大館市 特別定額給付金 Q＆A
（申請関係）全体
質問事項

回答

いつから給付金の受給について申請できる
か。

オンライン申請方式は令和 2 年 5 月 1 日（金
曜日）から申請できます。
郵送申請方式は令和 2 年 5 月 11 日（月曜日）
から申請できます。

どのように申請手続きを行ったらいいか、ど
こに行けば申請ができるのか。

郵送申請方式とオンライン申請方式（世帯主
がマイナンバーカードを所持している場合の
み）の 2 種類です。
感染症拡大防止のため、原則窓口対応はいた
しません。
※申請書を窓口で渡すこともできません。

申請期間はいつまでか。

令和 2 年 5 月 11 日（月曜日）から令和 2 年 8
月 11 日（火曜日）までです。
※郵送申請方式の場合は、8 月 11 日の消印有
効となります。

4

申請書はインターネットからダウンロードで
きるのか。

申請書は世帯主宛に 5 月 9 日（土曜日）から
順次発送いたします。
大館市ホームページ等での申請書のダウンロ
ードは行っておりません。

5

オンライン申請をしましたが、申請書が届き
ました。
こちらも返送した方がよいのか。

オンライン申請をされた場合、返送の必要は
ありません。

特別定額給付金の申請が完了したことや振込
が完了したことをどのように知ることができ
るのか。

オンライン申請方式の場合は、申請した時に
入力されたメールアドレスに、申請後に受付
完了の通知が送られます。
郵送申請方式の場合は、受付完了通知は送付
しませんが、オンライン申請方式、郵送申請
方式ともに市が書類等を確認後、交付決定通
知書を郵送します。
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郵送申請方式
質問事項

回答

添付書類の本人確認書類は運転免許証などの
顔付き書類しかだめなのか。

健康保険証、介護保険被保険証、後期高齢者
医療被保険証、年金手帳等の写し等を 2 点添
付していただければ可能です。

本人確認書類とは具体的に何があるのか。

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本
台帳カード、旅券、国民保険証被保険証、年
金手帳、後期高齢者医療被保険証、健康保険
被保険証、介護保険被保険者証、共済組合員
証、年金手帳、年金証書、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カ
ード、特別永住者証明書などです。有効期限
が切れていないか確認してください。

3

運転免許証などの本人確認書類は何をコピー
すればいいか。

申請書に記入する世帯主の氏名・生年月日・
現住所がわかるようにコピーしてください。
運転免許証などで現住所が裏面に記載がある
場合は、裏面も一緒にコピーしてください。

4

振込先口座の確認書類は何をコピーすればい
いか。

通帳、キャッシュカード、ネットバンキング
の画面等の写しで、金融機関名、支店名、口
座番号、口座名義人がわかるようにコピーし
てください。

5

申請書が届く時に、帰省などで自宅で郵便物
を受け取れない場合はどうすればいいのか。

日本郵便の転送サービスをご利用いただいて
いれば、郵便物を現在のお住まいの住所へ転
送してもらうことができます。

6

申請書には、振込口座の情報を確認できる通
帳やキャッシュカードなどの写しを付ける必
要があるが、なぜ必要なのか。

特別定額給付金の受取方法は原則口座振込に
なりますので、振込先口座の確認のため、通
帳などの写しの提出をお願いしています。
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7

申請書や提出書類に口座情報が含まれるが、
情報が洩れる心配はないのか。

市民の方から特別定額給付金の給付事業のた
めにいただいた口座情報を含めた個人情報
は、大館市が定めている個人情報保護条例に
基づき、当該給付事業の関係上必要な範囲で
利用し、厳正に管理、処分いたします。

8

基準日（令和 2 年 4 月 27 日）以降に世帯主が
亡くなり、新たな世帯主となった場合、給付
対象者欄の続柄はどうすればいいか。

朱書きで訂正してください。

オンライン申請方式
質問事項

回答

1

オンライン申請に必要な書類は何か。

マイナポータルから振込先口座を入力したう
えで振込先口座の確認書類（通帳やキャッシ
ュカード、インターネットバンキングの画面
など）をアップロードしてください。また電
子署名により本人確認を実施するため、本人
確認書類は必要ありません。

