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給付⾦申請の流れと注意点1

-2-

申請サイトへのログイン

給付⾦の申請

『ログインのしおり』

本マニュアル
『給付⾦⼿続きマニュアル』

申請状況の確認

給付⾦の⽀給

本マニュアル
『給付⾦⼿続きマニュアル』

申請サイト使⽤時の注意

申請サイトのログイン後、数分間操作が⾏われない時間が続くと、
⾃動ログアウトされます。

申請サイトは、操作が⾏われない状態が数分間続くと⾃動ログアウトされてしまいます。
申請のための記⼊が途中であった場合、記⼊した内容が消えてしまう可能性があります
のでご注意ください。
消えてしまった場合は、再度記⼊が必要となります。

給付⾦申請の⼿順
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給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2

トップ画⾯に戻りたい時は

画⾯左上の申請サイト名をクリックすることで、
トップ画⾯へ戻ることができます。
※サイト名は市区町村により変わります。

例）〇〇市ポータル、〇〇区ポータル

2

1

申請サイトへアクセスし、ログインします。

申請サイトへアクセスし、ログインする

ログイン後、申請サイトのトップ画⾯へ⾃動で移ります。その後、トップ画⾯から「各種申請」
をクリックしてください。
※ 画⾯移動に3〜5秒ほどかかります。⼀度クリックしたらそのままお待ちください。

申請サイトのトップ画⾯から「各種申請」をクリックする

⼀度だけクリック

ログインする
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3

トップから申請⼀覧に画⾯が移動したら、Categoriesから「住⺠税⾮課税世帯等給付⾦」を
選択し、カタログ画⾯にて「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をクリックします。
※ 画⾯移動に5〜10秒ほどかかります。⼀度クリックしたらそのままお待ちください。

申請⼀覧から「住⺠税⾮課税世帯等申請」をクリックする

ビューでの⾒え⽅の違い

⼀度だけクリック

⾃治体申請カタログ画⾯

テーブルビュー
（リスト型）

テーブルビュー（リスト型）で表⽰されていると下の画像のようになります。

申請⼀覧画⾯

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2
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4 「確認事項」の項⽬にチェックを付ける

【チェック項⽬】
①世帯の全員が、住⺠税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。
②世帯の中に、住⺠税⾮課税となる所得があるのに未申告である者はいません。
③既に「R4住⺠⾮課税世帯給付⾦等に対する臨時特別給付⾦」の⽀給を受けた世帯⼜は当
該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではありません。

「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」の画⾯が表⽰されます。
「確認事項」の当てはまる項⽬にチェックを付けてください。
※3つの項⽬の双⽅に当てはまる場合のみ、⽀給対象者に該当し、給付⾦が受け取れます。
（いずれか1つでもチェックがない場合、⽀給対象者に該当せず、給付⾦を受け取れません。）

当てはまる項⽬の左側の
チェックボックスをクリック

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

※確認内容が誤っている場合は給付⾦の返還を求める場合があります。
また、意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2



5 必要な項⽬を記⼊する
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【記⼊事項】
・世帯主⽒名 ⇒  世帯主の⽒名が⾃動記⼊されます
・世帯主⽒名（カナ） ⇒  世帯主の⽒名（全⾓カタカナ）が⾃動記⼊されます
・確認⽇ ⇒『R4住⺠税⾮課税世帯等申請』を確認した⽇付

デフォルトで今⽇の⽇付が⾃動記⼊されています
⽇付をカレンダーから選択すると⾃動記⼊されます
※YYYY-MM-DD形式で⼿⼊⼒も可能 例）2022-03-12

・連絡先電話番号（ハイフン無し）⇒  連絡の可能な電話番号を記⼊します

給付⾦の受給を希望する場合は「受給します」、希望しない場合は「受給しません」
を選択し、記⼊内容に相違ない場合、必要な項⽬を記⼊します。
※ ⼿順4にて「確認事項」の3つの項⽬にいずれか1つでも該当しない場合は、

受給の要否に関わらず対象外となり給付⾦を受け取れません。

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

確認⽇を選択して
「OK」をクリック

連絡先電話番号
（ハイフン無し）を記⼊

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2

「受給します」「受給しません」
どちらかを選択してクリック
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6

