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ご遺族の方へ

ご親族様のご逝去を悼み、
謹んでお悔やみ申しあげます。

死亡届を提出されましたことに伴い、
市役所において必要となります
各種手続きをご案内いたします。
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各手続きは以下の地域市民センターでもできます。 

 

 土山地域市民センター 

  〒５２８－０２１１  甲賀市土山町北土山１７１５番地  ☎０７４８－６６－１１０１ 

 

 甲賀大原地域市民センター 

  〒５２０－３４３５  甲賀市甲賀町相模１７３番地１   ☎０７４８－８８―４１０１ 

 

 甲南第一地域市民センター 

  〒５２０－３３０８  甲賀市甲南町野田８１０番地    ☎０７４８－８６－４１６１ 

 

 信楽地域市民センター 

  〒５２９－１８５１  甲賀市信楽町長野１２０３番地   ☎０７４８－８２－１１２１ 



①市役所での手続きチェックリスト
該当する項目に印をつけ、手続きが完了したら済の欄に☑をしましょう。

2

区分 手続きが必要な方 主な手続き 済 担当課
参照

ページ

①印鑑登録をしている
■こうか市民カードまたは印鑑登録証の返

納
□

②住民基本台帳カード・マイナンバーカード

を持っている

■住民基本台帳カード・マイナンバーカー

ドの返納
□

■被保険者証・各種認定証の返納 □

■葬祭費の支給申請 □

■被保険者証・各種認定証の返納 □

■葬祭費の支給申請 □

■保険料の還付申請 □

■高額療養費等の支給申請および振込口座

の変更
□

※会社等の社会保険に加入している

⑤国民年金に加入している（受給開始前） ■死亡一時金、遺族年金、寡婦年金の請求 □

⑥国民年金を受給している
■年金受給者死亡の届出、未支給年金の請

求
□

※障害基礎年金、遺族基礎年金の加算額の対

象者である

※共済年金・企業年金・国民年金基金等を受

給している

福

祉

医

療

⑦福祉医療費助成（マル福）を受給している ■福祉医療費受給券・助成券の返納 □ 保険年金課 ６

■介護保険資格喪失の届出、介護保険証の

返納
□

■介護保険にかかる振込先口座の変更 □

■介護保険関係書類の送付先の変更 □

■介護保険関係各種証の返納 □

⑨緊急通報システムを利用している ■廃止の届出および機器の返却 □

■介護用品購入費助成事業・寝たきり高齢

者等介護激励金支給事業・徘徊高齢者家族

支援サービス事業の利用資格喪失の届出

□

■介護認定者福祉車両運賃助成事業・移送

サービス事業・訪問理美容サービス助成事

業利用助成券の返納

□

⑪市県民税・固定資産税・国民健康保険税・

軽自動車税等を納めている

■相続人代表者の指定および現所有者の届

出
□

⑫市内に固定資産（土地・家屋）を所有して

いる
■未登記家屋の名義変更 □

バイク・

農耕車

⑬５０～１２５ｃｃの原付バイクや農耕車を

所有している
■廃車手続き・名義変更 □ 税務課 ８

７

年金証書等に記載されている関係機関へお問い合わせください。

長寿福祉課

長寿福祉課 ７

税務課 ８

住

民

登

録

年

金

⑧６５歳以上または介護認定を受けている

介

護

保

険

③国民健康保険に加入している

④後期高齢者医療保険に加入している

健

康

保

険

市民課 ４

保険年金課 ５

日本年金機構草津年金事務所お客様相談室

☎０７７－５６７－１３１１にお問い合わせください。

保険年金課 ６

お勤め先の社会保険担当までお問い合わせください。

高

齢

者

税

金

⑩各種高齢者支援事業を利用している



①市役所での手続きチェックリスト
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区分 手続きが必要な方 主な手続き 済 担当課
参照

