
 

 

ご遺族の方へ 

お手続きのご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主に市役所に関わるお手続きのご案内になります。 

※ご遺族手続き支援コーナーのご利用は事前予約が必要となります。 

富士宮市役所 市民部 市民課 

電話番号   ０５４４－２２－１１３５ 



ページ 項目 ページ 項目

□ 住民票・印鑑登録 □ 飼い犬

□ 国民健康保険 □ 墓地

□ 後期高齢者医療保険 □ 森林

□ 年金 □ 交通

□ 農業者年金 □ 市営住宅

□ 介護 □ 盛土条例

□ 恩給・特別弔慰金 □ 道路・河川占用

□ 障害 □ 給水装置

□ 土地・建物 □ 上下水道

□ 軽自動車 □ 共有地

□ 税金 □ ごみ

４∼５ □ 子ども
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チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

住民基本台帳カードの返却 ・住民基本台帳カード

印鑑登録証の返却 ・印鑑登録証

世帯主変更届
※一人世帯または二人世帯の場合
 は不要

亡くなった方（世帯主）
（「新しい世帯主」を確認します。同一世帯
 員の方がお手続きしてください。）

すみやかに
（電話でも可能）

１階 市民課・記録係
☎（０５４４）２２－１１３５

葬祭費の申請
・葬儀代の領収書または会葬礼状
・葬儀を執り行った方の口座がわかるもの
・申請書

葬儀を行った日から２年間

高額療養費の申請

・医療機関の領収書
・世帯主または相続人の口座がわかるもの
・マイナンバーカード
・申請書

申請書が届いてから２年間

国民健康保険証等の返却 国民健康保険加入者 ・亡くなった方の国民健康保険証等
すみやかに
（葬祭費の手続きと一緒で
 も可）

国民健康保険証の変更
国民健康保険加入者がいる世帯の世
帯主が亡くなった場合

・その世帯全員の国民健康保険証 すみやかに

住
民
票
・

印
鑑
登
録

亡くなった方 いつでも
１階 市民課・市民係
☎（０５４４）２２－１１３４

国
民
健
康
保
険

国民健康保険に加入されていて亡く
なった方

１階 保険年金課・保険給付係
☎（０５４４）２２－１１３８

１階 保険年金課・資格賦課係
☎（０５４４）２２－１１３８
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チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

保険証等の返却 亡くなった方 ・後期高齢者医療保険証等
すみやかに
（葬祭費の申請と一緒でも
 可）

葬祭費の申請 葬祭執行者

・申請書
・葬祭を行った証明になるもの
（領収書・会葬礼状等）
・通帳

葬祭日の翌日から起算して
２年間

保険料の還付
・申請書
・通帳

通知が届いた日の翌日から
2年間

保険料の納付 ・現金 納期限まで

相続人代表者に関する届
・申請書
・通帳
・印鑑

通知が届いた日の翌日から
２年間

未支給年金
・年金証書
・戸籍謄本等

受給権者の年金の支払日の
翌月の初日から起算して５
年

死亡一時金
・年金手帳
・戸籍謄本等

死亡日の翌日から起算して
２年

農
業
者

年
金

農業者年金受給者死亡届
亡くなった方が農業者年金の受給者
または被保険者の場合

・亡くなった方の戸籍謄本等死亡日が確認で
 きる書類
・被保険者証または農業者年金証書
・未支給年金や死亡一時金は請求できる方に
 よって必要な書類が異なるのでお問い合わ
 せください。

すみやかに

４階 農業委員会事務局
☎（０５４４）２２－１１９３
手続き窓口はＪＡ富士宮資産相談課
☎（０５４４）２１－３６７０

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

１階 保険年金課・後期高齢者保険係
☎（０５４４）２２－１４８２

相続人

年
金

請求者
１階 保険年金課・国民年金係
☎（０５４４）２２－１１３９



チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

相続人の届出書 65歳以上で亡くなった方
・介護保険証
・相続人の通帳

すみやかに
１階 高齢介護支援課・介護保険係
☎（０５４４）２２－１１４１

介護認定申請 申請中に亡くなった方
すみやかに
（電話でも可能）

１階 高齢介護支援課・認定審査係
☎（０５４４）２２－１４７４

ホームセキュリティシステム設置
サービス

・機器撤去立会人の連絡先

寝具洗濯乾燥消毒サービス

訪問理美容サービス

ねたきり老人及び認知症老人介護
手当

ねたきり老人及び認知症老人が亡く
なった場合または、介護者が亡くな
った場合

郵便局の口座変更案内
※直接窓口で行う手続きはなし

今後の弔慰金受け取りについての
案内
※直接窓口で行う手続きはなし

１階 福祉企画課・福祉企画係
☎（０５４４）２２－１４５７

介
護

利用者が亡くなった場合

すみやかに
１階 高齢介護支援課・指導総務係
☎（０５４４）２２－１１１４

・サービス事業実施確認証

恩
給
・

特
別
弔
慰
金

恩給・特別弔慰金の受給者が亡くな
った場合

（通知、国債があると案内がスムーズで
 す。）

すみやかに
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チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