「確認欄」の項⽬は⾃動⼊⼒されます。異なる⼝座への振込を希望する場合や
⽀給⽅法・⽀給額・⽀給⽇のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合は、次のページを確認して
ください

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯にて、「確認欄」の項⽬を確認する

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

⾃動で⼊⼒される

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2

【確認事項】
・⽀給⽅法 ⇒⽀給⽅法が⾃動記⼊されます
・銀⾏名 ⇒  銀⾏名が⾃動記⼊されます
・預⾦種別 ⇒  預⾦種別が⾃動記⼊されます
・⼝座名義 ⇒  ⼝座名義が⾃動記⼊されます
・⽀店名 ⇒  ⽀店名が⾃動記⼊されます
・⼝座番号 ⇒  ⼝座番号が⾃動記⼊されます
・⽀給⽇ ⇒ ⽀給⽇が⾃動記⼊されます
・⽀給額 ⇒  ⽀給額が⾃動記⼊されます
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7 ※⼝座を変更する場合のみ
「⼝座変更する」と「利⽤⼝座の種別」を選択し、⼝座情報を記⼊

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

「⼝座変更する」を選択する
※⼿順6の⼝座情報がない場合は、

すでに「⼝座情報する」にチェックが⼊っている

⼿順6から⼝座情報に変更がない場合は、本⼿順7は不要です。
⼿順6の⽀給⽅法・⽀給額・⽀給⽇のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合や、⾃動⼊⼒され
た⼝座情報から給付⾦受給の⼝座を変更したい場合の⼿順です。
⼿順6にて⽀給⽅法・⽀給額・⽀給⽇のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合、「⼝座変更す
る」に⾃動でチェックが⼊ります。

利⽤⼝座の種別を選択

必要な情報を記⼊※本申請指定⼝座を選択した場合
（灰⾊部分は⾃動記⼊されます）

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2

※ ゆうちょ銀⾏の場合の「分類」は、『普通』を選択してください。

【⽀給額のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合の画⾯】
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8

「代理⼈による申請」の項⽬はデフォルトで「いいえ」が選択されています。
代理⼈による申請ではない場合、本⼿順で必要な動作はありません。
「いいえ」を選択したまま次の⼿順へ進みます。
（「代理確認・受給を⾏う場合」の項⽬への記⼊は必要ありません。）

代理⼈による申請か否かを選択する

【代理⼈による申請ではない場合】

【記⼊事項】
・なし

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2

「いいえ」を選択
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8

代理⼈がR4住⺠⾮課税世帯の給付⾦を申請する場合は、
「代理⼈による申請」の項⽬で「はい」を選択し、「代理確認・受給を⾏う場合」に必要な項
⽬を記⼊します。

代理⼈による申請か否かを選択する

【代理⼈による申請の場合】

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

【記⼊事項】
・代理⼈⽒名 ⇒  代理⼈の⽒名を記⼊
・⽀給対象世帯主との関係（続柄）⇒  ⽀給対象世帯主との関係（続柄）を記⼊します
・代理⼈⽣年⽉⽇ ⇒  ⽇付をカレンダーから選択すると⾃動記⼊されます
・代理⼈住所 ⇒  代理⼈の住所を記⼊します
・⽇中に連絡可能な電話番号（ハイフン無し）⇒  ⽇中に連絡可能な電話番号を記⼊します
・⽀給対象世帯主⽒名_署名. ⇒ ⽀給対象世帯主の⽒名を⼊⼒します
・委任の内容の選択 ⇒ 確認書の提出…確認書の提出を代理⼈が⾏う場合

給付⾦の受給…給付⾦の受給を代理⼈が⾏う場合
確認書の提出と給付⾦の受給…どちらも代理⼈が⾏う場合

「はい」を選択

委任の内容を選択

代理⼈確認の内容を記⼊

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2
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9 本⼈確認書類と⼝座情報確認書類を添付する（受給を希望する場合のみ）

