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故人について当てはまる情報に✓点をつけてください。

✓点がついた項目は、該当ページで確認してください。
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ご親族のご逝去に心からお悔やみ申し上げます。

上尾市では、ご遺族の方が届出等をしなければならない役所関係の手続きと、

一般的な役所以外の手続きについて、パンフレットを作成いたしました。

ご不明な点がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。

このパンフレットが、ご遺族の皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

上尾市役所　０４８－７７５－５１１１（代表）

チェックシート（葬儀当日までに準備すること）.....................................................

フロアマップ......................................................................................................................................

ご遺族の 1年間の手続き..........................................................................................................

1.. 死亡届について........................................................................................................................

2.. 障害福祉の手続きについて.............................................................................................

3.. 年金の手続きについて........................................................................................................

4.. 介護保険について...................................................................................................................

5.. 上尾市国民健康保険・後期高齢者医療制度について..................................
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〇葬儀・法要の連絡・調整
〇通夜・葬儀・告別式
〇初七日
〇四十九日
〇納骨

〇一周忌

〇所得税の準確定申告

〇相続税の申告

〇死亡届等
〇健康保険・世帯主変更
〇年金関係の手続
〇公共料金等の手続（23ページ参照）

〇遺言調査・遺言書の検認
〇相続人調査
〇相続財産調査
〇相続放棄・限定承認

〇遺産分割協議（21ページ参照）

〇払戻・解約・名義変更等

〇遺留分侵害額請求

葬儀・法要 届出・手続 税　金

３
カ
月
以
内

４
カ
月
以
内

10
カ
月
以
内

一
年
以
内

（22ページ参照）

（
21
ペ
ー
ジ
参
照
）

（22ページ参照）

ご遺族の 1年間の手続きフロアマップ

高齢介護課⑥高齢介護課⑥生活支援課⑤生活支援課⑤
障害福祉課④障害福祉課④

福祉総務課③福祉総務課③

市民税課②市民税課②
納税課①納税課①

資産税課⑦資産税課⑦

保健室保健室
職員
図書室
職員
図書室

和室和室相談室相談室

相談室相談室

出納室②出納室②

保険年金課
⑩～⑬
保険年金課
⑩～⑬

市民ホール市民ホール

キャッシュ
コーナー
キャッシュ
コーナー

会議室
101
会議室
101

会議室
102
会議室
102

市役所
ギャラリー
市役所

ギャラリー

軽喫茶室軽喫茶室

守衛室守衛室

指定金融機関①指定金融機関①

市民課④～⑧市民課④～⑧

証明書発行
センター⑨
証明書発行
センター⑨

パスポートセンター③パスポートセンター③

売店売店

授乳室授乳室

情報公開
コーナー
情報公開
コーナー

マイナンバーマイナンバー

1階

2階 上尾市で必要な手続きについては次のページから、窓口とあわせて掲載していますので、ぜひそちらもご確認ください。

大切な方を喪い大変な時期かとは思いますが、ゆっくりでも、必要な手続きを済ませられる一助となれば幸いです。

〈次ページ～〉必要な手続きの詳細について
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1. 死亡届について 7日以内

届出人が死亡の事実を知った日から７日以内に届出をしてください。
戸籍に死亡の記載がされるまで日数がかかります。

戸籍に死亡の記載がされるまでにおおよそ以下の日数がかかります (土・日曜日、
祝日を除く )
　・本籍地に届出をした場合　　→おおむね　7日
　・本籍地以外に届出をした場合→おおむね10日～ 14日

※大型連休中に届出をされた場合、上記より日数がかかります。
※.相続等の手続きには、相続人の確定のため亡くなられた方の出生から死亡までの連
続した戸籍証明書（戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍）が必要となる場合があります。

