
記入例

様式第１号（第４条関係）

名護市上下水道料金納付猶予申請書兼誓約書

※該当箇所の□にレ点を入れてください。

① ψؤƋभƎಆƋƎ

名護市長 殿

申請者

住所(所在地) תᠮइ༢͜͝ᆵƊᄧƊ

氏名(名称) ᠮ ᦶݺ 印

連絡先 0980Ɔ53Ɔ1212

私(又は当社)の納入しなければならない上下水道料金について、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、一時的に納付が困難であるため、地方自治法施行令第171条の６第１項第３号及び地

方自治法第231条の３第３項の規定に基づく地方税法の滞納処分の例により、次のとおり納付期限の

延長を申請します。

③誓約

及び

同意

☑ 私は、自身の責任で虚偽なく申請するものとし、その誓約に反する場合はいかなる

法的措置を受けても、異議申し立てを行いません。

☑ 本申請に伴い、他部署に提出済みの申請書その他の書類の確認を行い、税情報に関

する調査を行うことに同意いたします。

④給水

装置

情報等

使用者名 ᠮ ᦶݺ

住 所 תᠮइ༢͜͝ᆵƊᄧƊ

水栓番号 1234 Ɔ 5678 Ɔ 01

⑤納付

猶予

項目

期別 金額 猶予期間

☑令和２年２月・３月分 4,026 円 ψؤƋभƒಆ 30 ˄ʭ

☑令和２年４月・５月分 4,026 円 ψؤƋभ 10 ಆ 31 ˄ʭ

合計 8,052 円

⑥新型コロ

ナウイルス

感染症拡大

の影響によ

り納付困難

となった

事由

□ 災害等により財産に相当な損失が生じた場合

□ 上下水道使用者又は生計を同じくする家族が病気にり患した場合

□ 事業の廃止又は休止若しくは失業等により納付が著しく困難な場合

□ 事業に著しい損失を受けた場合

☑ その他(詳細をご記入ください。)

˟̨̍ˡ̅˘ʝʬʊʥ᯦ᯟीʒϛංᝯ៧ʭϛංʱʰːɱԅիʒ༓ʩʬאҸʒ༓

ʝɱאூʴ̦̰̍˶ʒ˒ʥʥˇɲ

⑦証明

書類

個人 □給与明細 □出勤簿 □離職票 □診断書等 □預金通帳

□市税等徴収猶予決定通知書 ☑その他

事業主 □業績資料 □従業員の出勤簿 □備品台帳等 □廃業届等

□登記事項証明書 □預金通帳 □その他(休業お知らせの通知等)

⑧本人

確認書類

個人 ☑運転免許証・パスポート・保険証等の書類

事業主 □代表者の運転免許証・パスポート・保険証等の書類

⑨他支援

等申請

状況

支援名称等 申請年月日 申請先

᎘ኈႂΓʴ။ЇƁइኈƂ ψؤƋभƎಆ25 ኈգ

年 月 日

年 月 日

収受印

②



様式第２号(第４条関係)

収 支 明 細 書

令和２年５月２１日

１ 新型コロナの影響を受ける以前の平均的な収入及び支出と令和２年２月以降の平均的な収入及び

支出の見込金額(月額)

２ 今後４か月以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等

項目
直近 以前

ោᎩ 確認
ψؤƋभƍಆ ψؤƋभƋಆ

収
入

給料(ボーナス含む)・年金 100,000Ӊ 210,000Ӊ

不動産・営業など 0Ӊ 0Ӊ

その他収入(仕送りや奨学金)

その他臨時的な収入(借入や

給付金等入)