2

マイナンバーカードを世帯主は持っておら
ず、家族が持っている場合、オンライン申請
での代理申請はできるのか。

オンライン申請は、世帯主がマイナンバーカ
ードを所持している場合のみ利用することが
できます。代理人による申請は原則できませ
ん。

申請にマイナンバーカードは必要か。

オンライン申請方式で手続きされる場合は、
世帯主本人のマイナンバーカードが必要で
す。郵送申請される場合は必要ありません。
ただし、郵送申請方式の本人確認書類として
世帯主本人のマイナンバーカードの写しを添
付していただくことは可能です。
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オンライン申請の場合、マイナンバーカード
さえあればいいのか。

マイナンバーカードの署名用電子証明書を読
み込むための機器をご自身で用意していただ
く必要があります。
パソコンで申請される方は IC カードリーダラ
イタが必要です。
スマートフォンで申し込む場合はカード情報
を読み取るアプリをインストールする必要が
あります。対応しているスマートフォンの機
種についてはご自身でご確認をお願いしま
す。

5

オンライン申請方式で申請しようとしたが、
署名用電子証明書の暗証番号のパスワードを
5 回連続で間違って入力してしまい、パスワー
ドロックがかかってしまった。

市民課へご相談ください。
（パスワードのロック解除とともに、パスワ
ード初期化申請をし、パスワードの再設定が
必要となります）
※再設定手続きをする場合は、顔写真付き公
的証明書による本人確認が必要となります。
顔写真のない身元確認書類の場合は、2 種類以
上必要です。

6

オンライン申請の場合、郵送による申請書が
届く前に手続きを進められるのか。

オンライン申請による場合、申請書がお手元
にある必要はないため、申請書の到達を待つ
必要はありません。

オンライン申請で、マイナンバーカードを持
っていない家族の分の申請もできるのか。

マイナンバーカードは、オンライン申請を行
う方（世帯主）のみが、お持ちであれば大丈
夫です。マイナンバーカードをお持ちでない
家族（世帯主と同一世帯の者）の分の給付金
申請を、同時にあわせて行えます。
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代理人申請
質問事項

回答

口座名義人を世帯主以外にしたい。

原則、世帯主の口座への振込となります。何
らかの理由により、世帯主以外の口座を指定
される場合は、口座名義人になる方が代理人
申請欄への記入が必要になります。併せて世
帯主、代理人の本人確認書類も必要となりま
す。

高齢者や視覚障害などにより申請書への記入
が困難な方はどうすればいいか。

自分で手続きすることが困難な方について
は、対象者本人に代わり、給付金の代理申請・
受給が認められます。ただし、代理人として
申請・受給できるのは、申請・受給対象者と
同じ世帯の世帯構成者、法定代理人などに限
ります。

3

代理人による申請は、親戚でもできるのか。

原則、申請・受給対象者の属する世帯の世帯
構成者、法定代理人（成年後見人、代理権付
与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の
審判がなされた補助人）などに限ります。
ただし、平素から申請・受給対象者本人の身
の回りの世話をしている方などで、市が特に
認める場合は申請できます。

4

代理人の氏名等は、世帯主が署名するのか／
世帯主氏名は代理人が署名してもよいのか。

記名押印に代えて署名する場合は代理人の氏
名等は代理人本人で、世帯主の氏名は世帯主
でご署名ください。

給付金の申請に当たって、通帳等の写しの提
出を省略することは可能か。

口座振込不能などを防止するため、通帳等の
写しを添付してください。
また申請書にも口座情報を記入してくださ
い。
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外国籍の方の申請
質問事項

回答

1

世帯主の氏名がアルファベット表記の場合、
フリガナを記入すべきか。

銀行口座の口座名と同様のフリガナを記入し
てください。

2

世帯主の生年月日は西暦で記入してもいい
か。

西暦と和暦、どちらでも大丈夫です。

3

住民票でアルファベット表記、漢字表記どち
らとも登録している場合、世帯主の氏名欄に
は両方書くべきか。

どちらか一方でかまいません。

4

印鑑を持っていないため、押印は省略しても
いいか。

世帯主本人であれば、記名押印に代えて、署
名することができます。

（給付関係）全体
質問事項

回答

住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険
受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金
の対象者となるのか。