死亡者の本籍地、届出人の住所地、亡くなられた場所のいずれかの市区町村役所・役場

死亡届を受理した際にお渡しします。予約された火葬場名をお知らせください。

死亡届が提出されると届出を受理した役所から、本籍地及び住民登録地に死亡の
通知が送付されますので、住民票について特別な届出は必要ありません。
ただし、世帯主が亡くなられ、同世帯に15歳以上の方（故人を含めない）が2人
以上いる場合は、世帯主変更の手続きが必要となります。

.・届出される方……亡くなられた方と同世帯の方

.・必要なもの………届出人の本人確認書類

　※.その他、各種カード（マイナンバーカード、住民基本台帳カード、印鑑登録証
（カード）等）の返還については必須ではありません。

　　相続手続き等でマイナンバーが必要となることがあります。

・親族
・同居者
・死亡地の家主・地主・家屋または土地の管理人
・後見人・保佐人・補助人及び任意後見受任者
（登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要です）
（任意後見受任者が届出をする場合、登記事項証明書または任意後見契約に係る
公正証書の謄本が必要です）
（死後事務委任契約の受任者は届出人にはなれません）

・死亡届（右半面の死亡診断書に、医師による証明のあるものの原本）１通

【平日（8:30～17 :00）】
　市役所本庁舎1階市民課4番窓口
【夜間及び休日】
　市役所本庁舎１階東側夜間休日窓口
なお、夜間休日窓口で届出をお預かりした場合、翌開庁日以降に添付書類の確認
等で来庁をお願いすることがあります。
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死亡届

死亡の記載をされた戸籍謄本等の発行

届出地

火葬許可証

世帯主変更届

届出人

必要なもの

上尾市に届出を提出する場合は
死亡届については、市民課　戸籍担当（1階 4番窓口）

電話番号　０４８－７７５－５１２９
世帯主変更届については、市民課　記録担当（１階６番窓口）

電話番号　０４８－７８２－８７９０

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。



1.. 申請者が相続人であることが分かる戸籍が必要です。本籍地にお問い合わせ
ください。

　※.上尾市に本籍があり、相続人であることが分かれば不要です。
..例 1).亡くなった父の住民票除票等を子が申請する場合
　　・自身の戸籍
..例 2).亡くなった人の住民票除票等を兄弟が申請する場合
　　・亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍
　　・亡くなった人の両親の戸籍　
　　・自身の戸籍　
　※.その他、様々なケースがありますのでお問い合わせください。
2.. 亡くなられた人の個人番号入りの住民票、印鑑証明書は、発行することがで
きません。

3.. 証明書発行センターまたは各支所・出張所の窓口で（1）、（2）の書類をご持参いた
だき申請してください。なお、代理人に依頼する場合は委任状が必要となります。

(1).本人確認書類

1点でよいもの

運転免許証

運転経歴証明書（平成24年 4月 1日以降に交付されたもの）

パスポート

住民基本台帳カード（顔写真付き）

マイナンバーカード（個人番号カード）

在留カード

特別永住者証明書

その他官公署が発行した、顔写真付きの免許証・許可証・資格証又は身分証明書など

証明書発行センター（１階９番窓口）
電話番号　０４８－７８３－４９４０

ホームページ https://www.city.ageo.lg.jp/soshiki.s54800/

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

2点以上必要なもの.
（Aの書類を2点、もしくはAの種類を1点+Bか Cの書類を1点.
※戸籍関係の証明書には、Cの書類は使用できません）

A

健康保険証

介護保険証

後期高齢者医療被保険者証

年金手帳

年金証書

住民基本台帳カード（顔写真なし）　など

B 法人が発行した身分証、学生証（顔写真のあるもの）

C

銀行の預金通帳、キャッシュカード

クレジットカード

病院の診察券など

(2).申請者が相続人であることが分かる戸籍
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亡くなられた方の住民票除票、戸籍.( 戸籍 ( 除籍 ) 謄本・原戸籍 )、戸籍の附票、
税証明書等.( 以下住民票除票等 )の請求について



