
伊丹市

ご遺族の方へ市役所内で、可能な範囲で必要な手続きをご案内し、庁外の手続きについ
ても一部ご案内します。

伊丹市役所市⺠課１階Bー２４番窓⼝（伊丹市千僧１丁目１番地）

平⽇ 午前９時〜正午 正午〜午後５時３０分

右記のQRコードからご予約いただけます。

☎072-783-1234 ※電話予約不可

お く や み ガ イ ド
（死亡にかかる手続きのご案内）

市⺠課おくやみコーナー

場 所

開庁時間

お問合せ

ご予約

亡くなられた方に関するさまざまなお手続きを総合的にご案内します。

市役所での手続きのほか、市役所以外で必要となる手続きについても主

なものを掲載していますので、ぜひご利⽤ください。



おくやみコーナーにお持ちいただくもの
お越しの際には、以下に該当するものをお持ちいただくようお願いします。
なお、手続きごとに必要なものは、該当ページでご確認ください。

 □ 埋火葬許可証(原本）
 □ 年⾦⼿帳または年⾦証書（振込通知書など基礎年⾦番号がわかるもの）
 □ 国⺠健康保険被保険者証または後期⾼齢者医療被保険者証及び各種認定証
  ※加入者が死亡されると葬祭費の請求ができます。
 □ 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証（要支援・要介護認定を受けた方）、
  各種認定証（該当の方）
 □ ⾝体障害者⼿帳、療育⼿帳、精神障害者保健福祉⼿帳
 □ 特別乗⾞証、伊丹市福祉タクシー利⽤券
 □ 障害者医療費受給資格証、⼦ども医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給者証、
   乳幼児等医療費受給者証など 福祉医療費受給者証各種
 □ 印鑑登録証（印鑑登録カード）、住⺠基本台帳カード   ※作成されている場合
 □ 個人番号カード（マイナンバーカード）または個人番号通知カード ※作成されている場合
 □ その他市役所から交付された証書類

 □ お越しいただく方の本人確認書類
  ①官公署が発⾏した顔写真がある証明書１点
  ○運転免許証、個人番号カード（マイナンバーカード）、パスポート、障害者手帳など
  ②①がない場合は次のうち２点
  ○被保険者証（健康保険・介護保険）、年⾦手帳など ※お手続きにより異なります
 □ 葬祭を⾏った方（喪主）の確認ができるもの（葬祭費の領収書、会葬礼状等）
 □ 預貯⾦通帳（喪主・相続人代表者）
 □ 委任状（相続人代表者以外の⼿続きの場合）※
 □ 認印

 ※代理人がおくやみコーナーでの手続きや⼾籍・住⺠票に関する証明書の請求を⾏う場合は、
 委任状が必要となりますので、別途ご来庁時はご持参ください。

 ※相続人代表者が法定相続人でなく、遺言書によって相続人となられた場合は、遺言書
 （公正証書遺言・秘密証書遺言（検認済のもの）・自筆証書遺言（検認済のもの））を
 お持ちください。

 『亡くなった方のもの』のうち、該当する証書類が紛失などにより無い場合は、窓⼝で
 その旨お申し出ください。

亡くなった方のもの

ご遺族のもの



 以下に記載した各種手続きに関しましては、一般的な場合を想定して掲載しておりますので、
全ての方に対応するものではありません。
 また、お手続きの内容によっては、委任状が必要になる場合もありますので、掲載の各種
お手続きに関しましては、各種受付窓⼝へお問い合わせください。

