
あか わく か
赤い枠のところをあなたが書きます

きにゅうび
①記入日せいやく どういじこう

②誓約・同意事項

①記入日:あなたが この申請書を 書いた日を 書きます

②誓約・同意事項:次のことを 約束してください
（１）申し込みに 書いたことが 嘘や 間違いであり お金を 渡す

条件に 当てはまらなかった場合は 渡した お金を 役所に
返してもらいます

（２）他の役所から 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の 支給を

受けていません

（３）お金を 渡す 条件を 役所が 確認するため 役所が あなたの
税金などの 書類を 見ることや 他の 役所が あなたの 書類を
みることが あります

（４）役所にある あなたの 書類で 確認できない 場合は あなたに
別の 書類を もらうことを 役所から 求めます

（５）この申し込みの紙は 役所から あなたに お金を 渡すことを
決めたあとは 請求書となります

（６）役所が あなたに お金を 渡すことを 決めたあと 申し込みに
必要な 書類が 足りなかったりして お金が 振り込むことが
できなかったり 役所が あなたに 書類を求めても 決まった日
までに あなたに 連絡や 確認が できなかった 場合には
役所は あなたが 申し込みを しなかったことと します

（７）役所が あなたに お金を 渡したあとで お金を 渡す 条件に
当てはまらなくなった場合は 渡した お金を 役所に返してもらいます

きにゅうび しんせいしょ か ひ か

せいやく どういじこう つぎ やくそく

もう こ か うそ まちが かね わた

じょうけん あ ばあい わた かね やくしょ

かえ

ほか やくしょ れいわ ねんどこそだ せたい りんじとくべつきゅうふ しきゅう

う

かね わた じょうけん やくしょ かくにん やくしょ

ぜいきん しょるい み ほか やくしょ しょるい

やくしょ しょるい かくにん ばあい

べつ しょるい やくしょ もと

もう こ かみ やくしょ かね わた

き せいきゅうしょ

やくしょ かね わた き も こ

ひつよう しょるい た かね ふ こ

やくしょ しょるい もと き ひ

れんらく かくにん ばあい

やくしょ もう こ

やくしょ かね わた かね わた じょうけん

あ ばあい わた かね やくしょ かえ



③氏名・④フリガナ:あなたの 名前を 書きます 日本語で 書かなくて よいです

在留カードや パスポートに 書いてある アルファベットを書いてください

⑤性別:男か 女の どちらかに 「〇」 を書きます

⑥生年月日:あなたの 生まれた日を 書きます

⑦申請者の現住所:あなたが 住んでいる ところを 書きます

（住民票に 書かれてある 住所を 書きます）

⑧電話番号:あなたと 連絡ができる番号を 書きます

⑨DV避難者の場合はチェックを記載ください

夫や妻からの 暴力から 逃げるために 別に 住んでいる 場合は 「✓」を書いて ください

⑩（離婚された方）元配偶者の氏名

（結婚を やめた人は）夫や妻だった人の 名前を 書いて ください

⑪申請者の旧住所:2021年9月30日に 住んでいた ところを 書きます

※今の 住んでいるところと 同じであれば 書かなくて よいです

しめい ふりがな なまえ か にほんご か

ざいりゅうかーど ぱすぽーと か あるふぁべっと か

せいべつ おとこ おんな まる か

せいねんがっぴ う ひ か

しんせいしゃ げんじゅうしょ す か

じゅうみんひょう か じゅうしょ か

でんわばんごう れんらく ばんごう か

しんせいしゃ きゅうじゅうしょ ねん がつ にち す か

いま す おな か

しめい ふりがな
③氏名 ④フリガナ せいべつ

⑤性別

せいねんがっぴ
⑥生年月日

しんせいしゃ げんじゅうしょ
⑦申請者の現住所

でんわばんごう
⑧電話番号

しんせいしゃ きゅうじゅうしょ
⑪申請者の旧住所

ひなんしゃ ばあい きさい

おっと つま ぼうりょく に べっ す ばあい か

りこん かた もとはいぐうしゃ しめい

けっこん ひと おっと つま ひと なまえ か

ひなんしゃ ばあい
⑨DV避難者の場合はチェック

もとはいぐうしゃ しめい
⑩元配偶者の氏名



①氏名・②フリガナ:2003年4月2日から2006年4月1日の間に生まれた
子ども 全員の 名前を 書きます

日本語で 書かなくて よいです

在留カードや パスポートに 書いてある アルファベットを書いてください

③性別:男か 女の どちらかに 「〇」 を書きます
④生年月日:子どもの 生まれた日を 書きます
⑤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
2003年4月2日から2006年4月1日の間に 生まれた 子どもに 「○」を 書きます

⑥住所（別居の場合のみ記入）:子どもが あなたと 別に 住んでいる 場合は

子どもが 住んでいる ところを 書きます
⑦児童手当の受給者変更手続きがお済の方はチェックしてください
「児童手当」の支給を受けるための 手続きが終わっている人は
「 」を書いて ください

しめい ふりがな ねん がつ にち ねん がつ にち あいだ う

こ ぜんいん なまえ か

たいしょうじどう こ か
「２．対象児童」には 子どもの ことを 書きます

しめい ふりがな
①氏名 ②フリガナ

せいべつ
③性別

せいねんがっぴ
④生年月日

へいせい ねん がつ にち へいせい ねん がつ にち
⑤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