申請画⾯の下部の『⼝座情報確認書類(通帳・キャッシュカード等)の画像を添付』の「添付ファイ
ルを追加」から、⼝座情報確認書類を1枚添付します。
添付できるのは画像は10MB、ファイル形式はpng , jpegです。PDFは添付できません。
添付できる本⼈確認書類と⼝座情報確認書類は次のページから詳細を確認してください。
なお、ファイル名は任意で問題ありません。
代理⼈による申請を⾏う場合、代理⼈の⽅の本⼈確認書類と⼝座情報確認書類も添付が必要です。

【本⼈確認書類について】
・本⼈確認書類の撮影⽅法 … p.13〜14
・本⼈確認書類の種類 … p.15〜16

【⼝座情報確認書類】
1. キャッシュカード
2. キャッシュカードを添付出来ない場合は、通帳の⾒開きの写真

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2

⼝座情報確認書類を添付



良い例

〇画⾯に4つの⾓が収まっている
〇⽂字がはっきりと認識できる
〇適度な明るさ
〇余⽩が最⼩限

① 画⾯に４つの⾓が収まる距離に調整する
② 書類の⾓度を変えたり壁に⽴てかけて撮影して反射を軽減させる

※このとき画⾯が平⾏になるようにカメラの⾓度も調整してください
③ ブレに注意し⽂字が認識できるようにピントを調整する
④ フラッシュは使⽤せず、⾃然光が⼊る場所や明るい場所で撮影する

●上⼿に撮影するポイント

カメラいっぱいに写す

現在の⽒名・住所が記載された本⼈確認書類をご準備ください

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）
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本⼈確認書類の撮影⽅法について

2



悪い例

×距離が遠すぎる

×斜めになっている

×暗すぎる

×照明などが反射している

×ブレている×ピントが合わずぼやけている

×明るすぎて⽩⾶びしている

×⾒切れている

カメラとの距離を
調整してください

⾓度を調整し、
画⾯と平⾏に
撮影してください

画⾯の真ん中を
タップしてピントを
合わせてください

⾃然光の⼊る場所や
適度に明るい場所で
撮影してください

解決⽅法

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）
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2
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給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）

本⼈確認書類の詳細

・顔写真が載っている表⾯を撮影
・住所変更がある場合は裏⾯も撮影し、

表⾯と合わせて2枚の写真が必要

●運転免許証

（表⾯） （裏⾯）※住所変更がある場合

・顔写真が載っている表⾯を撮影

●運転履歴証明書（平成24年4⽉1⽇以降交付のもの）

（表⾯）

・顔写真が載っているページと
住所が載っているページを
撮影

・住所のページがない場合は、
顔写真のページのみ撮影

●旅券（パスポート）

（顔写真のページ）
（住所のページ）
※住所のページがない場合は不要

下記の本⼈確認書類の中からいずれか1点の添付が必要です。
本⼈確認書類の撮影の⽅法は、p.13〜14を確認してください。

2
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給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）

本⼈確認書類の詳細

・顔写真が載っている表⾯を撮影

●個⼈番号カード（マイナンバーカード）

（表⾯）

・顔写真が載っている表⾯を撮影

●在留カード・特別永住者証明書

・顔写真が載っているページと住所が載っている
ページを⾒開きのまま1枚で撮影

●官公庁が顔写真を貼付した各種福祉⼿帳（⾝体障害者⼿帳など）

（顔写真のページと住所のページの⾒開き）
※デザインは⾃治体によって違います

（表⾯）

2
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給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）

・⼝座番号が載っている表⾯を撮影

●キャッシュカード

（表⾯）

⼝座情報確認書類の詳細

・⼝座番号と⽒名が載っているページを撮影
※通帳の表紙は×

●通帳

（表⾯）

2
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10

【確認する内容】
1. 確認事項
2. 確認欄
3. ⼝座変更 ※「確認事項」と異なる⼝座への振込みを希望する場合のみ
4. 代理確認・受給を⾏う場合

※「代理⼈による申請」で「はい」を選択した場合のみ
5. 本⼈確認書類・⼝座確認書類

以上の必要記⼊事項を⼊⼒した上で「送信」をクリック

送信ボタンを押す前にこれまで記⼊した内容に問題がないことを確認してください。
画⾯右の「送信」ボタンをクリックすることで申請が完了します。
必須項⽬を記⼊できていない場合は、「送信」ボタンの下に表⽰されます。
表⽰されている項⽬は必ず記⼊が必要です。