収入による条件はありません。
年金受給世帯であること、失業保険受給世帯
であること、生活保護の被保護者であること
に関わらず、支給対象となります。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に
当たっては、収入として認定しません。

2

子どもや高齢者も対象になるのか。

基準日（令和 2 年 4 月 27 日）現在で、大館市
の住民基本台帳に記録されている人が給付対
象者となるので、住民基本台帳に記録されて
いれば子どもや高齢者に関わらず、支給対象
となります。ただし、各個人に支給されるの
ではなく世帯主の銀行口座に一括して給付さ
れます。

3

給付金を受け取るのは、誰になるのか。個別
で受け取れるのか。

受給者は、その方の属する世帯の世帯主にな
ります。
各個人に支給されるのではなく世帯主の銀行
口座に一括して給付されます。
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4

2 世帯住宅などで同じ家で住んでいる場合で
も世帯が分かれていればそれぞれで給付され
るのか。

申請書は世帯主それぞれに郵送されるため、
同じ家にお住まいであっても世帯主それぞれ
に給付されることとなります。

5

基準日において、住民基本台帳に記録されて
基準日後に生まれた子は、対象者になるのか。 いる方が対象となるため、対象者にはなりま
せん。

6

基準日以前に生まれた子で、出生届を基準日
後に提出した場合、対象者になるのか。

対象になります。
送付した申請書に情報が反映されていない場
合がありますので、その場合は追記して申請
してください。

7

基準日に亡くなった場合、対象から外れるの
か。

基準日（令和 2 年 4 月 27 日）に住民基本台帳
に記録があるため、支給対象者となります。
なお、世帯主が亡くなり、申請書（表面）の
世帯主の氏名を記入する欄には、新たにその
世帯の世帯主となった人をご記入ください。
この場合は代理人申請とはなりません。
（※もし死亡届で基準日より前に亡くなられ
たことが判明した場合は返還していただきま
す。）
（※２ 一人世帯の場合、申請前に亡くなっ
たかたは対象から外れます。）

8

給付金の受取方法はどういったものになるの
か。

原則、世帯主の本人名義の金融機関の口座へ
の振込みとなります。

9

住民票が登録されている市町村から、申請書
が郵送されます。郵送申請方式かオンライン
現在住んでいる住所と住民票で登録されてい 申請方式のどちらかで申請していただけれ
る住所が異なる場合、給付してもらえるのか。 ば、指定の振込先口座へ給付金は振り込まれ
ます。
（オンライン申請方式は申請書の郵送
の到着を待つことなく申請できます）

10

刑務所にいる場合、給付金は受け取れるのか。

基準日現在で、住民基本台帳に登録されてい
れば給付対象となります。

11

いつ頃給付金は振り込まれるのか。

5 月下旬以降、申請を受理し、審査が完了した
ものから、指定の振込先口座へ振込予定です。
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申請書を紛失した場合、再発行してもらえる
のか。

お時間はかかりますが、再発行します。
再発行した申請書は郵送します。

13

申請書は直接市役所へ提出してもいいか。

申請書は、郵送申請方式とオンライン申請方
式で受付しています。新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、市役所での受付は行っ
ていません。

14

口座振込ではなく、窓口での給付を希望した
い。

原則金融機関口座への振り込みとなります。
口座をお持ちでない場合のみ、窓口で給付し
ますが、受け取りが遅れる場合があります。

15

基準日以降の転入・転出者は、前後どちらの
市町村で申請すべきか。

基準日現在において、住民基本台帳に登録さ
れている市区町村で、給付金の給付を受ける
こととなりますが、転入、転出の時期により
申請先が異なる場合がありますので、詳しく
は、大館市特別定額給付金室にご相談くださ
い。