◎健康保険のこと
☑

◎年⾦のこと
☑

□ 企業年⾦を受給している方
各企業年⾦基⾦等へ直接お問い合わせください。
または右記窓⼝へお問い合わせください。

企業年⾦連合会（年⾦相談室）
☎0570-02-2666

□ 国⺠年⾦基⾦を受給している方 国⺠年⾦基⾦へ直接お問い合わせください。 国⺠年⾦基⾦
☎0120-65-4192

□ 恩給を受給している方 総務省恩給局へ直接お問い合わせください。
総務省恩給局
☎03-5273-1400

□ 農業者年⾦を受給している
方

・死亡届
・未⽀給年⾦請求

・亡くなった方の年⾦証書
・亡くなった方と未⽀給年⾦請求者との続柄を確認
できる⼾籍謄本等の写し

・請求者となる方の預貯⾦通帳
※手続きに必要な書類は、請求する方によって異な
りますので、詳細は右記窓⼝にお問い合わせくださ
い。

※手続きは、兵庫県農協の各⽀店
で⾏います。

農業委員会事務局
☎0570-02-2666

□ 共済年⾦を受給している方 各共済組合へ直接お問い合わせください。 各共済組合

国⺠年⾦を⽀給している方
のうち、遺族基礎年⾦・障
害基礎年⾦・寡婦年⾦を受
給している方

・未⽀給年⾦請求

・亡くなった方の年⾦証書、年⾦手帳または
振込通知書等
・請求する方の本人確認書類
（運転免許証等）
※手続きに必要な書類は、請求する方によって異な
りますので、詳細は右記窓⼝にお問い合わせくださ

□
国⺠年⾦を⽀給している方
のうち、⽼齢基礎年⾦を受
給している方

・未⽀給年⾦請求
・遺族基礎年⾦請求

※手続きに必要な書類は、請求する方によって異なりますの
で、詳細は右記窓⼝にお問い合わせください。
※年⾦事務所での相談は、要事前予約制となっています。
※代理人が年⾦事務所へ⾏かれる場合は、委任状や代理人の本
人確認書類もご持参ください。

尼崎年⾦事務所
（尼崎市東難波町２丁目１７番５５号）
☎06-6482-4591

街角の年⾦相談センター尼崎
（尼崎市南塚⼝町２丁目１番２-２０８
塚⼝さんさんタウン２番館２階）
☎0570-05-4890

□ 厚⽣年⾦を受給している方
・未⽀給年⾦請求
・遺族基礎年⾦請求

※手続きに必要な書類は、請求する方によって異なりますの
で、詳細は右記窓⼝にお問い合わせください。
※年⾦事務所での相談は、要事前予約制となっています。
※代理人が年⾦事務所へ⾏かれる場合は、委任状や代理人の本
人確認書類もご持参ください。

□ 国⺠年⾦に加入している方
・遺族基礎年⾦請求
・死亡一時⾦請求
・寡婦年⾦請求

・亡くなった方の年⾦手帳
・請求する方の本人確認書類
（運転免許証等）
※手続きに必要な書類は、請求する方によって異な
りますので、詳細は右記窓⼝にお問い合わせくださ
い。

国保年⾦課
国⺠年⾦担当
１階 A-2番窓⼝
☎072-784-8039

□

□ 健康保険・共済組合等の社会保
険に加入している方

・保険証の返却
・埋葬料（費）⽀給申請

勤務先や協会けんぽ等へお問い合わせ下さい。

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□ 国⺠健康保険に加入している方 ・資格喪失の手続き
・保険証の返却
・葬祭費の⽀給申請
・送付先の変更