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

必須項⽬を記⼊していないと
送信ボタンの下に情報が表⽰される

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2
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11 申請が完了

送信ボタンを押した後、「送信された申請」画⾯へ移ります。
ご⾃⾝の申請状況が表⽰されており、申請が作成された旨が記載されています。

現在のステータスが表⽰される

ステータス⼀覧

給付⾦申請の⼿順（パソコンの場合）2

送信された申請画⾯
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給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

2

1

申請サイトへアクセスし、ログインします。

申請サイトへアクセスし、ログインする

ログイン後、申請サイトのトップ画⾯へ⾃動で移ります。その後、トップ画⾯から「各種申請」
をタップしてください。
※ 画⾯移動に3〜5秒ほどかかります。⼀度タップしたらそのままお待ちください。

申請サイトのトップ画⾯から「各種申請」をタップする

⼆次元コード読み取
り・

URL⼊⼒

「各種申請」をタップ



トップ画⾯の （ハンバーガーメニュー）が表⽰されない場合は、
本来 （ハンバーガーメニュー）が表⽰される場所を⼀度タップすると
表⽰されることがあります。

ハンバーガーメニュー が表⽰されない時は

-20-

3

トップから申請⼀覧に画⾯が移動したら、 Categoriesから「住⺠税⾮課税世帯等給付⾦」を
タップします。

申請⼀覧から「住⺠税⾮課税世帯等給付⾦」をタップする

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

申請⼀覧画⾯

この辺りを⼀度タップする

トップ画⾯に戻りたい時は

画⾯左上の申請サイト名をタップすることで、
トップ画⾯へ戻ることができます。
※サイト名は市区町村により変わります。

例）〇〇市ポータル、〇〇区ポータル
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4

カードビューとテーブルビューのどちらかで表⽰されますが、タップ後移動する画⾯は同じです。
「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をタップします。
※ 画⾯移動に5〜10秒ほどかかります。⼀度タップしたらそのままお待ちください。

「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をタップする

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）

【テーブルビュー（リスト型）】 【カードビュー】

3

申請⼀覧画⾯

画⾯上部に「…」が表⽰されている
間は読み込み中。そのままお待ちください
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5

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

「確認事項」の項⽬にチェックを付ける

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

【チェック項⽬】
①世帯の全員が、住⺠税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。
②世帯の中に、住⺠税⾮課税となる所得があるのに未申告である者はいません。
③ 既に「住⺠⾮課税世帯給付⾦等に対する臨時特別給付⾦」の⽀給を受けた世帯⼜は当該
世帯の世帯主であった者を含む世帯ではありません。

「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」の画⾯が表⽰されます。
「確認事項」の当てはまる項⽬をタップしてチェックを⼊れてください。
※3つの項⽬の双⽅に当てはまる場合のみ、⽀給対象者に該当し、給付⾦が受け取れます。
（いずれか1つでもチェックがない場合、⽀給対象者に該当せず、給付⾦を受け取れません。）

※確認内容が誤っている場合は給付⾦の返還を求める場合があります。
また、意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

チェックボックスやラジオボタンの⾊の違い

Android、iOSと使⽤しているスマートフォンによって⾊の差異があります。
申請サイトに差はありません。

Android iOS

当てはまる項⽬の左側の
チェックボックスをタップ
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6

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

必要な項⽬を記⼊する

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

確認⽇をタップした後「OK」をタップ
連絡先電話番号

（ハイフン無し）を記⼊

【記⼊事項】
・世帯主⽒名 ⇒  世帯主の⽒名が⾃動記⼊されます
・世帯主⽒名（カナ） ⇒  世帯主の⽒名（全⾓カタカナ）が⾃動記⼊されます
・確認⽇ ⇒『R4住⺠税⾮課税世帯等申請』を確認した⽇付