ページ

⑭自立支援医療受給者証の交付を受けている

(更生・育成医療）

■自立支援医療受給者証（更生・育成医

療）の返納
□

⑮自立支援医療受給者証の交付を受けている

（精神通院）

■自立支援医療受給者証（精神通院）の返

納
□

⑯特別障害者手当、障害児福祉手当等を受給

している

■特別障害者手当、障害児福祉手当資格喪

失の届出
□

⑰身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳を所有している
■障害者手帳の返納 □

■特別児童扶養手当を受給している方

受給者死亡の届出および未支払手当の請求
□

■特別児童扶養手当の支給対象児童の方

資格喪失または額改定の届出
□

■児童手当を受給している方

受給者の変更、未支払手当の請求
□

■児童手当の支給対象児童

受給事由消滅または額改定の届出
□

■児童扶養手当を受給している方

受給者死亡の届出、未支払手当の請求
□

■児童扶養手当の支給対象児童

資格喪失または額改定の届出
□

■使用契約者の変更 □

■料金支払方法の変更 □

■使用休止等の連絡 □

■市営住宅入居承継承認の申請 □

■市営住宅退去の届出 □

■市営住宅入居者家族異動の届出 □

■改良住宅退去の届出 □

■改良住宅入居承継承認の申請 □

■改良住宅入居者異動の届出 □

※県営住宅に入居している

音声放送

端末機
㉖音声放送端末機を設置している ■利用者変更の届出 □ 情報政策課 １５

犬 ㉗犬を飼っている ■犬の登録事項変更の届出 □ 生活環境課 １５

浄

化

槽

㉘浄化槽管理者である ■管理者変更の届出 □ 下水道課 １５

㉙農地を所有している ■農地の相続等の届出 □

㉚農業者年金を受給している ■農業者年金受給者死亡の届出 □

森林 ㉛森林を所有している ■森林の相続等の届出 □ 林業振興課 １７

コミュニティ

バス・

タクシー

㉜無料乗車券を保有している
■無料乗車券、無料乗車券利用証明書の返

納
□ 公共交通推進課 １７

㉒～㉔市営住宅に入居している

農

地

㉕改良住宅に入居している

公

営

住

宅

農業委員会

人権推進課 １４

住宅建築課

上下水道総務課

⑳児童扶養手当の受給者または支給対象児童

である

上

下

水

道

㉑上下水道契約者である

障

が

い

⑱特別児童扶養手当の受給者または支給対象

児童である

子

ど

も

１３

１４

⑲児童手当の受給者または支給対象児童であ

る

子育て政策課 １０

障がい福祉課 ９

１６

１２

滋賀県営住宅管理センター

☎０７７－５１０－１５００へお問い合わせください。

子育て政策課 １１



②市役所での手続き

住民登録
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●こうか市民カードまたは印鑑登録証（旧町発行のもの）の返納