・亡くなった方の被保険者証
・葬儀を⾏った者（喪主）を証明できるもの
（会葬礼状、葬儀費⽤領収書等）
・喪主の方の⼝座情報がわかるもの
・届出人の本人確認書類

国保年⾦課
１階 A-1番窓⼝
☎072-784-8040

□ 後期⾼齢者医療制度に加入して
いる方（７５歳以上の方）

後期医療福祉課
１階 A-3番窓⼝
☎072-784-8041

おことわり



◎住⺠関係
☑

◎介護のこと
☑

◎税⾦のこと

☑

□

伊丹市内に不動産（⼟地・
家屋）を所有している方
※３ヶ月以内に所有権移転の登
記（相続登記等）が完了してい
ない場合

・固定資産現所有者の申告

・現所有者（相続人等）の本人確認書類
・死亡者と相続人等との関係が確認できる書
類（⼾籍・遺言書等）
※郵送での手続きも可能です

資産税課
2階 F-61番窓⼝
☎072-784-8023または072-784-8024

□

市⺠税課
２階 E-50番窓⼝
☎072-784-8022

市⺠税課
２階 E-51番窓⼝
☎072-784-8022

125cc以下の原動機付自転
⾞・⼩型特殊自動⾞を所有
していた方

・ナンバープレート
・標識交付証明書
・届出人の本人確認書類
・相続人であることが確認できる書類（同一
世帯でない方の場合）

・原動機付自転⾞・⼩型特
殊自動⾞の手続き

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□ １月１⽇時点で伊丹市在住
だった方

・相続人代表者指定届

当該年度の市県⺠税が課税される場合があり
ます。その場合、相続人に納税義務が引き継
がれますので、納税通知書を受け取っていた
だく相続人代表者を届け出てください。
・届出人の本人確認書類

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□
・６５歳以上の方
・40〜64歳の方で要⽀援・要
介護認定を受けていた方

・介護被保険者証等の返還
・送付先の変更届

・亡くなられた方の介護保険被保険者証
・その他、介護保険課で交付を受けた証（お
持ちの方のみ）

介護保険課
1階 A-4番窓⼝
☎072-784-8037

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□ 亡くなられた方が世帯主で３人
以上の世帯だった場合

・世帯主変更
・届出人の本人確認書類
※届出人の方が同一世帯員以外の場合は、委
任状が必要です。

市⺠課
１階 B-23番窓⼝
☎072-784-8038
（または、お近くの⽀所、人権啓
発センター、くらしのプラザ）□ 印鑑登録をされていた方 ・印鑑登録証の返還 ・（亡くなられた方の）印鑑登録証

□
市税（市県⺠税、固定資産
税、軽自動⾞税）を⼝座振
替で払っていた方

・⼝座振替廃止の手続き
・⼝座振替登録の手続き

・死亡者へ送付された納税通知書
徴収課
２階 F-60番窓⼝
☎072-784-8025



◎お⼦さんのこと
☑

□

□ 児童くらぶ利⽤児童またはその保
護者の方

・児童くらぶ変更届
・児童くらぶ退所届

在籍する児童くらぶまたは担当課で、変更ま
たは退所の手続きをして下さい。

子育て⽀援課
（児童くらぶグループ）
2階 D-43番窓⼝
☎072-784-8079

後期医療福祉課
１階 A-3番窓⼝
☎072-784-8041

・資格変更・喪失の手続き
・医療費受給者証の返却

□ 保育所・こども園・幼稚園に在園
中もしくは申し込み中の方

・異動届 担当課へお問い合わせ下さい。
教育保育課
2階 D-44番窓⼝
☎072-784-8035

□
乳幼児・こども医療、⺟子等医
療、障害者医療を受給していた方
（または、その保護者・扶養義務

・届出人の本人確認書類
・医療費受給者証

・遺児とその保護者の⼾籍謄本
・交通事故またはこれに準ずる事故が確認で
きる公的機関の発⾏した証明書
・死亡診断書（記載事項証明書）
・在学証明書
・対象者(遺児）名義の⼝座番号がわかるもの
・（遺児またはその保護者が市外に居住して
いる場合）住⺠票の写し

・死亡を証する書類
（⼾籍・住⺠票など）

□ 児童扶養手当⽀給対象の児童の方 ・受給申請等の手続き 担当課へお問い合わせ下さい。

□ 児童扶養手当を受給している方 ・受給申請等の手続き 担当課へお問い合わせ下さい。

□

⾼等学校、専修学校、大学等の⽣
徒および学⽣の子どもがいる方で
交通事故またはこれに準ずる事故
により亡くなった方

特別児童扶養手当/障害児福祉手当
/重度⼼⾝障害児介護手当を受給し
ている方

・交通遺児等学業援助資⾦案内

・資格変更・喪失の手続き

□ ・未⽀払請求

児童手当等の未払⾦がある場合の手続きで
す。児童手当等を受給している方が公務員
で、職場で児童手当等をうけている場合は、
職場で手続きをして下さい。

□ ・変更届

児童手当等の受給者の配偶者が亡くなられた
時の手続きです。児童手当等を受給している
方が公務員で、職場で児童手当等をうけてい
る場合は、職場で手続きをして下さい。