身体障害者手帳の返還 ・身体障害者手帳

療育手帳の返還 ・療育手帳

精神障害者保健福祉手帳の返還 ・精神障害者保健福祉手帳

重度障害者医療費助成金受給者証
の返還

受給されていた方 ・相続人の預金通帳
すみやかに
（郵送可）

精神障害者入院医療費助成の受取
人変更

亡くなった方 ・振込する通帳 亡くなってから１年以内

受給者が亡くなった場合
・特別児童扶養手当証書
・振込先口座申出書

対象児童が亡くなった場合
・特別児童扶養手当証書
・戸籍謄本

富士宮市重症心身障害児童扶養手
当の資格喪失

受給者が亡くなった場合

障
害

亡くなった方 すみやかに

１階 障がい療育支援課・障がい支援係
☎（０５４４）２２－１１４５

特別児童扶養手当の資格喪失

すみやかに



チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

富士宮市重症心身障害児童扶養手
当の資格喪失

対象児童が亡くなった場合

富士宮市障害者配食サービス助成
事業の受給資格喪失

特別障害者手当の資格喪失 ・配偶者、または扶養義務者の通帳の写し

障害児福祉手当の資格喪失 ・扶養義務者の通帳の写し

経過的福祉手当の資格喪失 ・配偶者、または扶養義務者の通帳の写し

相続人代表者指定変更届
亡くなった方の親族
（固定資産を所有）

・相続人の氏名 指定した日まで
１階 資産税課
土地係 ☎（０５４４）２２－１１２７
家屋係 ☎（０５４４）２２－１２４９

償却資産の申告
亡くなった方の親族
（償却資産を所有）

事業を承継する場合
・事業承継者の氏名・印鑑
事業を廃止した場合
・親族の氏名・印鑑

翌年1月31日まで

未登記家屋名義人変更届
亡くなった方の親族
（未登記家屋を所有）

・遺産分割協議書（写）
・印鑑登録証明書（写）等

いつでも

障
害

すみやかに
１階 障がい療育支援課・障がい支援係
☎（０５４４）２２－１１４５

受給者が亡くなった場合

土
地
・
建
物

１階 資産税課・家屋係
☎（０５４４）２２－１２４９
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チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

軽自動車等の廃車または名義変更
（富士宮市、芝川町から始まるナ
 ンバーの付いた車両）

【廃車】
・ナンバープレート
・届出人の本人確認書類
・標識交付証明書
・死亡者の住所・氏名・生年月日
【名義変更】
・届出人の本人確認書類
・標識交付証明書
・譲渡証明
・死亡者の住所・氏名・生年月日
 芝川町ナンバーの場合は、富士宮市ナンバーに変
更するのでナンバープレートも必要です。その際、
小型特殊自動車では、車名、車台番号（石刷りまた
は写真必須）排気量の確認も必要です。

１階 市民税課・法人諸税係
☎（０５４４）２２－１１２５

軽自動車等の廃車または名義変更
（富士宮市、芝川町から始まるナ
 ンバー以外のナンバーが付いた
 車両）

運輸支局または軽自動車検査協会での手続き
になります。必要なもの、方法については、
各窓口にお問い合わせください。

●軽二輪（125cc超250cc以下のオート
バイ）、二輪の小型自動（250cc超の
オートバイ）
静岡運輸局 沼津自動車検査登録事務所
☎（０５０）５５４０－２０５１

●軽自動車（三輪・四輪）
軽自動車検査協会 静岡事務所沼津支所
☎（０５０）３８１６－１７７８

軽
自
動
車

亡くなった方
名義変更は15日以内、廃車は
３０日以内。

 



チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

市税振替口座の変更 口座が凍結され振替できない方
・通帳
・届出印
・納税通知書 等

督促状が発送される前が望ま
しい。

１階 収納課・税制係
☎（０５４４）２２－１１２８

相続人代表者指定届 亡くなった方の親族
・相続人の氏名
・相続人代表者の本人確認書類

すみやかに
（市税条例では相当の期間内
とされてるが事務処理上すみ
やかに提出。電話の場合、指
定届を郵送。）

１階 市民税課・市民税係
☎（０５４４）２２－１１２６

遺児福祉手当
交通事故等で両親を亡くした18歳以
下のお子様を養育している方

・戸籍謄本
・養育している方の通帳

子ども医療費助成
（保護者変更）

児童の保護者が亡くなった場合
・新たに児童を養育する方（被保険者）の
 保険証の写し

母子家庭等医療費助成
（新規申請及び喪失届）

受給対象者もしくは支給対象者が亡
くなった場合

【喪失】
・手続きする方の本人確認書類
【新規申請】
・新たに児童を監護する方（被保険者）及び
 対象児童の保険証の写し
 ※受給条件あり。
 （世帯の所得税非課税のみ）

