
　目黒区長　宛

１　どなたの証明書が必要ですか　Whose Certificate do you need？

２　窓口に来た方（該当する□に✓をしてください。）　Who is at counter？

□　本人　Myself 記入する必要はありません。

□　代理人　proxy　　　　　（委任状を添付してください。）Letter of proxy required

３　必要な証明書を選択してください。（番号に○をしてください。）　Which certificate do you need？

１　所得証明書　Income certificate

２　課税（非課税）証明書　The amount of your income and tax

３　納税証明書　The amount of tax you have paid and income

４　使用目的・提出先（該当する番号に○をしてください。）　Purpose of use

区役所使用欄　Office Use Only 　免許証　・　パスポート　・　マイナンバーカード　・　保険証　・　住基カード

　診察券　・　カード　・　在留カード　・　社員証　・　学生証　・　身体障害者手帳　・　愛の手帳

　精神障害者保健福祉手帳　・　生活保護証明書　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

件
（宛名番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　・　未申告

件

第１号様式（第７条関係）

本人確認

代理確認

6

9

10

11

  出入国在留管理庁、大使館提出（ビザ、帰化申請）
　Submit to the immigration or Embassy

4

5

　公営（区営・都営）住宅提出、すまい給付金申請
  Public Housing

　シルバーパス
　Tokyo Metropolitan Silver Passes

7
　弁護士、裁判所、法テラス等
  Lawyer・Court

2

3

備　  　考

処理者

無 料

証明書種別

 課あ税・非課税
 納あ税・所あ得

 課　税・非課税
 納　税・所　得

件 数手数料

有 料

フリガナ

住　　　所
Address

夫婦・子・父母・金融機関等・成年後見人・行政書士・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Husband　・　Wife　・　Chilｄ　・　Parent　・　Others（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　）

　　　　　　（　　　　　　　　）

氏　　　名
Name

生年月日
Ｄａｔｅ　ｏｆ　Ｂｉｒｔｈ

明治　・　大正　・　昭和　・　平成　･　令和

　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日
　　　　（Year）　　　（Month）　　　（Day）

証明書が必要な方との関係
Relationship

　　　　　　　　　　　　　年度（　　　　　　年中の所得）
　　　　　　　　　　　　　（Income for　　　　　　　 year）

年　　　　月　　　　日　

明治　・　大正　・　昭和　・　平成　･　令和

　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日
　　　　　（Year）　　　（Month）　　（Day）

生年月日
Ｄａｔｅ　ｏｆ　Ｂｉｒｔｈ

必要な年度の１月１日現在の目黒区
住所

Address as of January 1 of required year in

　目黒区

現　住　所
Present Address

□　上記と同じ　Ｓａｍｅ　ａｓ　ａｂｏｖｅ 電話番号
Telephone

　　　　　　（　　　　　　　　）

フ リ ガ ナ

氏　　　名
Name

電話番号
Telephone

枚
Copy

　公的年金受給申請、年金生活者支援給付金申請
  To apply for public pension.

14
  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
  Others(          　                                                    )

12

13

　児童手当、児童育成手当、児童扶養手当等
　Child Allowance

枚
Copy

枚
Copy

委任状　・　戸籍　・　住民票　・　登記事項証明　・　住記　・　その他（　   　　　　　　　）　

　融資、住宅ローン
　Guarantee・Loan of capital

　　　　　　　　　　　　　年度（　　　　　　年中の所得）
　　　　　　　　　　　　　（Income for　　　　　　　 year）

　　　　　　　　　　　　　年度（　　　　　　年中の所得）
　　　　　　　　　　　　　（Income for　　　　　　　 year）

職員記入欄 □

　就学支援金、奨学金等
  Subsidy for school expense

　自立支援医療
　Medical services and support for persons with disabilities.

　難病医療費助成
  Subsidies for designated incurable diseases etc.

1 8

　保育園、幼稚園、乳幼児医療証等
  Nursery School・Medical Expense Subsidy for
Children

➣ 住民税が非課税の方は、納税証明書は発行されません。
　　This is not applicable to a residential-tax exempt applicant.
➣ 控除の内容を省略する場合は職員にお申し出ください。
　　 If you want to omit the details of the deduction, please
 　 contact the staff.

控除省略希望

　扶養の届出（税控除、健康保険）
  Claim for dependency status concerning health insurance,tax return,etc

　年金保険料免除申請
  Application for exmption from pension.

特別区民税・都民税証明書交付申請書
Application for the lssue of Resident Tax Certificate

ご本人確認書類をご提示ください

Please show your ID card.

➣ 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、生活保護証明書をお持ちの方はご提示ください。Show  your physically handicapped person 

passbook, mentally handicapped person passbook, mentally handicapped person health welfare passbook, or daily life protection certificate if you have one.

.

No need to fill

➣ 証明書は、記入年度の前年１月～12月までの所得が記載されます。

➣ Income earned and other data relevant during a period between Jan. and Dec. of the previous year will be printed on the certificate


