
〔認定請求書〕
受給資格の確認のために、必要な税情報等を公簿等で確認することに同意します。

養育している高校卒業までの児童　（※支給対象は中学生までの児童）

事実発生年月日

事実発生年月日

事実発生年月日

事実発生年月日
改定

増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

1－ 生計同一

氏名
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

改定
増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

1－ 生計同一

氏名
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

改定
増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

1－ 生計同一

氏名
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

改定
増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

1－ 生計同一

氏名
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

消　滅

事由 　１． 市外転出　　２． 監護・生計関係消滅　　３． 公務員となった（勤務先　　　　　   　　　　　　　）　　４． その他（　　　　　　　　　）

事実発生年月日 　　　　　　　　         年　　　　　　　月　　　　　　　日

転居先住所

加入年金

厚　　　生　　　年　　　金　　　の　　　場　　　合　　 厚　 生 　年　 金　 以 　外 　の 　場　 合

　　ア．厚生年金保険  ウ．国家公務員共済 　オ．国民年金

　　イ．私立学校教職員共済  エ．地方公務員等共済 　カ．その他　（　　　　　　　　　　）

振込金融
機　　　関

　銀行名  支店名  口座番号 (普) 

口座名義人
（カナ）

（漢字）

1月1日時点の住所
（1～5月分は前年、
6～12月分は本年）

　大分市内　・　大分市外（下欄に記入）　・　海外（国名：　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　　　　区・市・町・村）

1月1日時点の住所
（1～5月分は前年、
6～12月分は本年）

　大分市内　・　大分市外（下欄に記入）　・　海外（国名：　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　　　　区・市・町・村）

電話番号 　（　　　　　　　　）　　　　　　　－ 配偶者の職業 ア．公務員（勤務先　　　　　　　　　　　　　　　）イ．ア以外

住所 配偶者の住所
　　同左　・　他の住所（下記※に記入）
※

配偶者個人番号請求者個人番号

氏名 配偶者の氏名

生年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 男  ・  女 配偶者の生年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 男  ・  女

提出日　　　　年　　　　月　　　　日
認定番号

請　　求　　者 配偶者の有無 有　　　・　　　無
フリガナ フリガナ

<受付印>

転出予定
年 月 日

  　　　年　　　　月　　　　日  児 童 手 当
改定請求書

改　定　届
住 民 と
なった日

　　　　年　　　　月　　　　日  特 例 給 付 消　滅　届

大分市長 殿
認定請求書



〔認定請求書〕
受給資格の確認のために、必要な税情報等を公簿等で確認することに同意します。

養育している高校卒業までの児童　（※支給対象は中学生までの児童）

事実発生年月日

事実発生年月日

事実発生年月日

事実発生年月日

記名押印にかえて、署名することができます。

改定
増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

1－ 生計同一

氏名
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

改定
増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

1－ 生計同一

氏名
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

改定
増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

1－ 生計同一

氏名
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日

フリガナ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

改定
増加 　１- 出生のため　　２- 監護するようになった　　３- その他

減少 　１- 18歳到達　　２- 死亡　　３- 監護無　　４- 生計同一でなくなった　　5- 生計維持しなくなった　　6- その他　　 　　令和４　年　３月　２０日

1－ 生計同一

氏名 大分　次郎
2－ 別居 　2－ 監護無 2－ 生計維持

別居先住所生年月日 平成３０　　年　　　　３　月　　　　１５　日

フリガナ オオイタ　ジロウ 請求者との
続　　　柄

子　・その他（　　　　　　）
1－ 同居 　1－ 監護有

消　滅

事由 　１． 市外転出　　２． 監護・生計関係消滅　　３． 公務員となった（勤務先　　　　　   　　　　　　　）　　４． その他（　　　　　　　　　）

事実発生年月日 　　　　　　　　         年　　　　　　　月　　　　　　　日

転居先住所

加入年金

厚　　　生　　　年　　　金　　　の　　　場　　　合　　 厚　 生 　年　 金　 以 　外 　の 　場　 合

　　ア．厚生年金保険  ウ．国家公務員共済 　オ．国民年金

　　イ．私立学校教職員共済  エ．地方公務員等共済 　カ．その他　（　　　　　　　　　　）

振込金融
機　　　関

　銀行名　　  支店名　  口座番号 (普) 

口座名義人
（カナ）

（漢字）

1月1日時点の住所
（1～5月分は前年、
6～12月分は本年）

　大分市内　・　大分市外（下欄に記入）　・　海外（国名：　　　　　　）
（　　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　　　区・市・町・村）

1月1日時点の住所
（1～5月分は前年、
6～12月分は本年）

　大分市内　・　大分市外（下欄に記入）　・　海外（国名：　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　都・道・府・県　　　　　　　　　　　区・市・町・村）

電話番号 　（　〇〇〇　　）△△△△　－×××× 配偶者の職業 ア．公務員（勤務先　　　　　　　　　　　　　　　　　）イ．ア以外

住所 大分市荷揚町2番31号　大分マンション201号 配偶者の住所
　　同左　・　他の住所（下記※に記入）
※

配偶者個人番号請求者個人番号

氏名 大分　太郎 配偶者の氏名 大分　花子

生年月日 　平成２　年　　２　月　　２　日 男  ・  女 配偶者の生年月日 　平成２　年　　２　月　　２　日 男  ・  女

提出日　　R４　年　　４　月　２　日
認定番号

請　　求　　者 配偶者の有無 有　　　・　　　無
フリガナ オオイタ　タロウ フリガナ オオイタ　ハナコ

<受付印>

転出予定
年 月 日

  　　　年　　　　月　　　　日  児 童 手 当
改定請求書

〇 改　定　届
住 民 と
なった日

　　　　年　　　　月　　　　日  特 例 給 付 消　滅　届

大分市長 殿
認定請求書

提出日を記入してください 

＜改定届（減額）の手続きが必要なとき＞ 
 

 対象児童が ①児童養護施設等に入所 

           ②婚姻 

           ③自立         

                           などにより養育する児童の数が減ったとき 

該当年月日（養育しなくなった日等）を記入してください 

減額対象児童のみ記入してください 

記入例③ 
受付印 


