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番号 制度など 担当窓口 対象者 手続き 必要なもの

死亡届
（埋火葬許可申請）

亡くなられた方
死亡の日から７日以内に死亡届をしてく
ださい。埋火葬許可証を交付します。

印鑑登録 印鑑登録をされていた方
死亡されると廃止されます。
印鑑登録証を返却してください。

印鑑登録証

世帯主変更 世帯主が亡くなられた方
新世帯主は、ご家族でよく話し合いのう
え決められて、住民異動届(世帯主変更)
をしてください。

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ・運転免許証など、本人確
認できるもの

住民基本台帳カード 交付を受けられていた方 カードを返却してください。 住民基本台帳カード

通知カード
マイナンバーカード

亡くなられた方
相続手続きが終了するまでは、ご家族
で保管してください。手続きが終了しまし
たら、返却をお願いします。

通知カード
マイナンバーカード

国民健康保険 加入されていた方
被保険者証を返却してください。世帯主
変更の場合で、他に加入者がいれば新
しい被保険者証をお渡しします。

国民健康保険被保険者証

国民健康保険
（前期高齢者）

前期高齢者（70歳以上75歳未
満の国民健康保険加入者）

国民健康保険被保険者証兼高齢受給
者証を返却してください。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者
証

葬祭費
国民健康保険に加入されてい
た方

喪主の方に葬祭費を支給します。
喪主の通帳、喪主の氏名がわかるもの
（会葬礼状など）

後期高齢者医療保険
（葬祭費含む）

加入されていた方

資格喪失届を提出してください。
後期高齢者医療被保険者証を返却して
ください。
葬祭費の請求をしてください。（喪主）
相続人代表者指定届兼口座指定届を提
出してください。

申請者の印鑑
後期高齢者医療被保険者証（保険証）
喪主の氏名がわかるもの（会葬礼状な
ど）、喪主の口座がわかるものと印鑑  ※
喪主と口座名義が異なる場合は「委任
状」が必要です
相続人代表者の口座がわかるものと印
鑑

子ども医療 医療証をお持ちの方
異動届を提出し、医療証を返却してくだ
さい。

子ども医療証

ご家族や親族が亡くなられた方へ
   市民課戸籍・住基担当窓口での手続きのほか、他の窓口で取り扱う主な制度についての手続きをご案内します。
   該当する方は、それぞれ手続きをお願いします。

チェック欄

市民課
戸籍・住基担当

0942（53）4112

①

市民課
国民健康保険
担当

0942（65）7015

②
市民課
公費医療担当

0942（65）7016

※　戸籍届出後、戸籍が出来上がるまで一週間程度かかります。



番号 制度など 担当窓口 対象者 手続き 必要なもの

医療証をお持ちの方
異動届を提出し、医療証を返却してくだ
さい。

ひとり親家庭等医療証

配偶者が亡くなられて１８歳未
満の児童がいる方
両親が亡くなられた18歳未満
の児童
（所得制限がありますので、担
当係にお尋ねください）

申請書を提出してください。
（児童扶養手当の手続き終了後に手続
きをしてください）

対象者の被保険者証　　　　　　　　　　　　　　　　　    
本人と同居家族全員の個人番号が分か
るもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
本人確認書類（運転免許証など）
その他（担当係にお尋ねください）

重度障害者医療 医療証をお持ちの方
異動届を提出し、医療証を返却してくだ
さい。

重度障害者医療証

バイク登録 バイク等を所有されていた方 名義変更をしてください。 ・ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾅﾝﾊﾞｰを変更する場合）

市税が課税されていた方

代表相続人を設定してください。
※固定資産を所有している方が亡くな
り、相続による名義変更をする場合は、
法務局での手続きが別途必要です。詳
しくは法務局にお尋ねください。

亡くなられた方の口座から税金
を引き落とされていた方

口座振替をご利用の場合は、改めて口
座振替の申し込みをしてください（手続き
は金融機関窓口です）。

・口座振替依頼書（税務課窓口、金融機
関窓口に設置しています。）
・金融機関届出印

公的年金受給者の遺族
未支給年金の請求または死亡届を提出
してください。

年金証書・請求者の預金通帳・死亡者と請求
者の関係がわかる戸籍・請求者の個人番号
が分かるもの（個人番号不明の場合は、請求
者の住民票（世帯全員）・死亡者の除票）

公的年金を受給前の方の遺族
死亡一時金等の手続きをしてください。
（納付の状況によっては、請求できない
場合があります。）

死亡者の年金手帳・請求者の預金通帳・死
亡者と請求者の関係がわかる戸籍・請求者
の個人番号が分かるもの（個人番号不明の
場合は、請求者の住民票（世帯全員）・死亡
者の除票）