　□こうか市民カードまたは印鑑登録証

期限 ●速やかに

市民課　市民窓口係

☎０７４８－６９－２１３７

●住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの返納

　□住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード

期限

●マイナンバーカードの返納

　相続などの手続きで、亡くなられた方のマイナンバー（個人番号）を求められる場合

がありますので、それぞれの手続きが終了するまで、お手元に保管しておくことをおす

すめします。すべてのお手続きが終了しましたら、窓口に返納ください。

市民課　市民窓口係

☎０７４８－６９－２１３７

①印鑑登録をしている

担当課

手続き・持ち物

②住民基本台帳カード・マイナンバーカードを持っている

手続き・持ち物

担当課



健康保険
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●被保険者証、各種認定証の返納

　□被保険者証、各種認定証（対象者のみ）

●葬祭費の支給申請

　□喪主の方の預金通帳またはキャッシュカード

　□喪主であることがわかるもの

　　（葬儀の領収書や会葬御礼はがきなど）

●被保険者証等の返納…速やかに

●葬祭費の支給申請…葬祭を行った日の翌日から起算して２年以内

保険年金課　国保年金係

☎０７４８－６９－２１４０

●被保険者証、各種認定証の返納

　□被保険者証、各種認定証（対象者のみ）

●葬祭費の支給申請

　□喪主の方の預金通帳またはキャッシュカード

　□喪主であることがわかるもの

　　（葬儀の領収書や会葬御礼はがきなど）

●保険料の還付申請

　□申請者（相続人代表者または故人の世帯主）の預金通帳またはキャッシュカード

●高額療養費等の支給申請および振込口座の変更

　□申請者（相続人代表者）の預金通帳またはキャッシュカード

●被保険者証の返納…速やかに

●葬祭費の支給申請…葬祭を行った日の翌日から起算して２年以内

●保険料の還付申請…還付通知送付日の翌日から起算して２年以内

●高額療養費等の支給申請および振込口座の変更

　　　　　　　　　…診療を受けた月の翌月１日から起算して２年以内

保険年金課　後期高齢者医療係

☎０７４８－６９－２１４２

③国民健康保険に加入している

④後期高齢者医療保険に加入している

手続き・持ち物

期限

担当課

手続き・持ち物

期限

担当課



福祉医療

年金
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●福祉医療費受給券・助成券の返納

　□受給券・助成券

期限 ●速やかに

保険年金課　後期高齢者医療係

☎０７４８－６９－２１４２

⑦福祉医療費助成（マル福）を受給している

手続き・持ち物

担当課

●死亡一時金、遺族年金、寡婦年金の請求

●死亡一時金、遺族年金、寡婦年金の請求…速やかに

（時効の期限）

死亡一時金…２年

遺族基礎・遺族厚生年金…５年

寡婦年金の請求…５年

保険年金課　国保年金係　☎０７４８－６９－２１４０

日本年金機構草津年金事務所お客様相談室　☎０７７－５６７－１３１１

●年金受給者死亡の届出、未支給年金の請求

●年金受給者死亡届出、未支給年金の請求…速やかに

（時効の期限）

未支給分の申請…５年

保険年金課　国保年金係　☎０７４８－６９－２１４０

日本年金機構草津年金事務所お客様相談室　☎０７７－５６７－１３１１

手続き・持ち物

※受給要件に該当する遺族の方は遺族年金を請求できる場合があります。年金の種別

によっては、市の窓口で手続きできません。手続きに必要な持ち物や請求できる方、

請求窓口については、後日郵便で案内します。お急ぎの場合は電話でお問い合わせく

ださい。

期限

担当課・受付窓口

⑤国民年金に加入している（受給開始前）

⑥国民年金を受給している

　※遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金）、死亡一時金、寡婦年金等の請求ができ

る場合があります。故人により該当する制度が異なります。制度によっては市の窓口で

手続きできません。手続きに必要な持ち物や請求できる方、請求窓口については、後日

郵便で案内します。お急ぎの場合は電話でお問い合わせください。

期限

担当課・受付窓口

手続き・持ち物



介護保険
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高齢者

●介護保険資格喪失の届出、介護保険証の返納

　□被保険者証

●介護保険にかかる振込先口座変更の届出

　□法定相続人の方の預金通帳またはキャッシュカード

●介護保険関係書類の送付先変更の届出

●介護保険関係各種証の返納（お持ちの場合のみ）

　□介護保険負担割合証、負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

期限
●被保険者証の返納…亡くなる前に利用されていた介護サービスの精算が終わりしだい

速やかに

長寿福祉課　介護保険係

☎０７４８－６９－２１６６

⑧６５歳以上または介護認定を受けている

手続き・持ち物

担当課

●廃止の届出および機器の返却

　□機器本体およびペンダントの返却

※ご家族で機器本体の取り外しができるようであれば、取り外して窓口へ持参くださ

い。取り外しが難しい場合は業者を手配しますので下記担当課までご連絡ください。

※ペンダントは機器本体とセットで貸与しております。紛失された場合は下記までご

連絡ください。

期限 ●届出および機器の返却…速やかに

長寿福祉課　高齢者支援係

☎０７４８－６９－２１６４

●介護用品購入費助成事業

　□利用資格喪失の届出、助成券の返納

●寝たきり高齢者等介護激励金支給事業・徘徊高齢者家族支援サービス事業（GPS

利用助成）　　

　□利用資格喪失の届出

●介護認定者福祉車両運賃助成事業・移送サービス事業・訪問理美容サービス助成

事業

　□助成券の返納

期限 ●届出、助成券の返納…速やかに

長寿福祉課　高齢者支援係

☎０７４８－６９－２１６４

手続き・持ち物

担当課

手続き・持ち物

担当課

⑨緊急通報システムを利用している

⑩各種高齢者支援事業を利用している



税金

バイク・農耕車
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●相続人代表者指定届出書兼現所有（代表）者申告書