2. 障害福祉の手続きについて 3. 年金の手続きについて

4. 介護保険について

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が
亡くなられたときは、返還手続きを行っていただく必要があります。
その他、亡くなられた方が、障害福祉サービスを利用していた場合、障害者を対
象とした医療費や手当を受給されていた場合は、下記の手続きを速やかに行って
いただきますようお願いいたします。

年金受給者死亡届や未支給年金の請求等の手続きが必要になることがあります。

死亡後の手続きが必要になることがあります。
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保険年金課　年金担当（１階１３番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１３７

大宮年金事務所
電話番号　０４８－６５２－３３９９

障害福祉課（２階４番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１２２（地域支援担当）

　　　　　　　　　０４８－７７５－５１２３（障害者医療・手当担当）
　　　０４８－７７５－５３１５（管理担当）

高齢介護課　保険料担当（２階６番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１２７

上尾市の介護保険の被保険者（65歳以上の方等）が亡くなられたときは、介護
保険被保険者証等をご返却ください。また、介護保険料の精算の手続き等が必
要な場合がありますので、相続権のある方の印鑑、口座番号のわかるもの（通
帳等）をお持ちください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

厚生年金、共済年金にご加入中の方や年金受給中の方は、
下記または各共済組合にお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

手続きが必要な場合 手続き内容 手続きに必要なもの

身体障害者手帳を所有していた・
療育手帳を所有していた方

手帳の返還手続き

身体障害者手帳または療育手帳　
亡くなられた方のマイナンバーがわかるもの※

※マイナンバーカードや通知カード等。住民票の除票に
は亡くなられた方のマイナンバーは記載できません。
マイナンバーがわかるものが無い場合はご相談ください。

特別障害者手当・障害児福祉手
当・経過的措置による福祉手当ま
たは重度心身障害福祉手当・特
別児童扶養手当を受給していた

手当の喪失手続き 相続人の金融機関振込先口座がわかるもの
（通帳など）

自動車燃料費の補助を受けていた
受給資格の喪失及び相続人の
登録手続き

相続人の金融機関振込先口座がわかるもの
（通帳など）

タクシー券の補助を受けていた 受給資格の喪失手続き タクシー券　

重度心身障害の医療費助成を受け
ていた

受給資格の喪失及び相続人の
登録手続き

重度心身障害者医療費受給資格証
相続人の金融機関振込先口座がわかるもの
（通帳など）

精神障害者保健福祉手帳を所有し
ていた

手帳の返還手続き 精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療 (精神通院医療 )の
受給者証を所有していた

受給者証の返還手続き 自立支援医療 (精神通院医療 )受給者証

自立支援医療 (更生医療 )の受給
者証を所有していた

受給者証の返還手続き 自立支援医療 (更生医療 )受給者証

障害福祉サービスを利用していた 受給者証の返還手続き

該当する各種サービス受給者証　
障害福祉サービス受給者証　
地域生活支援事業受給者証
障害児 (者 )生活サポート事業登録利用者票

◇.年金受給者が死亡したとき

◇.国民年金に加入中の方 (国民年金第１号被保険者の方 ).が死亡したとき
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18 歳以下のお子様を養育されている方が亡くなられたとき、18歳以下の児童
が亡くなられたときには下記の手続きが必要な場合があります。該当の有無につ
いて、お早めに下記担当へお問い合わせください。

亡くなられた方に保育園や幼稚園等に在園中の児童がいる場合は、ケースにより
必要な手続きが異なりますので、下記担当へお問い合わせください。

5. 上尾市国民健康保険・後期高齢者医療制度について 6. 亡くなられた方に児童がいる場合又は児童が亡くなられた場合

「上尾市の国民健康保険に加入していた方」及び「後期高齢者医療保険制度に加
入し、埼玉県広域連合から被保険者証の交付を受けていた方」が亡くなられたと
きは、被保険者証等をご返却ください。また、保険料・税の精算の手続き等が
必要な場合がありますので、来庁する人の本人確認書類と印鑑をお持ちください。