デフォルトで今⽇の⽇付が⾃動記⼊されています
⽇付をカレンダーから選択すると⾃動記⼊されます
※YYYY-MM-DD形式で⼿⼊⼒も可能 例）2022-03-12

・連絡先電話番号（ハイフン無し）⇒  連絡の可能な電話番号を記⼊します

給付⾦の受給を希望する場合は「受給します」、希望しない場合は「受給しません」
を選択し、記⼊内容に相違ない場合、必要な項⽬を記⼊します。
※ ⼿順5にて「確認事項」の3つの項⽬にいずれか1つでも該当しない場合は、

受給の要否に関わらず対象外となり給付⾦を受け取れません。

「受給します」「受給しません」
どちらかを選択してクリック
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7 R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯にて、「確認欄」の項⽬を確認する

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

【確認事項】
・⽀給⽅法 ⇒⽀給⽅法が⾃動記⼊されます
・⽀給⽇ ⇒ ⽀給⽇が⾃動記⼊されます
・銀⾏名 ⇒  銀⾏名が⾃動記⼊されます
・預⾦種別 ⇒  預⾦種別が⾃動記⼊されます
・⼝座名義 ⇒  ⼝座名義が⾃動記⼊されます
・⽀店名 ⇒  ⽀店名が⾃動記⼊されます
・⼝座番号 ⇒  ⼝座番号が⾃動記⼊されます
・⽀給額 ⇒  ⽀給額が⾃動記⼊されます

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

「確認欄」の項⽬は⾃動⼊⼒されます。異なる⼝座への振込を希望する場合や
⽀給⽅法・⽀給額・⽀給⽇のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合は、次のページを確認して
ください

⾃動で⼊⼒される
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8

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

※⼝座を変更する場合のみ
「⼝座変更」と「利⽤⼝座の種別」を選択し、⼝座情報を記⼊

※ ゆうちょ銀⾏の場合の「分類」は、『普通』を選択してください。

「⼝座変更する」を選択する
※⼿順6の⼝座情報がない場合は、

すでに「⼝座情報する」にチェックが⼊っている

⼿順7から⼝座情報に変更がない場合は、本⼿順8は不要です。
⼿順7の⽀給⽅法・⽀給⽇・⽀給額のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合や、⾃動⼊⼒され
た⼝座情報から給付⾦受給の⼝座を変更したい場合の⼿順です。
⼿順7にて⽀給⽅法・⽀給⽇・⽀給額のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合、「⼝座変更す
る」に⾃動でチェックが⼊ります。

利⽤⼝座の種別を選択する

必要な情報を記⼊※本申請指定⼝座を選択した場合
（灰⾊部分は⾃動記⼊されます）

【⽀給額のみ表⽰されている（⼝座情報がない）場合の画⾯】
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9

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

「代理⼈による申請」の項⽬はデフォルトで「いいえ」が選択されています。
代理⼈による申請ではない場合、本⼿順で必要な動作はありません。
「いいえ」を選択したまま次の⼿順へ進みます。
（「代理確認・受給を⾏う場合」の項⽬への記⼊は必要ありません。）

代理⼈による申請か否かを選択する

【代理⼈による申請ではない場合】

【記⼊事項】
・なし

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

「いいえ」を選択
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10

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

代理⼈がR4住⺠⾮課税世帯の給付⾦を申請する場合は、
「代理⼈による申請」の項⽬で「はい」を選択し、「代理確認・受給を⾏う場合」に必要な項
⽬を記⼊します。

代理⼈による申請か否かを選択する

【代理⼈による申請の場合】

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

「はい」を選択

代理⼈確認の内容を記⼊

委任の内容を選択

【記⼊事項】
・代理⼈⽒名 ⇒  代理⼈の⽒名を記⼊
・代理⼈⽣年⽉⽇ ⇒  ⽇付をカレンダーから選択すると⾃動記⼊されます
・⽇中に連絡可能な電話番号（ハイフン無し）⇒  ⽇中に連絡可能な電話番号を記⼊します
・⽀給対象世帯主⽒名_署名 ⇒ ⽀給対象世帯主の⽒名を⼊⼒します
・⽀給対象世帯主との関係（続柄）⇒  ⽀給対象世帯主との関係（続柄）を記⼊します
・代理⼈住所 ⇒  代理⼈の住所を記⼊します
・委任の内容の選択 ⇒ 確認書の提出…確認書の提出を代理⼈が⾏う場合