70,000Ӊ 0Ӊ ˨̵̵̪̰̆ʑˏʴхːҸ

˒

小計 170,000Ӊ 210,000Ӊ

支
出

家賃・住宅ローン 53,000Ӊ 53,000Ӊ

ガソリン代 10,000Ӊ 10,000Ӊ

自動車関連費 0Ӊ 0Ӊ

公共料金(電気・ガス・水道) 8,000Ӊ 12,000Ӊ

電話代 8,000Ӊ 8,000Ӊ

保険料(生命保険・火災保険) 12,000Ӊ 12,000Ӊ

貯蓄(定期・積立・財形) 1,000Ӊ 1,000Ӊ

その他ローン 36,000Ӊ 36,000Ӊ ᔬՠ̵̪̰

奨学金返済 10,000Ӊ 10,000Ӊ

クレジット支払 30,000Ӊ 30,000Ӊ

税金(国税・県税・国保税) 0Ӊ 0Ӊ

食費・日用雑貨・衣料費 30,000Ӊ 30,000Ӊ

医療費 0Ӊ 3,000Ӊ

教育費 0Ӊ 0Ӊ

借入金返済 0Ӊ 0Ӊ

その他 0Ӊ 0Ӊ

小計 168,000Ӊ 205,000Ӊ

収支差額 2,000 Ӊ 5,000 Ӊ

税 目 年 月 金 額

ᔬՠኈ ψؤƋभƎಆƌƊ 36,000Ӊ

इᇁኈዶƊಓ ψؤƋभƏಆƌƉ 45,000Ӊ

इᇁኈዶƋಓ ψؤƋभƑಆƌƊ 45,000Ӊ

収受印

その他の収入で親からの仕送りや奨

学金などを記入してください。臨時的

な収入として、借入や各種給付金な

どの収入を記入してください。仕送り

や奨学金などは経常的な収入なので

総収入に含め、臨時的な収入である

収入減を補填するための短期アルバ

イトや各種給付金、借入は総収入に

含めません。

その他収入の内訳を記入し

てください。臨時的な収入で

ある場合、内訳が記入され

ていないと総収入に含めら

れる可能性があります。

全ての項目を埋める必要

はありませんが、なるべく

多くの項目を埋めること

で、収入と支出のバランス

が崩れていることがわかり

やすくなります。

今後想定される自動車税

や所得税、市県民税など

をご記入ください。



居酒屋 ○○○○○

臨時休業のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国や県からの休業要請を受

け、お客様の感染防止の観点から、４月２０日から５月１５日の期間、臨時

休業することとなりました。

日頃からご愛顧くださっているお客様には誠に申し訳ありませんが、再開

後には、また、元気なお姿で気持ちよく皆様にご来店いただけるよう、スタ

ッフ一同心を込めてお迎えいたします。

居酒屋 ○○○○スタッフ一同

休業のお知らせ通知(例)



令和２年４月分出勤簿 氏名 名護 太郎

日 曜日 始業時刻 終業時刻 休憩時間 労働時間 残業時間 備考

１ 水 17：00 26：00 １：00 ７：00 １：00

２ 木 17：00 24：00 0：00 ７：00

３ 金 17：00 25：00 1：00 ７：00

４ 土 休み

５ 日 17：00 24：00 0：00 ７：00

６ 月 休み

７ 火 休み

８ 水 17：00 26：00 １：00 ７：00 １：00

９ 木 17：00 25：00 １：00 ７：00 休み

10 金 17：00 27：00 １：00 ７：00 ２：00

11 土 休み

12 日 17：00 24：00 0：00 ７：00

13 月 休み

14 火 休み

15 水 17：00 24：00 0：00 ７：00

16 木 17：00 25：00 １：00 ７：00

17 金 17：00 27：00 １：00 ７：00 ２：00

18 土 17：00 26：00 １：00 ７：00 １：00 交代

19 日 休み

20 月 休業

21 火 休業

22 水 休業

23 木 休業

24 金 休業

25 土 休業

26 日 休業

27 月 休業

28 火 休業

29 水 休業

30 木 休業

休業期間



本人確認書類の写し

他にも次のようなものが本人確認書類となります。

パスポート(写し) 健康保険証(写し)

運転免許証(写し)