国民健康保険加入者は、保険年金課　資格・課税担当（１階１１番窓口）
電話番号　０４８－７８２－６４７１

後期高齢者医療保険加入者は、保険年金課　高齢者医療担当（１階１２番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１２５

国民健康保険加入者は、保険年金課　給付担当（１階１１番窓口）
電話番号　０４８－７８２－６４８１

後期高齢者医療保険加入者は、保険年金課　高齢者医療担当（１階１２番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１２５ 保育課（５階）

電話番号　０４８－７７５－５１２１

子ども支援課（５階）
電話番号　０４８－７７５－６８１９
　　　　　０４８－７７５－５１２０

「上尾市の国民健康保険に加入していた方」及び「後期高齢者医療保険制度に加
入し、埼玉県広域連合から被保険者証の交付を受けていた方」が亡くなられたと
きは、葬祭を行った方に対して 50,000 円が支給されます。申請には以下の書
類が必要となります。

１．亡くなった方の保険証（既に返還された場合は不要です。）
２．.葬祭を行ったこと及び葬祭を行った方が確認できるもの（会葬礼状または葬
祭費用の領収書等）

３．申請者（葬祭を行った方）の振込先口座がわかるもの（預金通帳等）
※葬祭を行った日の翌日から２年以内に申請してください。（請求権の時効）

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

◇.葬祭費の支給

◇.被保険者証の返却等

手続き 手続きに必要なもの 期間

児童手当の受給者が亡くなられた

新たに監護する方の健康保険証、通帳、マイナン
バーがわかるもの※

本人確認書類
※マイナンバーカードや通知カード等。住民票の除票には亡くなられ
た方のマイナンバーは記載できません。マイナンバーがわかるもの
が無い場合はご相談ください。

15日以内

児童手当対象の児童が亡くなられた 届出人の本人確認書類

こども医療費の受給者（保護者）が亡
くなられた

こども医療費受給資格証、届出人の本人確認書類、
新たに受給者となる方の通帳、児童の健康保険証

こども医療費対象の児童が亡くなら
れた こども医療費受給資格証

児童扶養手当の受給者が亡くなられた 受給者により必要なものが異なります。お電話で
お問い合わせください。

児童扶養手当支給対象児童が亡くなら
れた 証書、受給者の本人確認書類

ひとり親家庭等医療費の受給者（保
護者）が亡くなられた

受給者により必要なものが異なります。お電話で
お問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費対象の児童が
亡くなられた ひとり親家庭等医療費受給者証

１８歳以下の児童を養育されている
方が亡くなられた

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費を受けられ
る可能性がありますので、お電話でお問い合わせ
ください。

15日以内
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7. 税の手続きについて

住民税が課税される基準日は１月１日現在となっています。したがって、１月２
日以降に亡くなられた方で、前年中に一定額以上の所得があった場合は、住民税
が課税され相続人に納税義務が継承されます。その場合、相続人指定届出書の提
出が必要な場合があります。
また、所得税の準確定申告・相続税の申告が必要になる場合があります。

オートバイ・軽自動車等を所有している方が亡くなられた場合、名義変更や廃車
の手続きが必要です。詳しくは、下記にお問い合わせください。

亡くなられた方の市税および国民健康保険税の納税がすんでいない場合は、下記
の手続きが必要な場合があります。

市内に固定資産を所有する方が亡くなられた場合、相続人に納税義務を承継して
いただくことになります（地方税法第９条）。亡くなられた方がおひとりで所有さ
れていた固定資産がある場合は、相続人代表者指定届出書兼現所有者申告書の提
出が必要です。共有の固定資産の場合は、届出が不要な場合もあります。
また、相続登記は法務局での手続きが必要です。

