
高萩市長  　様  To the Mayor of Takahagi City

【注意事項】Notes

住　　所  Address    高萩市本町1-100-1

氏　　名  Name        高　萩　　太　郎

(Year)

1980   年　 　1  月　 　2  日

　私は、上記の者を代理人と定め、下記の証明書に関する交付申請

及び受領を委任します。

    I hereby authorize the above person to undertake all the matters related to

 the application for and receipt of the following certificate on my behalf.

　　　　　　　　　　　　　　記

☑ 市県民税課税（非課税）所得証明書

　委任者が委任状を書けない場合は代筆者が委任状及び代筆証明書も記入して

    Certificate  (Certificate of Income)】

☑ 納税証明書  [市県民税（住民税）/固定資産税/国民健康保険税/軽自動車税）]

【Certificate of Tax Payment】

□
【Certificate of No Debt to Tax Payment】

(Year) (Day)

Date 　    2021年　12  月  　〇  日 理　　由(Reason why the  mandator could not write this letter of proxy.)

委任者  Mandator

住　　所  Address　高萩市大和町〇－〇－〇　○○マンション〇〇〇 住　　所(Address of the person who wrote this letter of proxy on behalf of  mandator.)

Seal or Signature

氏　　名  Name　　　Zeimu  Jiro　　　　　　　　印 氏　　名(Name of the person who wrote this letter of proxy on behalf of  mandator.)

電話番号  Phone Number 080-〇〇〇〇-〇〇〇〇       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　＊　委任状は、必ず委任者の方が自署してください。

          This form have to be filled out by the  mandator.

委　任　状  A Letter of Proxy

(Month) (Day)

　　　をご持参ください。

　　　 The proxy will be required ID card (dliver's license, resident card, passport,

代理人  Proxy

生年月日  Birthday

2021 年度（2020年分） （　1　）通

fiscal year/year copies 【City and Prefectural Taxes /Tax Exemption

    I wrote this letter of proxy for the  mandator, confirming the  mandator's intention.

代  筆  証  明  書

　　本人は下記理由により自署できない為、本人の意思を確認の上、代筆しました。

　ください。　

          isssue the certificate.

(Month)

2021年度 （　1　）通

fiscal year copies

未納がないことの証明書 年度 （　　）通

　　　 etc) at a counter.

　＊　委任状の真正性に疑義が生じた場合は、証明書を交付できないことがあります。

　＊　代理人の方の本人確認書類（運転免許証、在留カード、旅券など）

fiscal year copies

          If there is any doubt about this letter of proxy, we may not be able to 

　　   This letter is valid for a month counting from the day of authorization.

　＊　委任状の有効期間は委任日より１か月間です。

    If someone write this letter of proxy on behalf of  mandator, please write below.

Zeimu Jiro
Seal or Signature

・納税証明書の申請をする場合は、記載してほしい税目に〇

をつけてください。

・Please circle the type of the taxes which you wish to include 
on the  certificate of tax payment.

市県民税（住民税）：City and Prefectual Taxes (Resident Taxes) 
固定資産税：Property Tax 
国民健康保険税：National Health Insurance Tax
軽自動車税：Light Motor Vehicle Tax

・必要な証明書にチェック☑をつけてください。
Please check the title of the certificate you need.

・必要な年度（年）及び通数を記入してください。
Please write the required fiscal year (year) and quantity.

記載例 Example of description