●納税義務（代表）者届

　□本人確認書類

　□印鑑（認印）

期限 ●速やかに

税務課　市民税係　

☎０７４８－６９－２１２８

●未登記家屋の名義変更

　□遺産分割協議書の写し（相続の場合）

　□売買契約書の写し（売買の場合）

※相続登記は法務局で手続きが必要です。

期限 ●速やかに

税務課　資産税係

☎０７４８－６９－２１２９

担当課

⑪市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税等を納めている

担当課

手続き・持ち物

⑫市内に固定資産（土地・家屋）を所有している

手続き・持ち物

●廃車もしくは名義変更

　□来庁される方の本人確認書類

　□手続きいただく方が死亡者と別世帯であり、納税管理人・相続人代表者以外の

　　場合は、納税管理人・相続人代表者の委任状

　□ナンバープレート（廃車の場合）

　　※ナンバープレートを紛失されている場合は弁償金をいただきます。

期限 ●速やかに

税務課　市民税係

☎０７４８－６９－２１２８

手続き・持ち物

担当課

⑬５０～１２５ｃｃの原付バイクや農耕車を所有している



障がい
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●自立支援医療受給者証（更生・育成医療）の返納

　□自立支援医療受給者証（更生・育成医療）

期限 ●速やかに

障がい福祉課　自立支援係

☎０７４８－６９－２１６１

●自立支援医療受給者証（精神通院）の返納

　□自立支援医療受給者証（精神通院）

　□自立支援医療受給者証返納届（精神通院）

期限 ●速やかに

障がい福祉課　相談支援係

☎０７４８－６９－２１６２

●特別障害者手当、障害児福祉手当資格喪失の届出

　□受給資格者死亡届

　□印鑑（認印）

●未払い金がある場合

　□未支払特別障害者手当等請求書

　□未払い金交付請求者の口座の通帳

※手当未支払金の交付請求ができるのは、死亡当時に受給者本人と生計を同じくして

いた方であって、優先順位は原則として（1）配偶者（2）子（3）父母（4）孫（5）祖

父母または兄弟姉妹です。

期限 ●速やかに

障がい福祉課　自立支援係

☎０７４８－６９－２１６１

●各種障害者手帳の返納

　□障害者手帳

　□印鑑（認印）

　□申請書

期限 ●速やかに

障がい福祉課　自立支援係

☎０７４８－６９－２１６１

⑭自立支援医療受給者証の交付を受けている(更生・育成医療）

⑮自立支援医療受給者証の交付を受けている（精神通院）

担当課

手続き・持ち物

⑯特別障害者手当、障害児福祉手当等を受給している

⑰身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有している

手続き・持ち物

担当課

手続き・持ち物

担当課

手続き・持ち物

担当課



障がい
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受給者が亡くなられた場合

　●受給者死亡の届出および未支払手当の請求

　□特別児童扶養手当証書

　□児童の通帳またはキャッシュカード

　□受給者の除籍謄本

　□届出者の本人確認書類

　●これから児童を養育する方の新規認定請求

　※お問い合わせください

児童が亡くなられた場合

　●資格喪失または額改定の届出

　□特別児童扶養手当証書

　□届出者の本人確認書類

　※受給状況により必要な手続きが異なる場合があります。

期限 ●亡くなられた日の翌日から１４日以内

子育て政策課　子育て政策係

☎０７４８－６９－２１７６

手続き・持ち物

担当課

⑱特別児童扶養手当の受給者または支給対象児童である



子ども
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受給者が亡くなられた場合

　●未支払手当の請求

　□児童の通帳またはキャッシュカード

　●これから児童を養育する方の新規認定請求

　□請求者の通帳またはキャッシュカード

　□請求者の本人確認書類

　□請求者の番号確認書類

　□請求者の健康保険証

児童が亡くなられた場合