上尾税務署
電話番号　０４８－７７０－１８００

さいたま地方法務局上尾出張所
電話番号　０４８－７７１－０２３９

市民税課　住民税普通徴収担当（２階２番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１３１

市民税課　諸税担当（2階2番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１３０

関東運輸局埼玉運輸支局
電話番号　０５０－５５４０－２０２６

軽自動車検査協会埼玉事務所
電話番号　０５０－３８１６－３１１０

納税課（２階１番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１９４

資産税課（２階７番窓口）
電話番号　０４８－７７５－５１３３
　　　　　０４８－７７５－５１３４

所得税・相続税についてのお問い合わせ

相続登記についてのお問い合わせ

住民税についてのお問い合わせ

原付（125cc 以下）・小型特殊自動車・ミニカー

125cc を超えるオートバイ

三輪・四輪の軽自動車

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

◇.固定資産税・都市計画税

◇.市民税・県民税（住民税） ◇.軽自動車税

◇.市税・国民健康保険税の納税がすんでいない

手続きが必要な場合 手続き内容 手続きの必要なもの

市税・国民健康保険税の納税
がすんでいない

納付方法の相談
納付状況の確認

来庁者の本人確認書類、亡くなられた方
との関係がわかるもの (戸籍謄本など )
ケースにより必要なものが異なります。
お電話等でお問い合わせください。

市税・国民健康保険税を口座
振替により納税していた 納付方法の変更 新たに申込みされる方の預貯金通帳、

通帳届出印、キャッシュカード　
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8. その他の手続きについて

農業委員会事務局（５階）
電話番号　０４８－７７５－９６９４

業務課
電話番号　０４８－７７５－５１６１

生活環境課（５階）
電話番号　０４８－７７５－６９４０

西貝塚環境センター　
電話番号　０４８－７８１－９１４１

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

農地法第３条の３第１項の規定による届出が必要です。手続きの詳細については、
農業委員会事務局へお問い合わせください。

下記の方が亡くなられたときは、ケースによりお届けに必要な手続きが異なりま
すので、すみやかに業務課へお問い合わせください。
　・水道（下水道）の使用者・所有者、口座名義人
　・井戸水を公共下水道に流している方
　・下水道事業受益者負担金を納付中の方、または猶予中の方
　・水洗便所改造資金貸付金を償還している、または申請中の方

飼い主の変更手続きが必要です。手続きの詳細については、生活環境課へお問い
合わせください。

法律上、遺品整理業者は遺品整理後のごみの運び出しや処分を請け負えません。
ごみの処分は、相続人が行うか、有料になりますが上尾市一般廃棄物収集運搬業
許可業者に依頼（契約）してください。なお、相続人がごみを西貝塚環境センター
に直接持ち込む場合、受付窓口にて「運転免許証など」と共に相続関係がわかる「戸
籍謄本など」、ごみの発生場所がわかる「公共料金の領収書など」の提示が必要と
なります。

浄化槽管理者の変更手続きが必要です。手続きの詳細については、生活環境課へ
お問い合わせください。

利用の取消しが必要です。すみやかに西貝塚環境センターへお問い合わせください。

人数や名義人が変更になった場合は手続きが必要です。手続きの詳細については、
生活環境課へお問い合わせください。

◇.農地の所有者が死亡したとき ◇.水道・下水道　

◇.犬の飼い主が死亡したとき

◇.遺族が亡くなられた方の遺品などを処分するとき◇.浄化槽管理者が死亡したとき

◇.亡くなられた方がふれあい収集を利用していた

◇.し尿汲取り料金の名義人等が死亡したとき



9. お住まいが空き家になってしまった場合
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10. 外国籍の方の届出について

東京出入国在留管理局　さいたま出張所
〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合５－１２－１.さいたま第２法務総合庁舎１Ｆ
電話番号　０４８－８５１－９６７１（9：00～17：00　土・日曜日、祝日を除く）
※新型コロナウイルス感染予防のため当面の間、窓口受付は9：00～15：00まで
とされています。

東京出入国在留管理局　在留管理情報部門　届出受付担当
電話番号　０５７０－０１１－０００

交通防犯課　防犯・空き家対策担当（４階）
電話番号　０４８－７７５－５１３８

〒135-0064
東京都江東区青海２－７－１１東京港湾合同庁舎９階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門　おだいば分室　宛

