
ENGLISH
 証明交付・閲覧申請書（税務関係） APPLICATION FORM FOR

TAX RELATED CERTIFICATES

郡上市長　宛 令和 年 月 日
□ 1. 年中所得（ 年度） 通

To:The mayor of Gujo city Date (Y) (M) (D)
 Income Certificate "Shotoku Shomei"  the contents of Fiscal year Quantity

□ 2. 年中所得（ 年度） 通

住　所 Income Taxation Certificate "Shotoku Kazei Shomei" the contents of Fiscal year Quantity

□ 3.

平成・令和

年中所得（ 年度） 通
Address

Tax Exemption Certificate "Hikazei Shomei" the contents of Fiscal year Quantity

（フリガナ） □ 4. 納税証明

氏　名
Tax Payment Certificate "Nozei Shomei" 

印
□ ア． 年度分 通

seal
Name The City and Prefectural Tax(Resident Tax) "Shiken minzei" Fiscal year Quantity

日 □ イ．

平成・令和 年

生年月日 Date
of Birth

(Y) 年 (M)

連絡先 Phone
Number （ ） -

(D)月

□ ウ． 年度分 通

to

年度分 通
Fixed Property Tax "Kotei Shisanzei" Fiscal year Quantity

Quantity
※上記事項は全て必ずご記入ください。

□ エ． 通
National Health Insurance Tax "Kokumin kenko hokenzei" Fiscal year

～

法人市民税

平成・令和 年
　私は、下記の者を代理人として定め、右証明書の交付又は閲覧（写しの交付を含む）申請に関
する一切の権限を委任します。

Juridical Person Tax "Hojin shiminzei" Quantity

事業年度（ 最新分 ・ ）
　I delegate rights to an agent. business year latest (Y) (M)

月 月
(Y) (M)

□ オ． 軽自動車税 （ ★車検用 ・ 車検以外 ） 通
Light Vehicle Tax "Kei jidoshazei" for continual inspection others Quantity

標識番号 岐阜
住　所 number plate Gifu

Address □ 5. 営業証明 通

（フリガナ） Corporate Certificate "Eigyo Shomei" Quantity

（ ★車両登録用 ・ その他 （使用目的：　　　　　　　　　　　　　　） ）
氏　名 for vehicle registration   others purpose of use

□ 6. 固定資産 （ 評価証明書 ・ 評価額通知書（登記専用） ） 通
Name

Fixed Assets Evaluation Certificate "Hyoka Shomei" Evaluation Notification "Hyokagaku Tsuchi"
　　　　　　　　　(use for registration)

Quantity

生年月日 Date
of Birth

(Y) 年 (M) 月 (D) 日 □ 7. 公課金証明 通
Fixed Assets Evaluation Certificate (detailed statement of tax amount) "Kokakin Shomei" Quantity

※亡くなった方の証明をとられる場合は、相続権のある方が申請人となります。 □ 8. 納税義務者証明 通
Tax Obligation Person (item to register) Certificate "Nozei Gimusha Shomei" Quantity

□ 9. 住宅用家屋証明 通
Residential Housing Certificate "Jutakuyo Kaoku Shomei" Quantity

住　所 □ 10. 固定資産課税台帳記載事項証明 通
Address Fixed Assets Described Items Certificate "Koteishisan Kazeidaicho Kisaijiko Shomei" Quantity

（フリガナ） □ 11. その他証明（ ） 通
Other Certificate Quantity

氏　名 印 □ 12. 写し（交付） □ ア． 課税台帳兼名寄帳
seal Copy Fixed Assets Tax Register

Name
□ イ． ★字絵図 □ ウ． その他 （ ）

生年月日 Date
of Birth

(Y) 年 (M) 月 (D) 日 map others

連絡先 Phone
Number （ ） - □ 13. 閲覧

※上記事項は全て必ずご記入ください。 ※資産の所在地番等

□ エ． ★土地台帳 □

□ その他 （

（ ）
Inspection landlord others

オ． その他

） Address of assets

Relationship with  the applicant same residence others □ 資産全部
申請人との関係 □ 同居の親族

all assets

□ 必要な資産のみ
□ 融資 financing □ 年金 pension □ 登記 registration □ 相続 inheritance

part of the assets 

□ 保証人 guarantor □ 市営住宅 public housing □ 車両登録 vehicle
registration

□ 児童手当 child(support)
allowance

others□ 扶養認定 dependants □ 奨学金 scholarship

所得証明

所得・課税証明

平成・令和

from

★印のある項目の申請には押印の必要はありません。
※本人以外の方が申請される場合は、個人情報保護等のため、代理人選任届が必要です。申請者欄
には、必ず本人が署名、押印してください。

□ 入管 immigration
procedures

□ その他

非課税証明 平成・令和

市・県民税

固定資産税

国民健康保険税

平成・令和

平成・令和

平成・令和

申請者(どなたのものが必要ですか) 

代理人 （代わりに請求される方） 

必要なものは何ですか 

亡くなった方の証明が必要な場合 

使用目的（何に使いますか） 

Which certificate(s) do you want? 

For Agent  

Purpose of use  

If you want deceased person's certificate. 

Whose certificate(s) do you want? 

 ※本人確認欄

1点確認 確認者
（郵便

処理日）

写真付社員証  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

運転免許証　個人番号ｶｰﾄﾞ　写真付住基ｶｰﾄﾞ　旅券　写真付身分証　資格免許証（　　　　　　　　　　　　　　　）

2点確認
写真無住基ｶｰﾄﾞ　健康保険証　医療受給者証　年金手帳・年金証書　写真付資格証明書　写真付学生証