給付⾦の受給…給付⾦の受給を代理⼈が⾏う場合
確認書の提出と給付⾦の受給…どちらも代理⼈が⾏う場合
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11 本⼈確認書類と⼝座情報確認書類を添付する（受給を希望する場合のみ）

※ 画⾯はiOSのもの

『本⼈確認書類』と
『⼝座情報確認書類』の写真を

1枚ずつ添付する

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

「添付ファイルを追加」
をタップ

【本⼈確認書類について】
・本⼈確認書類の撮影⽅法 … p.30〜31
・本⼈確認書類の種類 … p.32〜34

【⼝座情報確認書類】
1. キャッシュカード
2. キャッシュカードを添付出来ない場合は、通帳の⾒開きの写真

申請画⾯の下部の『⼝座情報確認書類(通帳・キャッシュカード等)の画像を添付』の「添付ファイ
ルを追加」から、申請者の本⼈確認書類の写真を1枚添付します。

添付できるのは画像は10MB、ファイル形式はpng , jpegです。PDFは添付できません。
添付できる本⼈確認書類と⼝座情報確認書類は次のページから詳細を確認してください。
なお、ファイル名は任意で問題ありません。
代理⼈による申請を⾏う場合、代理⼈の⽅の本⼈確認書類と⼝座情報確認書類も添付が必要です。



良い例

〇画⾯に4つの⾓が収まっている
〇⽂字がはっきりと認識できる
〇適度な明るさ
〇余⽩が最⼩限

① 画⾯に４つの⾓が収まる距離に調整する
② 書類の⾓度を変えたり壁に⽴てかけて撮影して反射を軽減させる

※このとき画⾯が平⾏になるようにカメラの⾓度も調整してください
③ ブレに注意し⽂字が認識できるようにピントを調整する
④ フラッシュは使⽤せず、⾃然光が⼊る場所や明るい場所で撮影する

●上⼿に撮影するポイント

カメラいっぱいに写す

現在の⽒名・住所が記載された本⼈確認書類をご準備ください

-29-

本⼈確認書類の撮影⽅法について

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3



悪い例

×距離が遠すぎる

×斜めになっている

×暗すぎる

×照明などが反射している

×ブレている×ピントが合わずぼやけている

×明るすぎて⽩⾶びしている

×⾒切れている

カメラとの距離を
調整してください

⾓度を調整し、
画⾯と平⾏に
撮影してください

画⾯の真ん中を
タップしてピントを
合わせてください

⾃然光の⼊る場所や
適度に明るい場所で
撮影してください

解決⽅法

-30-

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3
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本⼈確認書類の詳細

・顔写真が載っている表⾯を撮影
・住所変更がある場合は裏⾯も撮影し、

表⾯と合わせて2枚の写真が必要

●運転免許証

（表⾯） （裏⾯）※住所変更がある場合

・顔写真が載っている表⾯を撮影

●運転履歴証明書（平成24年4⽉1⽇以降交付のもの）

（表⾯）

・顔写真が載っているページと
住所が載っているページを
撮影

・住所のページがない場合は、
顔写真のページのみ撮影

●旅券（パスポート）

（顔写真のページ）
（住所のページ）
※住所のページがない場合は不要

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

下記の本⼈確認書類の中からいずれか1点の添付が必要です。
本⼈確認書類の撮影の⽅法は、p.31〜32を確認してください。
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本⼈確認書類の詳細

・顔写真が載っている表⾯を撮影

●個⼈番号カード（マイナンバーカード）

（表⾯）

・顔写真が載っている表⾯を撮影

●在留カード・特別永住者証明書

・顔写真が載っているページと住所が載っている
ページを⾒開きのまま1枚で撮影

●官公庁が顔写真を貼付した各種福祉⼿帳（⾝体障害者⼿帳など）

（顔写真のページと住所のページの⾒開き）
※デザインは⾃治体によって違います

（表⾯）

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3
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・⼝座番号が載っている表⾯を撮影