じゅうしょ べっきょ ばあい きにゅう

⑥住所（別居の場合のみ記入）

じどうてあて じゅきゅうしゃへんこうてつづ すみ かた

⑦児童手当の受給者変更手続きがお済の方は
ちぇっく

チェックしてください

にほんご か

ざいりゅうかーど ぱすぽーと か あるふぁべっと か

せいべつ おとこ おんな まる か

せいねんがっぴ こ う ひ か

へいせい ねん がつ にち へいせい ねん がつ にち う じどう こうこうせい まる

じゅうしょ べっきょ ばあい きにゅう こ べつ す ばあい

こ す か

じどうてあて じゅきゅうしゃへんこうてつづ すみ かた ちぇっく

ねん がつ にち ねん がつ にち あいだ う こ まる か

じどうてあて しきゅう う てつづ お ひと

か



「３．確認事項」

どちらかに 「 」を書いて ください
（１）夫や妻から「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」のお金をもらっていない

夫や妻が「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」のお金を 子どものために 使っていない
（２）夫や妻から「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」のお金をもらった

夫や妻が「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」のお金を 子どものために 使った

おっと つま れいわ ねんど こそだ せたい りんじとくべつきゅうふ かね

おっと つま れいわ ねんど こそだ せたい りんじとくべつきゅうふ かね こ つか

おっと つま れいわ ねんど こそだ せたい りんじとくべつきゅうふ かね

おっと つま れいわ ねんど こそだ せたい りんじとくべつきゅうふ かね こ つか

「（２）」に当てはまる人は その金額を 書いて ください
あ ひと きんがく か

かくにんじこう

「４．申請額・請求額」

たいしょうじどうすう
①対象児童数

こうじょがく
②控除額

しんせいがく せいきゅうがく

しんせいがく せいきゅうがく

③申請額・請求額

①対象児童数:「２．対象児童」で書いた 子どもの人数を 書いて ください
②控除額:「３．確認事項」で「（２）」に当てはまる人は その金額を 書いて ください

「３．確認事項」で「（１）」に当てはまる人は 書かなくて よいです

③申請額・請求額:「①」×「10万円」－「②」の金額を 書いて ください

たいしょうじどうすう たいしょうじどう か こ にんずう か

こうじょがく かくにんじこう あ ひと きんがく か

かくにんじこう あ ひと か

しんせいがく せいきゅうがく まんえん きんがく か



「５．受取方法」
うけとりほうほう

きんゆうきかんめい
①金融機関名

①金融機関名:お金を 入れてほしい あなたの 銀行の 名前と 銀行の 番号を
書いて ください

②支店名:銀行の 店の 名前と 店の 番号を 書いて ください

③分類:あなたの 銀行の 口座の 種類を 書いて ください
※例:「普通」 「当座」

④口座番号:口座番号を 書いて ください ※右側に つめて 書きます
⑤口座名義:口座の名前を 書いて ください ※フリガナは カタカナで 書きます
⑥現金支給希望欄:銀行の 口座も ゆうちょ銀行の 口座も 持っていない 人は

「□」に 「 」を 書いて ください
※あとで お金を もらう 方法を 役所から お知らせ します

・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

してんめい
②支店名

ぶんるい
③分類

こうざばんごう
④口座番号

こうざめいぎ
⑤口座名義

げんきんしきゅうきぼうらん
⑥現金支給希望欄

きんゆうきかんめい かね い ぎんこう なまえ ぎんこう ばんごう

か

してんめい ぎんこう みせ なまえ みせ ばんごう か

ぶんるい ぎんこう こうざ しゅるい か

れい ふつう とうざ

こうざばんごう こうざばんごう か みぎがわ か

こうざめいぎ こうざ なまえ か ふりがな かたなか か

げんきんしきゅうきぼうらん ぎんこう こうざ ぎんこう こうざ も ひと

しかく か

かね ほうほう やくしょ し



「必要添付書類」
ひつようてんぷしょるい

○あなたの ことが わかる 書類のコピー
在留カードや パスポートなど あなたの顔の 写真がある カードなどの コピー

○お金を 振り込む 口座などが わかる書類の コピー
通帳や 銀行カードの コピー
（あなたの 名前、銀行の 名前、店の 名前、口座番号が 書いてある
ところを コピー します）

※大阪市以外のところから 「児童手当」の支給を受けている人は
「児童手当」の支給を受けていることが わかる書類の コピーも 必要です

※2003年4月2日から2006年4月1日の間に生まれた 子どもを育てている人は
次の書類も 必要です
・結婚をやめたり 夫や妻がいなくなったことが わかる書類
・家族全員の名前が入っている 住民票のコピー
・「令和3年度市民税課税証明書」、「非課税証明書」の コピー

申請書（この書類）と 一緒に送る 書類のことを 書いています
しんせいしょ しょるい いっしょ おく しょるい か

しょるい

ざいりゅうかーど ぱすぽーと かお しゃしん かーど こぴー

かね ふ こ こうざ しょるい こぴー

つうちょう ぎんこうかーど こぴー

なまえ ぎんこう なまえ みせ なまえ こうざばんごう か

こぴー

おおさかしいがい じどうてあて しきゅう う ひと

じどうてあて しきゅう う しょるい こぴー ひつよう

ねん がつ にち ねん がつ にち あいだ う こ そだ ひと

つぎ しょるい ひつよう

けっこん おっと つま しょるい

かぞくぜんいん なまえ はい じゅうみんひょう こぴー

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