16

海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は
対象者となるか。

基準日までに帰国して、日本に居住されてい
る場合は、給付対象者となります。ただし、
住民登録の手続きが必要です。

17

支給対象者の全員分ではなく、支給を希望す
る一部の人の分だけ給付を受けることは可能
か。

可能です。申請書には世帯員への意向確認の
欄を設けておりますので、希望されない方の
場合はチェック欄（□）に×印を記入すると、
受給を辞退することができます。

18

特別定額給付金は、課税対象となるか。

特別定額給付金は、法律により非課税になり
ますので、課税されません。

給付金の受取人を変えるため、世帯主を変更
したい、または世帯分離したい。

世帯主変更や世帯分離が適用となる日は届出
日当日のため、基準日以降に届け出をしても
受取人や給付金対象を変更することはできま
せん。

12
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20

21

大館市を転出したが、新住所にまだ転入届を
していない。

大館市での転出届の「転出予定日」が 4 月 28
日以降であれば、大館市で給付します。
大館市での転出届の「転出予定日」が 4 月 27
日までの場合、その後転入届をした市区町村
で給付を受けることになります。

大館市に引っ越してきたが、まだ住所の手続
き（転入届）をしていない。

前住所地での転出届の「転出予定日」が 4 月
28 日以降であれば、前住所地からの給付にな
ります。
前住所地での転出届の「転出予定日」が 4 月
27 日までの場合、大館市に転入届をすること
で大館市の給付対象となります。

代理人

1

質問事項

回答

老人福祉施設・児童養護施設・知的・精神障
がい者施設等に入所している場合、施設の職
員による代理は可能か。

申請・受給対象者本人による申請・受給が困
難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者の
ためであると認められる場合は代理申請を行
うことができます。ただし、本人・代理人そ
れぞれの本人確認書類が必要です。

外国人
質問事項

回答

1

外国籍でも給付金は受け取ることができる
か。

基準日時点で、住民基本台帳に登録されてい
れば給付対象者となります。ただし、短期滞
在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録
されていないため、対象にはなりません。

2

在留資格の変更により、基準日に住民票の削
除を行った外国人については、給付対象とな
るのか。

基準日の終了時点で住民票が削除されていれ
ば、対象となりません。
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ＤＶ
質問事項

回答

1

DV 避難者の場合、世帯主とは別に給付金は受
給できるのか。

配偶者からの暴力を理由に避難している方
で、事情により基準日以前に、現在お住まい
の住所に住民票を移すことができない方につ
いては、一定の要件を満たし、その旨を申し
出た場合給付対象となります。詳しくは、特
別定額給付金室へご相談ください。

2

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と
配偶者と同居しているが、経済的 DV を受けて 生計を別にしている方であることが前提とな
いる。給付金を配偶者である世帯主ではなく、 るため、この場合、給付金は個別には受け取
個人で給付金を受け取りたい。
れませんので、まずは特別定額給付金室へご
相談ください。

3

DV 以外の理由で別居している場合でも個別に
給付金を受け取れるか。

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と
生計を別にしている方であることが前提とな
るため、この場合、給付金は個別には受け取
れません。特別定額給付金室へご相談くださ
い。

4

DV 避難者が市の関係機関において申出者の DV
被害の事実確認ができない場合、申出者が対
象者としての要件を満たしている判断はどの
ように行うのか。

特別定額給付金室へご相談ください。
※4 月 24 日（金）～30 日（木）の事前申出期
間を過ぎた後であっても、申出は受け付けて
います。
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大館市 特別定額給付金 Q＆A
生活困窮者、生活保護、無戸籍者等

1

質問事項

回答

基準日現在で住民登録はないが、大館市で居
住している場合、給付金は支給されるのか。

どの市区町村にも住民登録がない場合は、基
準日の翌日以降であっても、大館市において
住民登録の手続きを行い、住民票が作成され
れば、給付の対象になります。詳しくは特別
定額給付金室へご相談ください。
別の市区町村に住民登録されている方は、登
録されている市区町村の給付対象となりま
す。そのため、登録されている市区町村から
申請書を入手のうえ、申請することができま
す。

入所者（児童）

1

質問事項

回答

住民票が他の市区町村だが、大館市の施設に
入所している場合、給付金は大館市から支給
されるのか。

施設に入所している児童の住民票が、大館市
に移っていない場合であっても、基本的に児
童が入所している施設職員による代理申請に
より大館市から支給されます。

入所者（障がい者、高齢者）

1

質問事項

回答

住民票が他市町村だが、大館市の施設に入所
している場合、給付金は大館市から支給され
るのか。
（措置入所者ではない方）

住民票が所在する市町村から支給されます。
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