　●資格喪失または額改定の届出

　□届出者の本人確認書類

　※受給状況により必要な手続きが異なる場合があります。

期限 ●亡くなられた日の翌日から１５日以内

子育て政策課　子育て政策係

☎０７４８－６９－２１７６

受給者が亡くなられた場合

　●受給者死亡の届出および未支払手当の請求

　□児童扶養手当証書

　□児童の通帳またはキャッシュカード

　□受給者の除籍謄本

　□届出者の本人確認書類

児童が亡くなられた場合

　●資格喪失または額改定の届出

　□児童扶養手当証書

　□児童の除籍謄本

　□届出者の本人確認書類

　※受給状況により必要な手続きが異なる場合があります。

期限 ●亡くなられた日の翌日から１４日以内

子育て政策課　子育て政策係

☎０７４８－６９－２１７６

⑲児童手当の受給者または支給対象児童である

手続き・持ち物

手続き・持ち物

担当課

⑳児童扶養手当の受給者または支給対象児童である

担当課



上下水道
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●使用契約者の変更

　上下水道料金お客様センターに「水道名義変更届」を新たな使用者が記入して提出

●料金支払方法の変更

　・使用者を変更するが口座引落し先に変更がない場合は、「水道名義変更届」支払

　　い方法欄の口座振替　引継ぎに〇をつけ提出

　・使用者を変更し、かつ口座引落し先も変更する場合は、「水道名義変更届」を提

　　出したうえで、金融機関に「甲賀市税等口座振替申込書」を提出

●使用休止等の連絡

　上下水道料金お客様センターに「水道閉栓届」を提出

※下水道を使用されている方については、上水道の手続きをもって下水道も同様の扱

いとさせていただきます。

　※上記の手続きについてのお問い合わせ先は、甲賀市上下水道料金お客様センター

　☎０７４８－６９－２２２４、FAX０７４８－６９－２２９７

期限 ●変更が生じた場合は速やかに

上下水道総務課　料金管理係

☎０７４８－６９－２２２３
担当課

㉑上下水道契約者である

手続き・持ち物



公営住宅
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●名義人の変更

①市営住宅入居承継承認申請書

②市営住宅入居者家族異動届

③市営住宅入居誓約書

④緊急連絡先届

⑤課税あるいは非課税証明書（18歳以上の入居者全員分）

⑥税の滞納が無いことの証明書

⑦市営住宅駐車場明渡届（駐車場の使用契約をされている方が駐車場を使用しなくな

る時）

※上記⑤以外の様式は、住宅建築課窓口でお渡しします。

※書類の審査結果によっては、承継できない場合があります。

承継ができていない状態で市営住宅に住み続けると、退去明渡の対象となる場合があ

ります。

期限 ●名義人の死亡や転出後速やかに

住宅建築課　公営住宅係

☎０７４８－６９－２２１２

●退去の手続き

　様式は、住宅建築課窓口でお渡しします。

　①市営住宅退去届

　②残存家財等処分に対する同意書

　③市営住宅使用料・敷金還付振込み依頼書

　④市営住宅駐車場明渡届（駐車場の使用契約をされている方が駐車場を使用しなく

　　なる時）

※書類提出後、住宅内の片づけを行い、室内には何もない状態にしてください。

※職員と退去者で宅内の確認検査を行い、カギを返却してください。

※住宅のカギが返却された日が退去日となり、家賃はこの日までかかります。（駐車

場を契約されている方は、駐車料も同様。）

※退去に際して必要な事項は、事前に連絡をいただいた時に詳細について説明を行い

ます。

●書類の提出は、退去前に提出してください。

●退去を決めてから、概ね３か月から半年程度。

　ただし、退去確認するまで、家賃はかかり続けます。

住宅建築課　公営住宅係

☎０７４８－６９－２２１２

担当課

期限

担当課

手続き・持ち物

手続き・持ち物

㉒市営住宅に入居している　→継承する場合

㉓市営住宅に入居している　→退去する場合



公営住宅
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●家族の異動（名義人以外の家族の死亡・転出・出生などの異動）