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□

児童手当⽀給対象の児童の方

・児童手当・特例給付の消
滅の手続き

児童手当等を受給している方が公務員で、職
場で児童手当等をうけている場合は、職場で
手続きをして下さい。

こども福祉課
児童手当・こどもの手当担
当
2階 D-40番窓⼝
☎072-784-8030

□ ・児童手当・特例給付の額
改定の手続き

現在の受給者が公務員の方は、勤務先で届出
してください。変更事由が発⽣した翌⽇から
15⽇以内にお手続きください。

□

児童手当を受給している方

・認定請求

亡くなられた方以外の児童の保護者で新たに
児童手当等を受給できる場合があります。ま
た、亡くなられた方以外の児童の保護者が公
務員の方で職場で児童手当を受けれる場合
は、職場での手続きになります。
・⽣計中⼼者名義の方の⼝座番号がわかるも
の

こども福祉課
障がい児⽀援グループ
2階 D-41番窓⼝
☎072-784-8127

□ 各種障害者手帳をお持ちだった方 ・各種障害者手帳の返還届 ・亡くなられた方の各種障害者手帳

自⽴⽀援医療（精神通院）受給者証をお
持ちの方□ ・自⽴⽀援医療（精神通院）受

給者証 返還届
・亡くなられた方の自⽴⽀援医療（精
神通院）受給者証



◎障がい者福祉のこと（成年）
☑

□
(⾼齢）障害者医療を受給していた
方（または、その保護者・配偶
者・扶養義務者の方）

後期医療福祉課
１階 A-3番窓⼝
☎072-784-8041

・届出人の本人確認書類
・医療費受給者証

・資格変更・喪失の手続き
・医療費受給者証の返却

受付窓口

・加入者（保護者）の住⺠票の写し
・亡くなった障がい者の住⺠票の写し
・加入者（保護者）の振込先⼝座がわ
かるもの
・加入証書（２⼝加入の場合は⼝数追
加証書を併せて）

・死亡届
（扶養共済年⾦受給者が亡く
なったとき）

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの

・亡くなった方の自⽴⽀援医療（精神
通院）受給者証

・亡くなった加入者（保護者）の除票
の写し
・年⾦受給権者（障がい者）の住⺠票
の写し
・年⾦受給権者（障がい者）の振込先
⼝座のわかるもの
・医師が発⾏する死亡診断書若しくは
死体検案書（原本または原本証明され
たもの）
・加入⽇から2年以内に亡くなった場合
は、死亡診断書に代わって死亡証明書
（指定様式）
・加入証書（紛失の場合は不要）

□ 各種障害者手帳をお持ちだった方
（18歳以上）

・各種障害者手帳の返還
・亡くなられた方がお持ちだった各種
障害者手帳

□

□ ETC（有料道路、一般自動⾞道通
⾏料）割引を受けていた方

・利⽤登録削除の手続き
・亡くなった方の手帳
・登録時のお問い合わせ番号がわかる
もの

障害福祉課
1階 A-5番窓⼝
☎072-784-8032

□

特別障害者手当/経過的福祉手当/障害
児福祉手当 受給者死亡届の提出（20
歳以上）

・特別障害者手当/経過的福祉
手当/障害児福祉手当 受給者
死亡届の提出（20歳以上）

特別障害者手当/経過的福祉手当/障害児
福祉手当を受給していた方（成年）（20
歳以上）

□

・死亡（重度障害）届出書
・年⾦受給権者（障がい者）の除票の
写し
（県内に住⺠票を有する場合は不要）
・年⾦証書

⼼⾝障がい者扶養共済制度に加入
している方

・⽀給⾦請求
（加入者（保護者）が亡くなっ
たとき）

・弔慰⾦請求
（⼼⾝障がい者の方が亡くなっ
たとき）

自⽴⽀援医療（精神通院）受給者証をお
持ちの方（18歳以上）

・自⽴⽀援医療（精神通院）受
給者証の返還



◎⾼齢者福祉のこと
☑

□

□

□

◎市営住宅のこと
☑

□ 届出により異なる為、窓⼝で案内いた
します。

・おむつ⽀給(家族介護⽤品⽀
給)の廃止連絡

・戦没者特別弔慰⾦の相続人請
求手続き

おむつ⽀給(家族介護⽤品⽀給)をご利⽤
だった方は担当ケアマネージャーもし
くは、申請された地域包括⽀援セン
ターへご連絡をお願いいたします。

□ 戦没者特別弔慰⾦(相続人請求)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰⾦の
請求にあたり、受給権のある方が亡く
なられた場合、相続人請求手続きをし
てください。

