
   Depend on the municipal place, the certificate title may be different 
※市町村により、名称が異なることがあるので注意してください。 

   The certificate must be listing income and earnings in 2020, and tax charge for 2021.   
※令和３年度「市県民税の課税額」と、令和２年の「収入」「所得」」が記載されているもの。 

   People with no income, is also required the certificate. 
※無収入の方も必要です 

Step 2 - Application Sheet 
令和３年度(2021 年度)第二段階申請書 

 

 

Student ID No.                      Step 1 Application No. 

学籍番号                 第一段階申請受付番号           

Faculty/Graduate School 

学部・研究科名                

Date of submission                                       Name 

提 出 日        月    日     氏  名            ＿  

 

  

Application Period： June 7, 2021 – June 18, 2021 
１．受付期間       2021 年 6月 7日～ 2021 年 6月 18日 

  

Acceptance Time：    
２．受付時間       8:45～12:15，13:15～16:45 

 

          No applications will be accepted after the acceptance period for any reason. 

6 月 18 日 16:45 を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受理しません。 

 

Acceptance Place： Student Support Division Financial Support Office (Student Center 1st Floor) 
３．受付場所 学生支援課奨学支援担当係（全学講義棟１号館１Ｆ学生センター内）  

 
Necessary Documents 

４．提出書類  

Taxation Certificate for Fiscal Year 2021 (Certificate of All Matters) ※ -for Applicant- 
① 申請者本人の令和３年度所得･課税証明書

※

   

 

Taxation Certificate for Fiscal Year 2021 (Certificate of All Matters) ※ -for All family members (not 
required for High school students or younger)  

  ② 家族全員の令和３年度所得･課税証明書

※

（就学者・就学前児童を除く同一生計の家族全員分）

   

 

 

 

    Missing documents pointed out in the Step 1 Application 

③ 第一段階申請で指摘のあった不備・不足書類 

 

    Note 

５．注  意  

    Applicable only to students who had submitted the Step 1 Application. 
第二段階申請ができる申請者は第一段階申請をしている申請者のみです。 

  

    If the certificate lists the tax charge only for any reason, income certificate for FY2021 (containing details of 2020) 
must be attached. 

  ※課税証明書に課税額のみ記載される様式だった場合は、所得証明書も併せてご提出ください。 

    If the certificate cannot obtain by the acceptance period, please be sure to inform us in advance. If you do not 

inform us of this, it will be regarded that you did not complete the step 2 application and your application will not be 

reviewed because of inadequate documentation.                     

※課税証明書発行開始日が受付期間以降になる場合には、必ず事前に奨学支援担当係窓口に申し出て

ください。無連絡で期限までに提出のない場合は、不備書類として選考から除外します。 

 

    If the certificate cannot obtain because of special reasons, your cooperation is requested to report the detailed 

reason why it cannot be obtained. (For instance, unspecific reasons such as "not issued" are not adequate.)         

※何か特別な理由により課税証明書が発行されない場合は、申し出てください。その際、理由を詳細

に確認することがあるのでご協力ください。（例えば、単に「発行されなかった」では理由としては

不十分になります。 

綴込⑨ 

様式 9 




