
この度のご親族のご不幸、謹んでお悔やみ申し上げます。

このガイドブックでは、死亡に伴う各種手続きを総合的にご案内します。

亡くなられた方の保険や市税、福祉の状況等によって

手続きが異なります。手続きチェックリストでご確認ください。

担当窓口マップも掲載していますので、ご活用ください。

倉吉市 令和２年10月改訂

開庁時間 平日８：３０～１７：１５

倉吉市おくやみ

ガイドブック
（死亡に伴う手続きのご案内）
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手続き窓口 受付票

①窓口に来られた方についてご記入ください。

②相続人の方についてご記入ください。※①と異なる場合

③亡くなられた方についてご記入ください

来庁日 令和 年 月 日

住所

〒

フリガナ

生年月日

明治・大正・昭和・平成・令和

年 月 日氏名

電話番号
亡くなった方

との続柄

住所

〒

フリガナ

生年月日

明治・大正・昭和・平成・令和

年 月 日氏名

電話番号
亡くなった方

との続柄

住所

〒

倉吉市

フリガナ

生年月日

明治・大正・昭和・平成・令和

年 月 日氏名

死亡日 令和 年 月 日 年齢 歳
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手続きにお持ちいただくもの
お越しの際には、下記のものをお持ちください。

各手続き別の必要なものについては、５ページ以降に掲載していますのでご確認ください。

ご遺族の方のもの

□印章（相続人・喪主）

□マイナンバーカード（お持ちの方）

□来庁される方の本人確認書類
・写真付きのものの場合は１点 ※運転免許証、パスポート など
・写真付きのものがない場合は２点 ※被保険者証、年金手帳 など

□預貯金通帳（相続人・喪主）

□亡くなられた方名義の預貯金通帳から各種税等を口座振替されている場合、
新たに口座振替する預貯金通帳

亡くなられた方のもの

□マイナンバーカード（お持ちの方）

□国民年金手帳、国民年金証書

□国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証

□介護保険被保険者証

□身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳

□特別医療費受給資格証

□その他、市役所から交付された証書類
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手続きチェックリスト

◎は早急に手続きが必要です。該当の方は必ず期限内にお手続きください。

亡くなられた方について ✔ 必要な手続き
参照

ページ
担当課

新聞およびＮＣＮおくやみ欄

に掲載を希望する

・掲載希望の有無の確認
p.5

市民課
マイナンバーカードを保有し

ている

・マイナンバーカードの返却
p.5

国民健康保険に加入している、

もしくは加入している方がい

る世帯の世帯主

・国民健康保険被保険者証の返還

・葬祭費の支給申請

・相続人代表者指定届出書の提出

（世帯主が亡くなった場合のみ）

p.5

保険年金課

後期高齢者医療に加入してい

る

・後期高齢者医療被保険者証の返還

・葬祭費の支給申請

・申立・誓約書の提出（相続人代表者の指

定）

p.5

特別医療の助成を受けている ・特別医療費受給資格証の返還 p.5

国民年金を受給している ・未支給年金の請求

・死亡届 p.6

身体障害者手帳・療育手帳・精

神障害者保健福祉手帳を持っ

ている

・手帳の返還

p.6

福祉課

特別障害者手当・障害児福祉手

当を受給している

20 歳以上：特別障害者手当

20歳未満：障害児福祉手当

◎死亡届

◎未支払手当の請求
p.7

タクシーチケットを受給して

いる

・資格喪失の届出
p.7

児童手当の受給者、もしくは支

給対象児童である

（受給者の場合）

◎未支払手当の請求

◎新しい受給者の認定請求

（支給対象児童の場合）

・資格消滅または額改定の届出

p.7

子ども家庭

課

児童扶養手当の受給者、もしく

は支給対象児童である

（受給者の場合）

◎児童扶養手当受給者死亡届

◎未支払手当の請求

（支給対象児童の場合）

・資格喪失または額改定の届出

p.7

特別児童扶養手当の受給者、も

しくは支給対象児童である

（受給者の場合）

◎未支払手当の請求

◎特別児童扶養手当受給者死亡届

（支給対象児童の場合）

・資格喪失または額改定の届出

p.8

保育所・認定こども園に入所し

ている児童の世帯員である

・支給認定の変更
p.8
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※手続きが必要かわからない場合は、各担当課へお問い合わせください。