□ おむつ⽀給(家族介護⽤品⽀給)を
受けていた方

□ 届出により異なる為、窓⼝で案内いた
します。

□
⾼齢期移⾏医療費助成を受給して
いた方（または、その世帯員の
方）

・資格変更・喪失の手続き
・医療費受給者証の返却

・届出人の本人確認書類
・医療費受給者証

地域・⾼年福祉課
１階 A-6番窓⼝
☎072-784-8099
※返却は各⽀所分室でも
承っております

必要な⼿続き

・市バス特別乗⾞証の返還
・福祉タクシー利⽤券の返還

受付窓口

後期医療福祉課
１階 A-3番窓⼝
☎072-784-8041

GPS（徘徊⾼齢者家族⽀援サー
ビス）廃止連絡

GPS（徘徊⾼齢者家族⽀援サービス)を
ご利⽤だった方は担当ケアマネー
ジャーもしくは、申請された地域包括
⽀援センターへご連絡をお願いいたし
ます。

まちなかミマモルメ利⽤終了届
⾼齢者でまちなかミマモルメをご利⽤
だった方は終了届の提出をお願いいた
します。

SOSネットワーク事業事前登
録廃止届

□ 市バス特別乗⾞証/福祉タクシー利
⽤券をお持ちの方

・亡くなった方の市バス特別乗⾞証
・亡くなった方の福祉タクシー利⽤券

対象者 概要・必要なもの

・名義人が亡くなり住宅を解約をする場
合
→住宅返還の届出や退去関連の手続き

・名義人以外の方が亡くなった場合
→入居者異動(死亡)の届出

・名義人が亡くなり、同居していた人が
引き続き入居を希望する場合
→入居承継承認の申請
などの各種届出が必要となります。

市営住宅（鴻池公社）に入居され
ていた方

⽔道局（市役所⻄）３F
伊丹市営住宅管理セン
ター
072-784-8061

SOSネットワーク事業(SOSメール)をご
利⽤だった方は登録廃止届の提出をお
願いいたします。

地域・⾼年福祉課
１階 A-7番窓⼝
☎072-784-8099

受付窓口
・名義人が亡くなり住宅を解約をする場
合
→住宅返還の届出や退去関連の手続き

・名義人以外の方が亡くなった場合
→入居者異動(死亡)の届出

・名義人が亡くなり、同居していた人が
引き続き入居を希望する場合
→入居承継承認の申請
などの各種届出が必要となります。

市営住宅に入居されていた方

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの

GPS（徘徊⾼齢者家族⽀援サービ
ス）を利⽤していた方

まちなかミマモルメを利⽤してい
た方（⾼齢者）

SOSネットワーク事業(SOSメー
ル)をご利⽤していた方



◎その他市役所内でのお⼿続き
☑

◎ごみなど不⽤品の処分に関すること
☑

◎市営墓地のこと
☑

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□ 農地を所有していた方
農業委員会事務局
５階 W-123番窓⼝
072-784-8094

・農地の相続の届出 印鑑

⽝の所有者を伊丹市内在住の方に変更する場
合は⽣活環境課へ、市外在住の方へ変更する
場合はその方がお住いの市区町村へお問合せ
ください。

・⽝の所有者の変更⽝の所有者の方□

⽣活環境課
4階 M-95番窓⼝
072-781-5371

□

□ し尿汲み取りを利⽤されていた方 ・廃棄物処理変更届
亡くなられた方が、し尿の汲み取りを利⽤さ
れていた場合、利⽤者変更の手続きが必要で
す。詳しくは担当課へお問合せください。