未熟児養育医療給付事業

小児慢性日常生活用具給付事業

１階 子ども未来課・子育て支援係
☎（０５４４）２２－１１４６

受給者（被保険者）が亡くなった場
合
児童→手続きなし

・新たに受給者（被保険者）になる方の
 医療保険情報
 児童→手続きなし

税
金

子
ど
も

すみやかに
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チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

児童扶養手当
（資格喪失届・受給者死亡届）

受給者が亡くなった場合
（戸籍法の規定による死亡の届出義
 務者が手続きを行う）

・死亡を証する書類
・児童扶養手当証書

死亡日から14日以内

児童扶養手当
（未支払児童扶養手当請求書）

受給者が手当支払月到来前に亡く
なった場合
（対象児童が手続きを行う）

・対象児童の通帳の写し

児童扶養手当
（児童扶養手当額改定届）

対象児童の一部が亡くなった場合
（受給者が手続きを行う）

児童扶養手当
（資格喪失届）

対象児童の全てが亡くなった場合
（受給者が手続きを行う）

児童扶養手当
（認定請求書）

受給者が亡くなった後に、対象児童
を養育する人が新たに手当を申請す
る場合

・手当を申請する人と対象児童の戸籍謄本
・手当を申請する人の年金手帳
・手当を申請する人の預金通帳
・手当を申請する人と対象児童を含む
 世帯全員の個人番号確認書類
・手当を申請する人と対象児童の保険証
※その他、状況により必要な書類あり。

母子家庭等自立支援事業
（自立支援教育訓練給付金事業受
講対象講座受講取消届）、（高等
職業訓練促進給付金等受給資格喪
失届）

給付金や助成を受けている人が亡く
なった場合

子
ど
も

１階 子ども未来課・子育て支援係
☎（０５４４）２２－１１４６

すみやかに

・児童扶養手当証書



チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

母子父子寡婦福祉資金 借受者等が亡くなった場合

児童手当受給事由消滅届
受給者が亡くなった場合または対象
児童全てが亡くなった場合

・手続きをする人の本人確認書類

未支払児童手当請求書
受給者が手当支払月到来前に亡く
なった場合

・手続きをする人の本人確認書類
・対象児童名義の通帳の写し

児童手当額改定請求書（減額） 対象児童の一部が亡くなった場合 ・手続きをする人の本人確認書類

児童手当額改定請求書（増額）
受給者が亡くなった後、対象児童を
養育する人が、現在児童手当を受給
中の場合

・手続きをする人の本人確認書類
※未成年後見人の場合、対象児童の戸籍抄
 本等、状況により必要な書類あり。

児童手当認定請求書 受給者が亡くなった場合

・新たに受給者となる人(及びその配偶者)
 の個人番号確認書類
・新たに受給者となる人の保険証の写し
・新たに受給者となる人名義の通帳の写し
・手続きをする人の本人確認書類
※未成年後見人の場合、対象児童の戸籍抄本等、
 状況により必要な書類あり。

子
ど
も

すみやかに

１階 子ども未来課・子育て支援係
☎（０５４４）２２－１１４６

母子父子寡婦福祉資金については、
静岡県東部健康福祉センター 福祉課
☎（０５５）９２０－２０７５

死亡日の翌日から１５日以内
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チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