65歳以上の方または65歳未満

の方で要介護認定を受けてい

る

・介護保険証類の返還

p.8

長寿社会課

高額介護サービス費等を受給

している

・高額介護サービス費等の申請
p.8

原動機付自転車・小型特殊自動

車を所有している

◎軽自動車等の名義変更または廃車の申

告
p.8

税務課
個人住民税が課税になってい
る

・相続人代表者の指定
p.8

固定資産を所有している（納税

管理人を含む）

・相続人代表者の指定
p.9

犬を飼っている ・犬の所有者の変更 p.9

環境課浄化槽管理者である ・浄化槽管理者の変更または休止または

廃止の手続き
p.9

交通災害共済に加入し、交通事

故により死亡した

・交通災害見舞金の請求
p.9 地域づくり支援課

森林の土地を所有している ・相続人の届出 p.9 農林課

農地を所有している ・相続人の届出 p.9
農業委員会

農業経営者である ・農業経営者の名義人変更 p.10

上水道（下水道）の使用者名義

人である

振替口座名義人である

・名義人の変更または使用中止の手続き

・支払い方法の変更 p.10

上下水道局

下水道事業受益者負担金納付

中または猶予中である

◎受益者の変更
p.10

市営住宅または市が管理して

いる県営住宅に入居している

（入居者（契約者）が死亡した場合）

・承継または退居の手続き

（同居者が死亡した場合）

・同居者異動の手続き

p.10

建築住宅課

住んでいた住宅を今後利用す

る予定がない

・空き家情報の登録
p.10

市有地を借りている ・承継または返還の手続き p.10

財政課
新町市営駐車場を使用してい

る

振替口座名義人である

・承継または中止の手続き

・支払い方法の変更 p.10

防災行政無線の戸別受信機が

ある

・返却または承継の手続き
p.11 防災安全課

図書館利用者カードを持って

いる

・図書館利用者カードの返還
p.11

図書館
図書館から借りている本があ

る

・図書館貸出本の返却
p.11
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市役所での手続き

国民健康保険
担当窓口 保険年金課 ☎ 22-8124 第２庁舎1階

手続き 持ち物 期限

国民健康保険被保険者証の返還

・故人の国民健康保険被保険者証

・（世帯主が亡くなった場合）

世帯全員分の国民健康保険被保険者証

速やかに

葬祭費の支給申請
・葬祭執行者(喪主)名義の預貯金通帳

・葬祭執行者の認印

葬祭日の翌日から2

年

相続人代表者指定届出書の提出

※世帯主が亡くなった場合のみ

・相続人代表者名義の預貯金通帳

・相続人代表者の認印
速やかに

後期高齢者医療
担当窓口 保険年金課 ☎ 22-8124 第２庁舎1階

手続き 持ち物 期限

後期高齢者医療被保険者証の返還 ・故人の後期高齢者医療被保険者証 速やかに

葬祭費の支給申請
・葬祭執行者(喪主)名義の預貯金通帳

・葬祭執行者の認印

葬祭日の翌日から2

年

申立・誓約書の提出

（相続人代表者の指定）

・相続人代表者名義の預貯金通帳

・相続人代表者の認印
速やかに

特別医療
担当窓口 保険年金課 ☎ 22-8151 第２庁舎1階

手続き 持ち物 期限

特別医療費受給資格証の返還 ・故人の特別医療費受給資格証 速やかに

おくやみ欄の掲載
受付窓口 市民課 ☎ 22-8155 第２庁舎1階 担当窓口 企画課 ☎ 22-8161 本庁舎 4階

手続き 持ち物 期限

新聞及びＮＣＮおくやみ欄

掲載希望有無の確認
・なし

掲載を希望される方は

速やかに

マイナンバーカードの返却
担当窓口 市民課 ☎ 22-8155 第２庁舎1階

手続き 持ち物 期限

マイナンバーカードの返却 ・故人のマイナンバーカード 速やかに
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国民年金
担当窓口 保険年金課 ☎ 22-8124 第２庁舎1階