・空き家の相談

亡くなられた方が住んでいた家が空き家に
なった等、空き家に関するご相談があれば、
総合窓⼝である⽣活環境課へお問合せくださ
い。

空き家でお困りの方

対象者 必要な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□

家電リサイクル法対象機器の処
分をしたい方
【テレビ（ブラウン管・液晶・
プラズマ）、冷蔵庫及び冷凍
庫、洗濯機及び衣類乾燥機、エ
アコン】

・家電リサイクル法対
象機器の処分方法の案
内

電器店にご相談ください。電器店で対
応できない場合は担当課にご相談くだ
さい。

⽣活環境課
4階 M-95番窓⼝
072-781-5371

受付窓口

⽣活環境課
4階 M-95番窓⼝
072-781-5371

対象者

神津墓地・中野墓園の所有者の
方

必要な⼿続き
亡くなられた方が神津
墓地・中野墓園の使⽤
者だった場合、使⽤者
の承継が必要です。詳
しくは担当課へお問合
せください。

亡くなられた方が合葬
式墓地の使⽤申込をさ
れており、ご遺骨を納
骨する場合は手続きが
必要です。詳しくは担
当課へお問合せくださ
い。

概要・必要なもの

環境クリーンセンター
072-782-0968
もしくは
⽣活環境課
4階 M-95番窓⼝
072-781-5371

ごみの処分をしたい方
・ごみの処分方法の案
内

ごみの量や処分方法によって異なりま
すので担当課まで直接、お問い合わせ
ください。

□

・墓地使⽤許可証
・承継者の住⺠票謄本（本籍を記載し
たもの）
・承継者の⼾籍謄本
・亡くなった使⽤者の除籍謄本及び改
製原⼾籍

・埋火葬許可証
・合葬式墓地使⽤許可証□ 合葬式墓地への納骨を希望され

る方

□



◎その他市役所以外で⾏う⼿続き１
☑ 対象者 主な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

右記窓⼝へお問い合わせください。

神⼾運輸監理部兵庫陸運部
（神⼾市東灘区⿂崎浜町34番
地2）
☎050-5540-2066

□ ⽣命保険に加入している方
・死亡保険⾦の請求
・入院給付⾦の請求

・保険⾦請求書
・保険証券
・⼾籍謄本
・死亡診断書 等
※保険会社・契約内容等により必要書類は異なり
ます。

加入していた⽣命保険会社また
は代理店

□ 預貯⾦⼝座をお持ちの方 ・⼝座凍結解除

・亡くなった方の出⽣から死亡までの⼾籍謄本
・相続人の⼾籍謄本
・相続人の印鑑証明書 等
※⾦融機関・取引状況等により必要書類は異なり
ます。

各⾦融機関等

□ 損害保険等に加入している方
・名義変更
・解約

・亡くなった方の死亡の記載のある⼾籍
・相続人との関係がわかる⼾籍謄本 等
※保険会社・契約内容等により必要書類は異なり
ます。

加入していた損害保険会社また
は代理店

□ 戦没者等の遺族への特別弔
慰⾦を受給している方

・記名変更
・償還⾦受領

・国債
・記名者の死亡を証明できる⼾籍書類
・記名者と相続人の⼾籍上の関係が証明できる⼾
籍
・印鑑
・相続人の本人確認書類

償還⾦⽀払場所（郵便局）

□ 株式をお持ちの方 ・名義変更

・亡くなった方の出⽣から死亡までの⼾籍謄本
・相続人の⼾籍謄本
・相続人の印鑑証明書 等
※証券会社・取引状況等により必要書類は異なり
ます。

各証券会社等

伊丹税務署
（伊丹市千僧1丁目47番地3）
☎072-779-6121
＜自動音声ガイダンス＞

兵庫県阪神北県⺠局伊丹県税事
務所
（伊丹市千僧1丁目51番地）
☎072-785-7451

□ 軽四輪及び軽三輪をお持ち
の方

軽自動⾞等の廃⾞・所
有者変更の手続き

□
普通自動⾞及び⼆輪⾞
（125ｃｃ超）をお持ちの
方

・名義変更
・廃⾞
・自動⾞税手続き 右記窓⼝へお問い合わせください。

※毎年4月1⽇現在の所有者（使⽤者）に課税され
ます。名義変更・廃⾞等は早めの手続きをお願い
します。

□ 国税の手続きがある方

・相続税申告
・所得税（準確定）申
告
・消費税（準確定）申

事前に右記窓⼝へお問い合わせください。