特別障害者手当
障害児福祉手当

受給されていた方 死亡届を提出してください
未支払がある場合は生計を同じくしてい
た者の通帳
（優先順位は配偶者→子→孫）

特別児童扶養手当 受給されていた方
資格喪失届・受給者死亡届兼未払手当
て請求書を提出してください。

死亡が確認できる書類（除籍等）・手当対
象児童の通帳・手当証書

身体障害者手帳 身体障害者手帳

療育手帳 療育手帳

精神保健福祉手帳 精神保健福祉手帳

チェック欄

②
ひとり親家庭等医療

市民課
公費医療担当

0942（65）7016

④
税務課
管理担当

0942（53）4113税金

⑧ 公的年金

福祉課
市民相談・年金担当

0942（65）7021

⑨

福祉課
障害者支援担
当　

0942（65）7022　　　　

手帳をお持ちの方 手帳を返却してください。



番号 制度など 担当窓口 対象者 手続き 必要なもの

児童手当
受給されていた方又は対象児
童

【受給者が死亡】
受給消滅届及び新たな受給者で認定請
求をしてください。
【対象児童が死亡】
受給消滅届又は額改定届を提出してく
ださい。

受給者が変更になる場合は新たな受給
者の健康保険証・預金通帳、個人番号
がわかるもの・本人確認書類

児童扶養手当

・受給されていた方又は対象児
童（支給停止中だった方も含
む）
・父（または母）が死亡した場合
で、遺族年金が受けられない母
（父）子
または母（父）子の受給できる
公的年金給付等の月額相当額
が、児童扶養手当の月額より
少ない場合

【受給者が死亡】
受給者死亡届及び新たな養育者で認定
請求をしてください。
【対象児童が死亡】
資格喪失届又は額改定届を提出してく
ださい。
【父（または母）が死亡】
母（または父）で認定請求をしてくださ
い。ご不明な点はお尋ねください。

除籍された戸籍謄本または死亡診断書
【新規認定の場合】
戸籍謄本（請求者・児童）・健康保険証・
請求者の預金通帳・年金手帳など
【公的年金等がある場合】
受給する公的年金等の額がわかるもの　　　
個人番号がわかるもの・本人確認書類

保育所・幼稚園・認定
こども園・小規模保育
施設・学童保育所な
ど

入所されている児童又は同居
者の方

入所中の児童について必要な手続きを
ご説明します。

担当にお尋ねください。

⑮ 上下水道

上下水道課
上水道庶務担
当
0942（65）7035
下水道庶務担
当
0942（65）7036

市の上下水道を使用されてい
た方で使用者に変更のある方

使用者変更届を提出してください。
所有者が変わる場合は、給水装置名義
変更届を提出してください。
使用をやめる場合は、中止届を提出して
ください。

⑱ 介護保険

高齢者支援課
介護保険担当

0942（53）4115

被保険者（６５歳以上、一部４０
歳以上）

被保険者証や負担割合証等（対象者のみ）を返
却してください。「相続人代表者届」を提出してくだ
さい。

介護保険被保険者証
負担割合証(対象者のみ)
負担限度額認定証（対象者のみ）
相続人代表者の通帳

農地の相続等の届出 農地を相続された方
相続登記完了後に届出書を提出してく
ださい。

農業者年金 農業者年金受給者の遺族
年金を止める手続き（死亡届・未支給請
求）をしてください。

農業者年金証書・印鑑・請求者の預金通
帳・死亡日が確認できる書類(除籍や除
票)・死亡者と請求者の関係がわかる戸
籍など

チェック欄

⑩
児童・保育課

0942（65）7017

㉑
農業委員会

0942(65)7023



番号 制度など 担当窓口 対象者 手続き 必要なもの

㉓ 道路水面占用　　
（市有敷地の使用）

道路課
管理担当
0942（53）4114

占用者の遺族 名義変更等の手続きをしてください。

名義人が死亡された方
同居されている方が引き続き居住する
場合は、名義継承の手続をしてくださ
い。（居住条件があります。）

入居している人の一部が死亡
された方

市営住宅異動届を提出してください。
死亡の事実とその発生日が分かる書類
の提示（死亡診断書、住民票除票等）
個人番号がわかるもの

㉕ 公立小中学校

学校教育課
学事担当

0942（65）7038

公立小中学校へ通学されてい
た方

手続きの必要はありません。
係より学校の方へ手続きします。

㉛ 図書館

図書館
図書館担当

0942(5１)7200

利用者カードを作成されている
方。図書資料を借りられている
方

利用者カード、借りられた図書資料を返
却してください。

利用者カード、図書資料

チェック欄

　　　　　　　　　　　　*** 　その他のことでお問い合わせがある場合 　***

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑後市役所　℡０９４２－５３－４１１１（代表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒833-8601　福岡県筑後市大字山ノ井８９８番地

㉔ 市営住宅

都市対策課
市営住宅担当

0942（65）7029