●キャッシュカード

（表⾯）

⼝座情報確認書類の詳細

・⼝座番号と⽒名が載っているページを撮影
※通帳の表紙は×

●通帳

（表⾯）

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3
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12

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

以上の必要記⼊事項を⼊⼒した上で「送信」をクリック

R4住⺠税⾮課税世帯等申請画⾯

記⼊内容の確認をして
「送信」をタップ

必須項⽬を記⼊していないと
送信ボタンの下に情報が表⽰される

【確認する内容】
1. 確認事項
2. 確認欄
3. ⼝座変更 ※「確認事項」と異なる⼝座への振込みを希望する場合のみ
4. 代理確認・受給を⾏う場合

※「代理⼈による申請」で「はい」を選択した場合のみ
5. 本⼈確認書類・⼝座確認書類

送信ボタンを押す前にこれまで記⼊した内容に問題がないことを確認してください。
画⾯右の「送信」ボタンをクリックすることで申請が完了します。
必須項⽬を記⼊できていない場合は、「送信」ボタンの下に表⽰されます。
表⽰されている項⽬は必ず記⼊が必要です。
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13 申請が完了

送信ボタンを押した後、「送信された要求」画⾯へ移ります。
ご⾃⾝の申請状況が表⽰されており、申請が作成された旨が記載されています。

給付⾦申請の⼿順（スマートフォンの場合）3

送信された申請画⾯

ステータス⼀覧

現在のステータスが表⽰される



ログインする
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給付⾦申請の申請状況を⾒る（パソコンの場合）4

2

1

申請サイトへアクセスし、ログインします。
※ すでにログイン済みの場合は、この⼿順は必要ありません。

申請サイトへアクセスし、ログインする

ログイン後、申請サイトのトップ画⾯の「申請」から確認可能

申請受付⇨審査⇨承認⇨⼝座振込⇨振込完了の段階に分かれています。



申請の詳細を⾒る
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給付⾦申請の申請状況を⾒る（パソコンの場合）4

1

ログイン後、申請サイトのトップ画⾯へ⾃動で移ります。
その後、トップ画⾯から「申請状況」をクリックしてください。
※ 画⾯移動に3〜5秒ほどかかります。⼀度クリックしたらそのままお待ちください。

申請サイトのトップ画⾯から「申請状況」をクリックする

2 「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をクリックする

「要求」から「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をクリックします。

要求画⾯

「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」
をクリック
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給付⾦申請の申請状況を⾒る（パソコンの場合）4

申請の詳細を⾒る

申請時の内容の
詳細を確認できます

要求画⾯

3 「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をタップした後「オプション」の⽂字を
クリックする
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給付⾦申請の申請状況を⾒る（スマートフォンの場合）5

2 ログイン後、申請サイトのトップ画⾯の「申請」から確認可能

1

申請サイトへアクセスし、ログインします。
※ すでにログイン済みの場合は、この⼿順は必要ありません。

申請サイトへアクセスし、ログインする

⼆次元コード読み取
り・URL⼊⼒

申請受付⇨審査⇨承認⇨⼝座振込⇨振込完了の段階に分かれています。



申請の詳細を⾒る
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給付⾦申請の申請状況を⾒る（スマートフォンの場合）5

1

ログイン後、申請サイトのトップ画⾯へ⾃動で移ります。
その後、トップ画⾯のハンバーガーメニュー から「申請状況」をタップしてください。
※ハンバーガーメニューが表⽰されない場合は、右上をタップしてください。

申請サイトのトップ画⾯から「申請状況」をタップする

「申請状況」をタップ

2 「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をタップする

「要求」から「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をタップします。

要求画⾯

「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」
をタップ



申請の詳細を⾒る

-41-

給付⾦申請の申請状況を⾒る（スマートフォンの場合）5

3 「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」をタップした後「オプション」の⽂字を
タップする

要求画⾯

「R4住⺠税⾮課税世帯等申請」
をタップ

申請時の内容の
詳細を確認できます