　以下様式は、住宅建築課窓口でお渡しします。

　①市営住宅入居者家族異動届

　②市営住宅減免申請書

※市営住宅の家賃額は、入居者の人数によって変動することがあります。

ただし、入居世帯の状況によっては、家族数が減っても家賃額が変動しないこともあ

りますので、必ず減額されるとは限りません。

期限 ●入居家族の転出・死亡・出生後、速やかに

住宅建築課　公営住宅係

☎０７４８－６９－２２１２

●住宅名義人が亡くなられて、今後居住者がおられない場合

　・改良住宅退去届

●住宅名義人が亡くなられて、同居者が新たに名義人になる場合

　・改良住宅入居承継承認申請書

●住宅名義人でない入居者が亡くなられた場合

　・改良住宅入居者異動届

●退去：退去の３０日前まで

●承継：お亡くなりになった日から１５日以内

●異動：速やかに

人権推進課　人権政策係

☎０７４８－６９－２１４８

手続き・持ち物

担当課

手続き・持ち物

期限

担当課

㉔市営住宅に入居している　→名義人以外の家族であった場合

㉕改良住宅に入居している



音声放送端末機

犬

浄化槽
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●世帯主が変わる場合

　音声放送端末機の利用者変更

　※音声放送端末機を取り外す場合には、事前に情報政策課へご相談ください。

情報政策課　情報基盤整備推進係

☎０７４８－６９－２１１２

㉖音声放送端末機を設置している

手続き・持ち物

担当課

●犬の登録事項変更の届出

　□犬鑑札

　□愛犬カード

期限 ●新所有者になった日から３０日以内

生活環境課　環境政策係

☎０７４８－６９－２１４４

手続き・持ち物

㉗犬を飼っている

担当課

●浄化槽管理者の変更

　□浄化槽管理者変更報告書（２部）

　※浄化槽を使用しない場合は、別の手続きが必要です。

期限 ●変更があった日から３０日以内

下水道課　計画普及係

☎０７４８－６９－２２２８
担当課

㉘浄化槽管理者である

手続き・持ち物



農地
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●農地の相続等の届出

　□農地法第３条の３第１項の規定による届出書

　□位置図（S＝１：２，５００程度）

　□登記事項証明書の写しまたは登記完了書の写し

　　（相続による権利の取得を証明する書類）

期限 ●権利を取得したことを知った時点から１０か月以内

甲賀市農業委員会事務局　農地係

☎０７４８－６９－２２６３

●農業者年金死亡届

　□農業者年金被保険者証または農業者年金証書

　　（紛失の場合は申し出ください）

　□亡くなられた方の死亡日を明らかにすることができる書類

　　（戸籍謄本・住民票（除票）など）

　□窓口に来られた方の本人確認ができるもの

　　（運転免許証・マイナンバーカードなど）

※未支給年金や、死亡一時金が請求できる場合、請求できる方によって必要な書類が

異なります。

期限 ●１０日以内に住所地のＪＡを経由して農業者年金基金へ提出してください。

最寄りのＪＡ各支店

または農業委員会事務局　農政係　☎０７４８－６９－２２６２
担当課

㉚農業者年金を受給している

担当課

手続き・持ち物

㉙農地を所有している

手続き・持ち物



コミュニティバス・コミュニティタクシー

森林
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●森林を相続した場合

　□森林の土地の所有者届出書

　□その森林の土地の位置を示す地図・図面

　　（任意の地図等に大まかな位置を記入してください）

　□その森林の土地の登記事項証明書（写しでも可）、相続分割協議の目録など土

　　地の権利を取得したことが分かる書類

　※届出をしない場合、１０万円以下の過料が科されることがあります。

●所有者となった日から９０日以内

（相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から９０日以内に、

法定相続人の共有物として届出が必要）

林業振興課　林業振興係

☎０７４８－６９－２１９７

期限

㉛森林を所有している

担当課

手続き・持ち物

●無料乗車券の返納

　□無料乗車券

　□無料乗車券利用者証明書

期限 ●速やかに

公共交通推進課

☎０７４８－６９－２２１５
担当課

㉜無料乗車券を保有している方

手続き・持ち物



③市役所以外での主な手続き一覧
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手続きの種類 主な手続き 問い合わせ先