右記窓⼝へお問い合わせください。

軽自動⾞検査協会兵庫事務所
（神⼾市東灘区御影本町１丁目
５番5号）
☎050-3816-1847

□ 不動産をお持ちの方
・所有権移転登記（⼟
地・家屋等の相続）

・亡くなった方の出⽣から死亡までの⼾籍・除籍謄本
・亡くなった方の住⺠票除票または⼾籍の除附票等
・相続人の現⾏⼾籍
・相続人の住⺠票または⼾籍の附票等
※事案によっては他の書類（遺産分割協議書等）も必要と
なります。相続人ご自⾝が登記申請を⾏うことを希望され
る場合には電話で相談予約をお取りください。

神⼾地方法務局伊丹⽀局
（伊丹市昆陽１丁目1番地12）
☎072-779-3451
＜自動音声ガイダンス＞

□ 法定相続情報証明制度を利
⽤する方

・法定相続情報一覧図
の作成

詳細は法務局ホームページをご覧いただくか、右記窓⼝へ
お問い合わせください。
・相続人、被相続人の⼾籍謄本 等
法定相続情報一覧図の写し（無料）は各種相続手続きに利
⽤できます。



◎その他市役所以外で⾏う⼿続き2
☑

□

□

対象者 主な⼿続き 概要・必要なもの 受付窓口

□ パスポートをお持ちの方
・返納（希望があれば
遺族に返還も可能）

・亡くなった方のパスポート
・名義人が死亡した事実がわかる書類（⼾籍謄
本、死亡診断書等）
・届出人の名前が確認できる書類

兵庫県旅券事務所尼崎出張所
（尼崎市南塚⼝町2丁目1-2-316塚⼝さ
んさんタウン2番館3階）
☎06-6428-7600

□ 運転免許証をお持ちの方 ・返納

・亡くなった方の運転免許証
・名義人が死亡した事実がわかる書類（⼾籍謄
本、死亡診断書等）
・届出人の名前が確認できる書類

伊丹警察署
（伊丹市千僧1丁目51番地2）
☎072-771-0110
阪神運転免許更新センター
（伊丹市伊丹1丁目14番21号）
☎072-783-0110

□ ガス（大阪ガス）をご契約の方

□ ケーブルテレビをご契約の
方

・名義変更
・解約

各契約会社へお問い合わせください。 各契約会社

□ クレジットカードをお持ち
の方

・解約 各契約会社へお問い合わせください。 各契約会社

・名義変更
・解約

右記窓⼝へお問い合わせください。
大阪ガス兵庫事務所お客さまセンター
☎0120-7-94817

□ 電気（関⻄電⼒）をご契約の方
・名義変更
・解約

右記窓⼝へお問い合わせください。
関⻄電⼒コールセンター
☎0800-777-8810
＜自動音声ガイダンス＞

□ ⽔道をご利⽤の方
・使⽤中止
・名義変更
・料⾦⽀払方法変更

電話・オンラインで申請してください。
・お客様番号（10ケタ）

伊丹市上下⽔道局⽔道サービスステー
ション
（伊丹市昆陽1丁目1番地2）
☎072-783-1601
URL:http://www.water.itami.hyogo.j
p/

□ NHK受信料をお⽀払いの方
・名義変更
・解約

右記窓⼝へお問い合わせください。
NHKふれあいセンター
☎0120-151515

□ インターネットをご契約の方
・名義変更
・解約

各契約会社へお問い合わせください。 各契約会社

□ 携帯電話をお持ちの方
・名義変更
・解約

各契約会社へお問い合わせください。 各契約会社

□ 固定電話（NTT⻄⽇本）を
お持ちの方

・契約承継
・解約

右記窓⼝へお問い合わせください。
（NTT⻄⽇本の場合）
局番なし116
携帯からは0800-2000116

神⼾家庭裁判所伊丹⽀部
（伊丹市千僧1丁目47番地1）
☎072-779-3074

遺言書がある方
・検認
・開封

申⽴先は被相続人の住所地の家庭裁判所
・遺言原本
・申⽴人の⼾籍謄本
・遺言者の除籍謄本

相続放棄または限定承認を
する方

・相続放棄の申⽴て
・限定承認の申⽴て

相続を知った⽇から3カ月以内に、被相続人の住
所地の家庭裁判所へ申し⽴ててください。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引
き受けるものです。相続人全員で申請する必要が
あります。