故人の年金受給状況等により、手続きの内容や必要な書類、受付窓口（市役所、年金事務所、共済組合等）

が異なります。このため、「国民年金・厚生年金の手続きについて（お知らせ）」をご用意し、ご遺族の方へ個

別にご案内します。

宿日直で死亡の届出をされた場合など、「国民年金・厚生年金の手続きについて（お知らせ）」を受け取って

おられない方は、お問い合わせください。

手続き 持ち物 期限

未支給年金の請求及び死亡届

・故人の年金証書

・故人と請求者の続柄が確認できる書類 ※1

・故人の住民票(除票)：省略できる場合があり

ます(注)

・請求者の世帯全員の住民票：省略できる場合

があります(注)

・死亡診断書のコピー

・生計同一関係に関する申立書 ※2

・請求者の認印

・請求者名義の預貯金通帳

・請求者のマイナンバーを確認できる書類

※1 戸籍の全部事項証明（戸籍謄本）または法定

相続情報一覧図の写し

※2 故人と請求者の住所が異なる場合のみ必要

(注) ｢故人の住民票（除票）｣と｢請求者の世帯全

員の住民票｣は、省略できる場合があります。詳し

くは「国民年金・厚生年金の手続きについて（お

知らせ）」をご覧ください。

死亡日から５年

このほか一定の要件に該当する方には、その他の遺族給付（遺族基礎年金、遺族厚

生年金、寡婦年金、死亡一時金）についても個別にご案内します。

遺族給付

（死亡一時金を除く）

【時効の期間】5年

【起算日】死亡日の翌日

死亡一時金

【時効の期間】2年

【起算日】死亡日の翌日

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の返還
担当窓口 福祉課 ☎ 22-8118 第２庁舎1階

手続き 持ち物 期限

身体障害者手帳の返還
・故人の身体障害者手帳

・届出者の印章
速やかに

療育手帳の返還
・故人の療育手帳

・届出者の印章
速やかに

精神障害者保健福祉手帳の返還
・故人の精神障害者保健福祉手帳

・届出者の印章
速やかに
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特別障害者手当・障害児福祉手当
担当窓口 福祉課 ☎ 22-8118 第２庁舎1階

手続き 持ち物 期限

死亡届・未支払手当の請求
・相続人名義の預貯金通帳の写し

・相続人の印章（認め可）
死亡日から14日以内

タクシーチケット
担当窓口 福祉課 ☎ 22-8118 第２庁舎1階

手続き 持ち物 期限

重度障がい者タクシー料金助成

資格喪失届
・未使用のタクシーチケット 速やかに

児童手当
担当窓口 子ども家庭課 ☎ 22-8100 第２庁舎 2階

手続き 持ち物 期限

未支払手当の請求

※受給者が亡くなった場合

・支給対象児童名義の通帳

またはキャッシュカードの写し

・申請者の印章（認め可）

死亡日の翌日から

15日以内

認定請求

※受給者が亡くなった場合

・配偶者または養育者の通帳

またはキャッシュカードの写し

・配偶者または養育者の健康保険証

・配偶者または養育者の

マイナンバーの確認できる書類

・申請者の印章（認め可）

死亡日の翌日から

15日以内

資格消滅または額の改定

※支給対象児童が亡くなった場合
・受給者の印章（認め可） 速やかに

児童扶養手当
担当窓口 子ども家庭課 ☎ 22-8220 第２庁舎 2階

手続き 持ち物 期限

受給者死亡届・未支払手当の請求

※受給者が亡くなった場合

・故人の児童扶養手当証書

・支給対象児童名義の預貯金通帳の写し

・印章

死亡日の翌日から

15日以内

認定請求

※受給者が亡くなった場合

・必要な書類は世帯の状況により異なるため、

担当窓口までご確認ください。

死亡日の翌日から

15日以内

資格喪失または額の改定

※支給対象児童が亡くなった場合

・児童扶養手当証書

・受給者の印章
速やかに
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特別児童扶養手当
担当窓口 子ども家庭課 ☎ 22-8220 第２庁舎 2階