生命保険
死亡保険金の請求・入院給

付金の請求等
加入している生命保険会社

預貯金口座 口座凍結解除手続き 各金融機関等

株式等 名義変更 各証券会社等

遺言書 検認・開封
大津家庭裁判所　家事受付係

☎０７７－５０３－８１５１

固定電話・携帯電話 契約継承・解約 各契約会社等

インターネット・ケーブルテレビ 名義変更・解約 各契約会社等

ＮＨＫ受信料 名義変更・解約 ☎０１２０－１５１５１５

電気・ガス料金等 名義変更・解約 各契約会社等

新聞の購読 名義変更・解約 各新聞販売店

運転免許証 返納

甲賀警察署

甲賀市水口町水口６０２６

☎０７４８－６２－４１５５

在留カード・特別永住者証明書 返納
出入国在留管理庁

☎０３－３５８０－４１１１

軽自動車 名義変更・廃車等

軽自動車検査協会　滋賀事務所

守山市木浜町２２９８番地３

☎０５０－３８１６－１８４３

普通自動車 税金に関する手続き

滋賀県自動車税事務所

守山市木浜町２２９８番地２

☎０７７－５８５－７２８８

普通自動車 名義変更・廃車等

近畿運輸局　滋賀運輸支局

守山市木浜町２２９８番地５

☎０５０－５５４０－２０６４

バイク（１２５ｃｃ超） 名義変更・廃車等

近畿運輸局　滋賀運輸支局

守山市木浜町２２９８番地５

☎０５０－５５４０－２０６４

パスポート 返納

滋賀県パスポートセンター

大津市におの浜一丁目１番２０号

☎０７７－５２７－３３２３

クレジットカード 解約 各契約会社等

不動産登記関係 土地・家屋等相続登記

大津地方法務局 甲賀支局

甲賀市水口町水口5655

☎0748-62-0259

国税関係（相続税・所得税・消費

税）

相続税・所得税・消費税申

告

水口税務署

甲賀市水口町水口5587-3

☎0748-62-0314

国債を所有していた方 記名変更・償還金受領
償還金支払い場所または証券保険証

書に記載の郵便局

特別弔慰金国庫債券受領者 記名変更・相続人受領 償還金支払い場所（郵便局）

恩給受給者 失権届出
総務省　政策統括官（恩給担当）

☎０３－５２７３－１４００

援護年金受給者 失権届出

厚生労働省　社会・援護局

援護・業務課

☎０３－５２５３－１１１１



その他の参考資料
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亡くなられた方の戸籍・住民票等について 

◆ 死亡届後、死亡の記載が反映されるまで約１週間程度かかります。 

  他の市区町村へ届け出された場合は、約２週間程度かかります。 

 （届書の内容によって日数は前後します。ご了承ください。） 

◆ 住民票除票や除籍謄本はコンビニでは発行できません。 

 

共通事項 

① 住民票の写しや戸籍謄本等の請求時には、請求者（窓口に来られる方）の本人確認が必要です。公的

機関が発行した顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。 

（運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど） 

② 亡くなられた方と請求者の続柄が、甲賀市の戸籍で確認できない場合は、相続人や利害関係人である

ことがわかる書類（戸籍謄本等）の提示が必要です。 

③ 代理人からの請求の際には、委任状が必要です。 

 