◎⼿続きに要する証明書等について

・上記の手続きのために、⼾籍、住⺠票に関する証明書等が必要な場合があります。事前に手続き先に必要書類と提出部数を
ご確認ください。（⼾籍謄本等については申出により原本を返却される場合があります。）
・⼾籍、住⺠票、印鑑証明書等交付場所︓本庁市⺠課、各⽀所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザ（印鑑証明書の
交付には、必ず印鑑登録証の提示が必要です。）
・個人番号カード（マイナンバーカード）を利⽤して、全国の主要コンビニエンスストアの店頭に設置しているマルチコピー
機で、住⺠票・印鑑登録証明書が取得できる証明書コンビニ交付サービスを⾏っています。
なお、⼾籍証明や税関係証明書は取得できません。
・個人番号カード（マイナンバーカード）をお持ちの方は、スマートフォンから住⺠票、⼾籍のオンライン申請ができます。
（オンライン申請には、署名⽤電子証明書がついたマイナンバーカードと署名⽤電子証明書の6〜16桁の暗証番号、クレジッ
トカード、専⽤アプリ「Graffer Identity」が必要です。）
・証明書の交付には所定の手数料がかかります。

◎よくある質問

Q1.死亡が記載された⼾籍はいつ取れますか︖

Q4.筆頭者が亡くなったのですが、筆頭者は誰になりますか︖

A．死亡届が死亡者の本籍地である伊丹市に提出された場合は、提出⽇から1週間程度で請求可能となります。
死亡届が伊丹市以外の市区町村に提出された場合は、受付をした市区町村が事務処理をした後、本籍地の伊丹市へ死亡届を郵送
するため更に時間を要します。受付する市区町村によって本籍地へ郵送するまでの時間は異なりますが、死亡届提出後２週間程
度で発⾏可能です。お急ぎの場合は市⺠課（☎072-784-8038）にご相談ください。

Q2. ⼾籍謄本と⼾籍抄本の違いは︖
A．⼾籍謄本（⼾籍全部事項証明書）は、同じ⼾籍に載っている方全員の証明書になります。これに対して、⼾籍抄本（⼾籍一部
事項証明書）は、同じ⼾籍に載っている方の中から⼾籍を取得したい方を一部抜粋して表示された証明書になります。

Q3.⼾籍謄本と除籍謄本の違いは︖

A．⼾籍謄本（⼾籍全部事項証明書）は、その⼾籍に現在一人でも在籍している方がいる⼾籍です。これに対し、除籍謄本は、婚
姻や死亡によりその⼾籍から全員が除籍となった⼾籍です。

A．亡くなられた方は除籍と記載しますが、筆頭者（⼾籍の最初に記載されている人）は今後も変わりません。⼾籍請求をする場
合の筆頭者名は、今まで通り亡くなられた方の氏名をご記入ください。

Q5.改正原⼾籍と⼾籍は同じですか︖

A．改製原⼾籍とは法改正により⼾籍の改製（作り替え）が⾏われた際の改製以前の⼾籍のことをいいます。改製以前の改製原⼾
籍は、縦書きの⼾籍です。

Q6．伊丹市に本籍がない場合でも、伊丹市に⼾籍の請求はできますか︖

A．⼾籍謄本または⼾籍抄本は本籍地のある市区町村でのみ発⾏が可能です。郵送にて請求することもできます。また、マイナン
バーカードをお持ちの方はコンビニで⼾籍謄本を発⾏できる場合があります。詳しくは、本籍地のある市区町村へお問い合わせ
ください。
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