直接返納先

ご不明な点は、下記までお問合せください。

郵送先

外国籍の方が亡くなられたときは、死亡の日から１４日以内に、当該中長期在留
者又は特別永住者の親族又は同居人に、在留カード又は特別永住者証明書（外国
人登録証明書）を返納していただく必要があります。この場合、必要書類を添付
して東京出入国在留管理局さいたま出張所に直接返納していただくか、郵送をご
希望の場合は下記の【郵送先】（おだいば分室）にお送りください。なお、返納の
際の必要書類は東京出入国在留管理局さいたま出張所へお問い合わせください。

亡くなられた方の配偶者やお子様などご家族が外国籍で、かつ在留資格が「日本
人配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」または「特定活動」の方は、死亡届
から１４日以内に入国管理局への届出が必要な場合があります。
（届出をしないと在留資格を取り消される場合がありますのでご注意ください。）

◇.外国籍の方が亡くなられたとき

◇.亡くなられた方の配偶者やご家族が外国籍の場合

　周辺の生活環境に影響を及ぼさないようご配慮ください。

◇.適切な管理

　空き家となられた場合でも、「相続登記」は確実に行ってください。
　「上尾市空き家バンク」では、中古として流通可能な物件について、ホームペー
ジや広報等へ掲載し、空き家利用希望者とのマッチングを行っておりますので、
ぜひご利用ください。

◇.利活用の検討

　空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は
取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡
所得の金額から.3,000 万円が特別控除されます。
（譲渡日の期限）相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月 31日
までかつ特例の適用期限である2023年 12月 31日までであること。

◇.相続した空き家の譲渡所得に係る特別控除

確認すること（１カ月に１回程度）

雑草・植木 こまめに剪定する。防草シートを設置する。

建物の損傷 瓦のがたつき、外壁・戸袋のはがれ等がないか。

害虫の有無 ハチやチャドクガの駆除。

害獣の有無 ハクビシンやアライグマ、ムクドリ等が住み着かないようにする。

ごみの有無 生活ごみやガスボンベ等は撤去する。不法投棄を防ぐ。

ご不明な点は、下記までお問合せください。



死亡退職届の提出

備考

故人が働いていた勤務先に提出する必要があり
ます。

期日項目

社員証等
（身分証明書）の返却

健康保険被保険者証やその他、勤務先から貸
与を受けていたものがある場合は返却してくださ
い。

すみやかに

国民健康保険等への加入
被扶養者だった場合は、同時に資格を喪失しま
すので、資格喪失後は他の医療保険制度へ加
入する必要があります。

預貯金口座の確認とともに勤務先に直接ご確
認下さい。

埋葬料の請求
協会けんぽ及び勤務先が加盟している保険組
合等で、埋葬料の請求が可能です。

2年以内

遺族厚生年金の請求
厚生年金、共済年金にご加入中の方は、お近く
の年金事務所または共済組合にお問い合わせく
ださい。

5年以内

最終給与、
退職金等の請求

改葬・墓じまいの手続きについて

1新しい改葬先を確保
改葬先の管理者から下記の書類を発行してもらいます。
　・受入証明書　・永代使用許可書

2改装許可申請書の準備
現在埋葬されている墓地の管理者から、改葬許可申請書に署
名、捺印をしてもらいます。

3改葬許可書の受け取り
永代供養や納骨堂に遺骨を移す際に必要な手続きです。

必要書類 ・改葬許可申請書・受入証明書
提出先(受取先)　墓地のある市区町村に提出し、改葬の申請を
　　　　　　　　行って改葬許可書を受け取ります。

※提出書類については、市区町村により異なる場合がありま
すので、お問い合わせのうえ、手続きを行ってください。

4遺骨を取り出し（魂抜き）
住職などにお経を挙げてもらってから遺骨を取り出します。
遺骨の取り出しは石材店にお願いするため、事前にどこにお
願いするか決めておきます。