飼
い
犬

犬の所有者変更届
犬の飼い主として登録のある人が亡
くなった場合

・愛犬手帳 すみやかに

墓
地

市営墓地使用権承継承認申請 市営墓地の使用者が亡くなった場合

・使用者の死亡日が確認できる戸籍謄本
・新使用者と旧使用者との関係がわかる戸
 籍謄本
・新使用者の住民票謄本
・使用許可書

すみやかに

森
林

森林所有者情報の変更
亡くなった方が森林所有者の場合
（相続人）

・所有者の変更がわかる書類
（登記事項証明書、相続分割協議書の目録
 又は登記済証）

森林の所有者が変わってから
90日以内

４階 農業政策課・林業係
☎（０５４４）２２－１１５３

宮タク会員証の返却 亡くなった方で宮タクの会員 ・宮タクの会員証

富士宮市公共交通補助券の返却 亡くなった方 ・富士宮市公共交通補助券

市営住宅同居者異動届 亡くなった方（同居者）

市営住宅退去又は承継 亡くなった方（名義人）

【退去の場合】
・相続代表者の印鑑
【承継の場合】
・特になし

４階 環境企画課・環境衛生係
☎（０５４４）２２－１１３６

交
通

すみやかに
５階 市民生活課・交通対策室
☎０５４４－２２－１１５２

市
営
住
宅

すみやかに
５階 建築住宅課・住宅管理係
☎（０５４４）２２－１１６３



チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

土砂等による土地の埋立て等地位
承継手続き

土砂等による土地の埋立て等許可を
受けている者の相続人

【個人の場合】
・土砂等による土地の埋立て等地位承継届
・土砂等による土地の埋立て等(変更)許可決
 定通知書の写し
・承継者の住民票
・身分証明書
・印鑑登録証明書

【法人の場合】
・土砂等による土地の埋立て等地位承継届
・土砂等による土地の埋立て等(変更)許可決
 定通知書の写し
・経歴書
・定款
・履歴事項全部証明書
・事業報告
・信頼度を証明できるもの
・印鑑登録証明書

承継した日から14日以内

土砂等による土地の埋立て等変更
手続き

土砂等による土地の埋立て等許可を
受けている者の相続人

・土砂等による土地の埋立て等変更届
・土砂等の搬入状況や施行の進行状況が分か
 る資料

土砂等による土地の埋立て等
許可期限内

道路占用許可の占用者の変更手続
き

・道路占用の権利及び義務承継届 承継した日から１ヶ月以内

河川占用許可の占用者の変更手続
き

・地位承継承認申請書 相続の開始の日から７日以内

給
水

装
置

給水装置所有者変更届
給水装置（メーター）が設置されて
いる土地の所有者が亡くなった場
合、変更届が必要な場合あり

・土地の所有者が変わった事がわかる登記簿
土地の所有権移転登記が為さ
れた後いつでも

６階 水道工務課・給水係
☎（０５４４）２２－１１８１

道
路
・

河
川
占
用

占用許可を受けている者の相続人
５階 管理課・管理係
☎（０５４４）２２－１１５６

盛
土
条
例

５階 管理課・公共用地係
☎（０５４４）２２－１２１３
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チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

使用者名義変更

閉栓手続き
（使用継続の確認）

納付方法確認 口座名義人がなくなった場合

公共下水道使用開始等届
（水道業務課での閉栓手続き）

契約者
すみやかに
（電話でも可能「一部除
く」）

下水道使用料の納付方法確認 納付方法が口座振替の場合の名義人
すみやかに
（電話でも可能）

農業集落排水：使用料の排水設備
使用開始（休止、廃止、再開）届

契約者

使用水量認定基準異動届
下水道使用量の認定を受けている
世帯で亡くなった方

下水道受益者変更申告書

変更が必要な場合：下水道受益者負
担金を納付中の方が亡くなられた時
窓口に来る方：新たに下水道受益者
負担金を納付する人

変更のあった日から14日以内
５階 下水道課・業務係
☎（０５４４）２２－１１７２

上
下
水
道

契約者がなくなった場合

・水栓番号が記載された水道の通知
（無くても可）

すみやかに
（電話でも可能）

６階 水道業務課（お客様センター）
☎（０５４４）２２－１１７８

・水栓番号が記載された水道の通知
 （無くても可）

すみやかに
５階 下水道課・排水設備係
☎（０５４４）２２－１１７３



チェック
欄

項目 手続内容 対象者 必要なもの（または確認事項等） 期日（いつまで） 担当課・係

共
有
地

精進川共有地名義書替 精進川共有地の相続人

・精進川共有地所有権利証（所有する土地が
 共有名義の場合は不要な場合あり。）
・遺産分割協議書等、相続内容が確認できる
 もの及び各相続人の印鑑登録証明書（富士
 宮市内に本籍のある戸籍、富士宮市民の印
 鑑証明は省略可）

いつでも
上野出張所
☎（０５４４）５８－０００２

一般廃棄物処分承認変更届
一般廃棄物処理業許可業者の代表者
の相続人

・代表者死亡に伴う変更届出書 新代表者決定後すみやかに

せん定枝加工品（まき用材料・木
材チップ）利用者登録の抹消

亡くなった方の相続人
すみやかに
（電話でも可能）

単身者死亡後の遺族による清掃セ
ンターへの家庭ごみの持ち込みに
ついて

亡くなった方の相続人 遺産相続後すみやかに

ご
み

清掃センター
☎（０５４４）５８－２６６７

 ７


