 見ながら 書き

ます

・通帳の コピーが 必要です

かね い ぎんこう つうちょう み か

つうちょう こぴー ひつよう



①　本人確認書類の写し（運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード（顔写真の

　　ある表面のみ）、旅券等の写し）

②　振込先金融機関口座確認書類（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）

【児童手当受給者の方は次の書類も提出してください】

　　・令和３年９月分の児童手当を受給していることが分かる書類

　　　（支給決定通知書、支払通知書、継続認定通知書等の写し）

添付書類

「申請書」と一緒に 入れて 送るもの

・お金を もらうために 書いた 紙と 一緒に 送る ものが 必要です

・①と②の 他に 【 】に 書いて あることに あてはまれば 一緒に 送り

ます

添付書類

しんせいしょ いっしょ い おく

かね か かみ いっしょ おく ひつよう

ほか かっこ か いっしょ おく

ふりこみさき きんゆう きかん こうざ かくにん しょるい きんゆう きかんめい こうざ ばんごう こうざ めいぎにん かな わ

おもて めん りょけん など うつ

ほんにんかくにんしょるうい うつ うんてん めんきょ しょう じゅうみん きほんだ いちょう かーど こじん ばんごう かーど かお しゃし

①と ②を 一緒に 送ってください

①あなたのことが わかるもの（※表を コピー してください）

在留資格カード、パスポート、健康保険証、 運転免許証など

②通帳のコピー

・あなたの名前、銀行の名前、口座番号、口座名義（カタカナ）が 書いている ところを コピーします

・通帳が ないときは キャッシュカードを コピー します

【「児童手当」を もらっている 人は 下の 書類も 一緒に 送ってください】

2021年9月に児童手当をもらったことがわかる書類

※「支給決定通知書」、「支払通知書」、「継続認定通知書」 等 の写し

いっしょ おく

おもて こぴー

ざいりゅうしかく かーど ぱすぽーと けんこう ほけんしょう うんてん めんきょしょ

つうちょう きゃっしゅ かーど こぴー

つうちょう きゃっしゅ かーど うつ

つうちょう こぴー

なまえ ぎんこう なまえ こうざばんごう こうざめいぎ かたかな か

しきゅう けってい つうちしょ しはらい つうちしょ けいぞく にんてい つうちしょ など うつ

じどうてあて ひと した しょるい いっしょ おく

こどもじどうてあて じゅうきゅうしゃ かた つぎ しょるい ていしゅつ

れいわ ねん がつ ぶん じどうてあて じゅきゅう わ しょるい

ねん がつ じどうてあて

しきゅう けってい つうちしょ しはらい つうちしょ けいぞく にんてい つうちしょ など うつ



【児童手当受給者以外で申請者又は配偶者が令和３年１月２日以降に大阪市に転入した

  方は次の書類も提出してください】

　　・令和２年中の所得が分かる書類
　
　　　（令和３年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書等の写し

【対象児童の住所が大阪市外の方は次の書類も提出してください】

　　・対象児童を含む世帯全員の住民票の写し

添付書類

【あなた か 夫や 妻が 2021年１月2日より あとに 大阪市に 引っ越しを してきた 人は 下の 書類を

送ってください

2020年に あなたが 給料などを もらったことが わかる 書類

「令和3年度市民税課税証明書」、「非課税証明書」の コピー

※住んでいる 区役所に あなたが 取りに 行ってください

添付書類

【子どもと あなたが 別に 住んでいる 人は 下の 書類も 送ってください】

あなたの子どもの名前が入っている住民票のコピー

※あなたの 子どもが 住んでいる 役所に あなたが 取りに 行くか 子どもに 送ってもらって ください

れいわ ねんちゅう しょとく わ しょるい

じどうてあて じゅきゅうしゃ いがい しんせいしゃ また はいぐうしゃ れいわ ねん がつ にち いこう おおさかし てんにゅう

かた つぎ しょるい ていしゅつ

れいわ ねんど しくちょうそん みんぜい かぜい しょうめいしょ ひかぜい しょうめいしょ など うつ

おっと つま ねん がつ にち おおさかし ひ こ ひと した しょるい

たいしょう じどう じゅうしょ おおさかしがい かた つぎ しょるい ていしゅつ

たいしょう じどう ふくむ せたい ぜんいん じゅうみんひょう うつ

こ べつ す ひと した しょるい おく

こ なまえ はい じゅうみんひょう こぴー

ねん きゅうりょう しょる

れいわ ねんど しみんぜい かぜい しょうめいしょ ひかぜい しょうめいしょ こぴー

す くやくしょ と い

こ す やくしょ と い こ おく

おく