5納骨、魂入れ
改葬先に改葬許可証を提出し、納骨を行います。

〈お問い合わせ〉
上尾市生活環境課

☎：０４８－７７５－６９４０

上尾税務署
電話番号　０４８－７７０－１８００

上尾県税事務所
電話番号　０４８－７７２－７１４４

11.　その他の主な手続き

故人が働いていた勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却等、必要な
手続きがあります。一般的な手続きについて記載します。

税務署及び県税事務所に届出が必要です。詳細については各機関にお問い合わせ
ください。
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◇.亡くなられた方が会社員だった場合 ◇.亡くなられた方が個人事業主だった場合

MEMO



備考期日項目

すみやかに

相続人の調査・確定

相続人を確定させるためには、故人の
出生から死亡までの連続した戸籍謄本
が必要です。故人の本籍地の役所の
窓口で「相続に使用するため出生から
死亡までの戸籍謄本が必要です」と申
し出のうえ、お問い合わせください。

遺言書の探索

自筆証書遺言は、自宅で探索又は法
務局で調査してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場
で検索してください。

遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺
言の場合は、「未開封」の状態で家庭
裁判所の検認が必要となります。

相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から
調査し、各事業社に問合せすること
で、相続財産のほとんどを知ることが
出来ます。また、自宅以外の不動産を
所有している場合は、役所で「名寄
帳」を取得することで、課税対象の不
動産の全てを知ることができます。

遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行
い、合意する必要があります。合意後、
金融機関や役所等へ提出する為の遺
産分割協議書の作成が必要となりま
す。

備考期日項目

相続放棄・限定承認

被相続人の最後の住所地の家庭裁
判所への申述が必要となります。申述
書の作成等必要な対応があるため、
家庭裁判所にご確認下さい。

所得税の準確定申告

被相続人に1月1日から死亡日まで所
得があった場合は、相続人が1月1日
から死亡した日までに確定した所得金
額及び税額を計算して、相続の開始
があったことを知った日の翌日から4か
月以内に申告と納税をしなければなり
ません。

相続税の申告・納付

各相続人が相続や遺贈などにより取得
した財産の価額の合計額が基礎控除
額を超える場合、相続税の課税対象と
なります。
基礎控除額＝3,000万円
 ＋600万円×法定相続人の数

3カ月以内

4カ月以内

10カ月以内

◇.その他の相続に関する手続き /相続に関する手続きチェックリスト
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名義人所在地 備考持ち分

不
動
産

支店名金融機関名 備考金額

預
貯
金

内容名称 備考保管場所等そ
の
他
の
資
産

金額借入先 備考返済方法借
入
金
・ロ
ー
ン

種類・内容保険会社 備考受取人生
命
保
険・損
害
保
険

種類基礎年金番号 備考受給金額
公
的
年
金

番号・記号等名称 備考受給金額個
人
年
金・企
業
年
金

そ
の
他

父 母

故人

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

祖父 祖母 祖父 祖母

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪 甥・姪 甥・姪

曾祖
父母

曾祖
父母

配偶者

子 子

孫 孫

曾孫 曾孫

子 子

孫 孫

曾孫 曾孫

子 子

孫 孫

曾孫 曾孫

…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度により交
付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な
相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担を軽減することができます。
詳しくは法務局のHP（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）を御覧ください。

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度により交
付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な
相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担を軽減することができます。
詳しくは法務局のHP（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）を御覧ください。

◇.ご遺族メモ /家系図 (3親等内の親族） ◇.ご遺族メモ /故人の財産について
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運転免許証返納

手続き窓口期日項目

早めに

準備するもの・備考

警察署 運転免許証

パスポート返納 パスポートセンター

パスポート
届出人の本人確認書類
次のア、イ、ウのいずれか1点
ア 死亡事実の確認できる戸
籍（除籍）謄（抄）本（原本）
又は住民票の除票の写し
（原本）
イ 死亡診断書（死体検案書）
（写しも可）
ウ 埋葬（火葬）許可証（写しも可）

