税務証明の交付申請書（郵送請求用）
（Ａpplication Form of Tax Certificate By Postal Service）
久留米市長 宛
（To Mayor of kurume city）

※ 枠内を記入して下さい。
（Please fill in the blanks within the bold lines.）

令和

住所（Adress）

名前（Name）

年

(year)

月

日

(month) (day)

② 請求者（Applicant）
※①と②が同一人の場合は、連絡先のみ記入して下さい。
（If ①and② is same person, please write the following telephone number .）
（〒

－

月

日

※①と②が別人の場合、委任
状が必要です。
（If ①and ② is differrent
person,it is necessary to hand
in a letter of proxy. In
生年月日（Date of Birth）
addition to this application
form.）
大正・昭和・平成・令和

① 証明の対象者（Target Person of certificate）

住所（Adress）

年

※委任状は証明の対象者が
ご記入下さい。
（A letter of proxy must be
written by the target person
of certificate.）

）

名前（Name）

連絡先（Telephone number）
（

）

－

③ 必要な証明書（Necessary Certificate） ※数字を○で囲んで、必要な年度、通数を記入して下さい。
（Please circle the folloing number, write required fiscal year and number of copies.）
所得（課税・非課税）
証明書

納税証明書

1

（Certificate of income tax）
2

平成・令和

件
（Fiscal year of taxation) （Number of copies)

年中の所得〔平成・令和

(year of income)

市県民税の納税証明

平成・令和

年度課税分〕

年度
(Fiscal year)

件
（number of copies)

3

固定資産税の納税証明
平成・令和
年度
（Tax payment certificate of Fixed property tax） (Fiscal year)

件
（Ｎumber of copies）

4

軽自動車税の納税証明

（Tax payment certificate of Municpal tax）

（Tax payment
certificate)

所得（課税・非課税）証明書

平成・令和

（Tax payment certifivate of Light moter vehicle tax）

5

軽自動車の車検（継続検査）用納税証明
（Certificate of light vehicle for vehicle isspection）

6

年度
(Fiscal year)

件
（Number of copies)

〔車両番号：久留米
（Number plate)

〕

（Number of copies）

滞納のない証明書
(Certificate of completion of payment)

件
(Number of copies)

④ 請求理由（Perpose of use）

送付先（Mailing Address）
〒830-8520

件

久留米市役所 税収納推進課・証明係 （Tel. 0942-30-9005 Fax. 0942-30-9753）

〔郵便請求する時に同封するもの〕（Item to attach by postal service）
１．Handling Fee（Please purchase a fixed postal money order "ＴＥＩＧＡＫＵ ＫＯＧＡＷＡＳＥ"
at the post office for \２00 per 1 number. Certificate of light vehicle for vehicle isspection is free of charge. ）
２．A rｅturn envelope （ A stamped, self-adressed envelop ）
３．A copy of your identity card （such as a residence card , driver`s license, Health insurance card ）