手続き 持ち物 期限

受給者死亡届・未支払手当の請求

※受給者が亡くなった場合

・故人の特別児童扶養手当証書

・支給対象児童名義の預貯金通帳の写し

・印章

死亡日の翌日から

15日以内

認定請求

※受給者が亡くなった場合

・必要な書類は世帯の状況により異なるため、

詳しくは担当窓口までご確認ください。

死亡日の翌日から

15日以内

資格喪失または額の改定

※支給対象児童が亡くなった場合

・特別児童扶養手当証書

・受給者の印章
速やかに

保育所・認定こども園
担当窓口 子ども家庭課 ☎ 22-8100 第２庁舎 2階

手続き 持ち物 期限

支給認定の変更 ・保護者の印章（認め可） 速やかに

保育料振替口座の廃止・変更 ・なし 速やかに

介護保険
担当窓口 長寿社会課 ☎ 22-7851 第２庁舎2階

手続き 持ち物 期限

介護保険証類の返還
・故人の介護保険証、負担割合証、限度額認定

証等
なし

高額介護サービス費等
担当窓口 長寿社会課 ☎ 22-7851 第２庁舎2階

手続き 持ち物 期限

高額介護サービス費等の申請

・相続人代表者名義の振込先口座番号のわかる

もの

・利用した介護サービスに係る領収書写し

※委任状や同意書が必要な場合があるため、担

当窓口までご確認ください。

・印章（認め可）

約２年

軽自動車税
担当窓口 税務課 ☎ 22-8115 第２庁舎2階

手続き 持ち物 期限

軽自動車税変更・廃車申告

※原動機付自転車・

小型特殊自動車のみ

・故人の標識交付証明書

・廃車の場合は「倉吉市」「関金町」のナンバー

プレート

・申請者の印章

死亡日から15日以内

市県民税
担当窓口 税務課 ☎ 22-8115 第２庁舎2階

手続き 持ち物 期限

相続人代表者の指定届出 ・相続人代表者の印章 速やかに
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犬の所有者変更
担当窓口 環境課 ☎ 22-8168 第２庁舎2階

手続き 持ち物 期限

犬の所有者変更 ・なし
新しい所有者が犬を取

得した日から 30 日以

内

浄化槽管理者変更
担当窓口 環境課 ☎ 22-8168 第２庁舎2階

手続き 持ち物 期限

浄化槽管理者変更

または使用休止

または使用廃止の手続き

・印章（認め可） 死亡日から30日以内

交通災害共済見舞金
担当窓口 地域づくり支援課 ☎ 22-8159 第２庁舎 3階

手続き 持ち物 期限

見舞金の請求

・交通災害共済見舞金請求用所定様式

・死亡診断書（写し可）

・故人の戸籍謄本（写し可）

・交通事故証明書（写し可）

・故人の交通災害共済加入者証

・請求者の通帳

・請求者の印章

事故発生から１年以内

森林の土地所有者の変更
担当窓口 農林課 ☎ 22-8157 第２庁舎3階

手続き 持ち物 期限

森林土地所有者届

・森林の土地の位置を示す図面（任意の図面に

大まかな位置を記入）

・登記事項証明書など権利を取得したことが分

かる書類（写し可）

・新たな所有者の印章

所有者となった日から

９０日以内

農地の相続
担当窓口 農業委員会 ☎ 22-8171 第２庁舎3階

手続き 持ち物 期限

農地の相続をした場合の届出書
・農地の相続登記完了証の写し

・農地を相続された方の印章
農地の相続登記完了後

固定資産税
担当窓口 税務課 ☎ 22-8114 第２庁舎 2階

手続き 持ち物 期限

相続人代表者の指定届出 ・相続人代表者の印章

相続する財産があるこ

とを知った日の翌日か

ら３月以内
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農業経営者名義の変更
担当窓口 農業委員会 ☎ 22-8171 第２庁舎3階

