
（宛先） 静 岡 市 長

区申請者住所
（住民票の住所）

〒

静岡市

　マンション・アパート名及び部屋番号：

罹災証明書交付申請書

年　　　月　　　日

विपद्को कारण 発生日 年　　　月　　　日　 災害名称

申請者氏名 明・大・昭・平 年　　　月　　　日

申請枚数 枚　 電話番号

郵便が受け取れる住所
（避難先等）

〒 □ 申請者住所と同じ場合は、レ点を付してください

　マンション・アパート名及び部屋番号：

フリガナ 生年月日

被災家屋の所在地

□ 申請者住所と同じ場合は、レ点を付してください

区
　　　　　　　　町

　　　　　　　　　丁目
　　　　　　　　　　　　　番　　　　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　番地の

家屋の種類
住　家 □ 持家 （　   　　   造　　　階建て   　  ） □ 借家 （  戸建 ・ アパート  ）

非住家 □ 店舗　  　□ 事務所　  　□ 工場 □ その他 (　　 　　          　　　)

世帯構成

氏名 続柄 年齢 氏名 続柄 年齢

代理人による申請の場合は、裏面 「委任状」 も御記入ください。

 （同一世帯の方が申請する場合は、委任状は不要です）

職
員
記
入
欄

区分 　　　　地震　　・　　水害　　・　　風害　　・　　液状化等の地盤被害

本
人
確
認

□ 運転免許証
□ 写真付住基カード
□ マイナンバーカード
□ パスポート
□ 在留カード
□ 障害者手帳
▼2点確認
□ 保険証 (            )
□ 共済組合員証
□ 年金証書・手帳
□ その他

住民コード 町名コード 調査
実施日 ／

構 棟番 枝番

家屋の種類 住家　　　非住家 罹災写真 有　　　無

被害判定 全壊
大規模
半壊

中規模
半壊

半壊 準半壊

20220617

準半壊に至らない
（一部損壊）

床上 床下 無被害

受付番号 入力 確認 交付 交付番号

令和４ ９ ２３ 令和４年台風15号

葵 追手町５－１

यदि माथिको आवेिककोजस्तएैउटैठेगाना होभनेलेखनआवश्यकता छैन

レ

Smith John

スミス ジョン

49 ７ ７

１ 054-254-2111

レ

レ

Smith Hannah 妻 47

Smith George 子 15

यहााँ कुनै प्रववष्टट आवश्यक छैन।

आवेिन ममतत→
घटना को ममतत→

ववपद्को नाम↑आवेिक ठेगाना
（तनवासी कार्डको ठेगाना）→

पत्राचार ठेगाना
（तनकासी स्िान）→

अपाटडमेन्टको नाम र कोठा नम्बर↓

生年月日↓

申請枚数→
फोन नम्बर↓

←यदि आवेिक ठेगाना जस्तै हो भने, कृपया थचन्ह
क्षततग्रस्त घरको स्िान →

घरको संरचना→

पुरा नाम↓ सम्बन↓् ↓उमेर

घरको प्रकार →

यदि आवेिन एजेन्टद्वारा गररएको हो भने, कृपया पछाडर्को "लेटर अफ 
अटनी" पतन भनुडहोस।् (एउटै घरपररवार लागू भएमा पावर अफ अटनी 

↓स्वाममत्वको घर（तनमाडण तलामा ） ↓भार्ाको घर（ घर・अपाटडमेन्ट ）

↓स्टोर
कायाडलय ↓कारखाना 

↓अरू

घर →

गैर आवासीय घर→
परुा नाम↓ सम्बन्ध ↓उमेर

マンション・アパート名及び部屋番号↓

(गन्तव्य ठेगाना) मिजुओका िहरको मयेर

आवेिकको नाम→ जन्म ममतत↓

आवेिन सखं्या →



（署名または記名押印）

※代筆者氏名

代理人住所
（住民票の住所）

〒

代理人による申請の場合は、申請者本人が、以下の 「委任状」 も御記入ください。

委　任　状

　私は、下記の代理人に罹災証明書の交付申請について委任します。

年　　　月　　　日 申請者氏名

申請者との関係 電話番号

フリガナ 生年月日

代理人氏名 明・大・昭・平 年　　　月　　　日

यदि आवेिन एजेन्टद्वारा गररएको हो भने, आवेिक आफैले पतन तनम्न "अटनीको पत्र" भनुडपछड। 

लेटर अफ अटनी

ममतत

म तलको एजेन्टलाई प्रकोप पीडर्त प्रमाणपत्र जारी गनडको लाथग आवेिन दिन 
आवेिकको नाम

(हस्ताक्षर वा स्टाम्प)

एजेन्ट ठेगाना
(तनवासी कार्डको ठेगाना）

एजेन्ट नाम

आवेिक संग सम्बन्ध

जन्म ममतत

फोन नम्बर