住民票（除票） 

  ・ 亡くなられた方の住民票除票に、マイナンバー(個人番号)と住民票コードの表示はできません。 

・ 請求できる方は、相続人および利害関係人で、正当な理由（使用目的）がある方です。 

・ 記載する事項（本籍、続柄等）は、あらかじめ提出先にご確認ください。 

 

戸籍謄本等 

・ 戸籍は本籍地のある市区町村でしか発行できません。本籍地が甲賀市以外の場合は本籍地の市 

区町村へ請求してください。 

・ 請求できる方は、配偶者、直系血族（親、子、孫など）です。 

・ 出生から死亡までの間のどの部分が必要か、あらかじめ提出先にご確認ください。 

例：「出生から死亡までの連続した戸籍」「死亡の記載のある戸籍」など 

 

死亡届の写し 

  ・ 特別な理由がある場合（法令で認められた使用目的）のみ請求できます。 

遺族年金、郵便局の簡易生命保険金（民営化前の契約で保険金額が 100 万円を超えるもの）

の請求など 

  ・ 請求できる方は、利害関係者で保険金受取人となる方です。 

  ・ 年金証書、簡易生命保険証書などの提示が必要です。 

  ・ 市役所で交付できる期間は、届出月の翌月 15 日ごろまでです。 

  ・ 会社への提出、民間の保険会社の手続きのための交付はできません。 

    医療機関へ死亡診断書をご請求ください。 

  

【お問い合わせ】 市民課   ☎ ： ０７４８－６９－２１３８   

FAX ： ０７４８－６５－６３３８ 

Mail ： koka10201000@city.koka.lg.jp 



その他の参考資料
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空き家を相続される方へ 

個人の財産である建物や土地は、たとえ登記の手続きがされていなくても、相続人が責任をもって適正に

管理する義務があります。名義が変更されていないと売買や賃貸をする際に、契約ができないため、速やか

に登記手続きを行いましょう。 

また、建物は、使わないと想像以上に早く傷んでしまいます。 

瓦や外壁の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりするなどして、他人が怪我をしたり、家や車に被害が

及んだりした場合、損害賠償を問われる可能性がありますので、定期的に風通しや補修するなどの管理をお

願いします。 

甲賀市では、空き家所有者と空き家の活用希望者とのマッチングを進める甲賀市空き家バンク制度があり

ますので、お気軽にご相談ください。 

 

 

【相談窓口】 住宅建築課 空家対策室  ☎ : ０７４８－６９－２２１４ 

FAX : ０７４８－６３－４６０１ 

Mail : koka10405000@city.koka.lg.jp 

ごみの処理（持込）について 

 〇燃えないごみ（燃えない粗大ごみ、資源ごみ） 

  エコステーション（３か所）、不燃物処理場（５か所）がありますので、分別してお持ち込みくださ

い。各施設によって搬入できる品目が異なります。 

施  設  名 住    所 電 話 番 号 

水口エコステーション 水口町伴中山２３６番地１  ０７４８－６５－０１２３ 

甲南・甲賀エコステーション 甲南町野尻４６０番地１７ ０７４８－８６－２６０１ 

信楽エコステーション 信楽町勅旨１９８２番地１ ０７４８－８３－１１９８ 

水口不燃物処理場 水口町水口６５０３番地１ ０７４８－６３－３９５３ 

土山不燃物処理場 土山町南土山甲９７６番地１ ０７４８－６６－１１４０ 

甲賀不燃物処理場 甲賀町上野１２７番地 ０７４８－８８－２３９２ 

甲南不燃物処理場 甲南町竜法師１８０６番地 ０７４８－８６－５１９５ 

信楽不燃物処理場 信楽町長野１４２３番地８ ０７４８－８２－３３８１ 

             

 〇燃えるごみ 

  甲賀広域行政組合衛生センターに搬入してください。 

  大型燃えるごみの搬入には、前日までに申し込みが必要です。詳しくは、衛生センターへお問い合わ

せください。 

 

                                              【お問い合わせ】 甲賀広域行政組合衛生センター  

甲賀市水口町水口６６７７番地   

☎０７４８－６２－５４５４ 
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家系図（３親等内の親族）
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メモ欄
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