手続き 持ち物 期限

農業経営者名義変更届 ・名義変更届出をされる方の印章 速やかに

上下水道
担当窓口 上下水道局 ☎ 27-1132 本庁舎２階

手続き 持ち物 期限

使用者名義人の変更

または使用中止の手続き
・なし 速やかに

支払い方法変更等の手続き

※振替口座名義人が

亡くなった場合

・なし 速やかに

下水道事業受益者負担金

受益者の変更
・印章（認め可） 速やかに

市営住宅・市が管理している県営住宅
担当窓口 建築住宅課 ☎ 22-8175 本庁舎 3階

手続き 持ち物 期限

退居または入居継承の手続き

※入居者（契約者）が

死亡した場合

・戸籍（入居者と相続人の関係がわかるもの）

・印章（認め可）
速やかに

同居者異動の手続き

※同居者が死亡した場合
・印章（認め可） 速やかに

空き家情報の登録
担当窓口 建築住宅課 ☎ 22-8175 本庁舎 3階

手続き 持ち物 期限

空き家情報の登録 ・空き家となる建築物の位置のわかるもの なし

市有地
担当窓口 財政課 ☎ 22-8163 本庁舎 4階

手続き 持ち物 期限

契約承継届出書又は返還届
・戸籍（故人と相続人の関係がわかるもの）

・印章（認め可）
速やかに

新町駐車場
担当窓口 財政課 ☎ 22-8163 本庁舎 4階

手続き 持ち物 期限

許可取消届
・戸籍（故人と相続人の関係がわかるもの）

・印章（認め可）
速やかに

支払い方法変更

※振替口座名義人が

亡くなった場合

・なし 速やかに
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図書館利用者カードの返還
担当窓口 倉吉市立図書館 ☎ 47-1183 倉吉交流プラザ 1階

手続き 持ち物 期限

図書館利用者カード返還 ・故人の図書館利用者カード 速やかに

図書館貸出本の返却
担当窓口 倉吉市立図書館 ☎ 47-1183 倉吉交流プラザ 1階

手続き 持ち物 期限

貸出本の返却 ・故人が図書館から借りていた本 速やかに

防災行政無線の戸別受信機
担当窓口 防災安全課 ☎ 22-8162 本庁舎 4階

手続き 持ち物 期限

返却または承継の手続き

※世帯主が亡くなった場合

※単身世帯の方が亡くなった場合

・戸別受信機及びACアダプター
速やかに

※複数世帯の方が亡くなった場合

・印章（認め可）
速やかに
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担当窓口マップ
が各お手続きの担当窓口です。

お手続きに関する総合案内は第２庁舎１階にある総合案内で受け付けます。

第２庁舎

〈その他の施設〉

倉吉市立図書館

駄経寺町・倉吉交流プラザ内

２ 階

３ 階

本庁舎

４ 階

３ 階

２ 階

エレベーター階段

授乳室

男性用トイレ 女性用トイレ

多目的トイレ

１ 階

総合案内
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市役所以外での手続き

手続き内容 主な手続き 問い合わせ先

電気・ガス料金等 名義変更・解約 各契約会社

郵便物 郵便局

預貯金口座等 口座凍結の解除 各金融機関 等

クレジットカード 解約 各契約会社

生命保険等
死亡保険金の請求

入院給付金の請求 等
各契約会社

固定電話・携帯電話 契約承継・解約 各契約会社

インターネット 名義変更・解約 各契約会社

NHK受診料 名義変更・解約
フリーダイヤル 0120-151515

有料ダイヤル 050-3786-5003

ケーブルテレビ 名義変更・解約 各契約会社

在留カード 返納 法務省入国管理局

土地・建物 相続登記 等
司法書士

法務局（倉吉支局）0858-22-4108