電気料金の
名義変更・解約

電力供給会社
インターネットでも
手続き可能

ガス料金の
名義変更・解約

各事業所

ＮＨＫの名義変更・解約 ＮＨＫ

携帯電話解約 各携帯電話会社
各店頭での解約
住民票除票

届出人の身分証明書等

その他利用サービスの
名義変更・解約

各社
新聞

定期購読物
オンラインサービスなど

クレジットカードの解約 各クレジット会社
各会社より

必要書類を取り寄せる

自動車・バイク等の廃車
陸運支局

軽自動車検査協会
各販売業者でも代行可能

MEMO
◇.少し落ち着いてから行う手続きチェックリスト
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運転免許証返納

手続き窓口期日項目

早めに

準備するもの・備考

警察署 運転免許証

パスポート返納 パスポートセンター

パスポート
届出人の本人確認書類
次のア、イ、ウのいずれか1点
ア 死亡事実の確認できる戸
籍（除籍）謄（抄）本（原本）
又は住民票の除票の写し
（原本）
イ 死亡診断書（死体検案書）
（写しも可）
ウ 埋葬（火葬）許可証（写しも可）

電気料金の
名義変更・解約

電力供給会社
インターネットでも
手続き可能

ガス料金の
名義変更・解約

各事業所

ＮＨＫの名義変更・解約 ＮＨＫ

携帯電話解約 各携帯電話会社
各店頭での解約
住民票除票

届出人の身分証明書等

その他利用サービスの
名義変更・解約

各社
新聞

定期購読物
オンラインサービスなど

クレジットカードの解約 各クレジット会社
各会社より

必要書類を取り寄せる

自動車・バイク等の廃車
陸運支局

軽自動車検査協会
各販売業者でも代行可能

MEMO

運転免許証返納

手続き窓口期日項目

早めに

準備するもの・備考

警察署 運転免許証

パスポート返納 パスポートセンター

パスポート
届出人の本人確認書類
次のア、イ、ウのいずれか1点
ア 死亡事実の確認できる戸
籍（除籍）謄（抄）本（原本）
又は住民票の除票の写し
（原本）
イ 死亡診断書（死体検案書）
（写しも可）
ウ 埋葬（火葬）許可証（写しも可）

電気料金の
名義変更・解約

電力供給会社
インターネットでも
手続き可能

ガス料金の
名義変更・解約

各事業所

ＮＨＫの名義変更・解約 ＮＨＫ

携帯電話解約 各携帯電話会社
各店頭での解約
住民票除票

届出人の身分証明書等

その他利用サービスの
名義変更・解約

各社
新聞

定期購読物
オンラインサービスなど

クレジットカードの解約 各クレジット会社
各会社より

必要書類を取り寄せる

自動車・バイク等の廃車
陸運支局

軽自動車検査協会
各販売業者でも代行可能

MEMO
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相続
お手続きお任せください

相 続の困ったを解 決
戸籍の収集、遺産分割協議書作成、預貯金の解約、

自動車の名義変更、不動産の名義変更（提携司法書士）等
このようなことでお悩みではないですか？

何から始めればいいのかしら？ 相続手続きはどこに頼めばいいの？

相 続 を 得 意 と す る 行 政 書 士 が

相続手続きを全力でサポートします！

ま か せ て 安 心 相 続 手 続 き・相 続 の 安 心 窓 口

白 幡 行 政 書 士 事 務 所
相 続・遺 言 サ ポ ートセ ンター

〒 3 6 2 - 0 0 0 1 埼 玉 県 上 尾 市 大 字 上 1 6 2 3 番 地

☎048-782-9446
ご相談・お問い合わせこちら

ご相談のみも
大歓迎です!

相 談 無 料 まずは、お悩みやお困りごとをお聞かせください。

必要なお手続き・最善の方法などアドバイスいた

します。

安心のお会計 ご相談後に概算費用をお伝えし、ご依頼いただく

まで費用はかかりません。もちろんご相談のみで

も大丈夫です。
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