
おくやみハンドブック 
 

～ご不幸があった時のお手続きについて～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おくやみコーナー」は原則予約制です。 

事前に予約のお電話をお願いいたします。 

※特に月曜日の午前中は大変込み合います。 

 

 

「おくやみコーナー」があなたのお手伝いをいたします。 

 

「おくやみコーナー」では、亡くなられた方に関する必要なお手続きやお持ちい

ただくものを、市役所に来られる前に事前にお調べします。 

お調べするには事前にお電話が必要です。詳しくは裏面をご覧ください。 

 

延岡市役所 1階   

【０９８２－２２－７０１５】（市民課付おくやみコーナー） 

 

 

「おくやみコーナー」のご案内 

◆ お葬式が終わった後に 

「どんな手続をすればいいのかわからない」と不安なご遺族様へ ◆ 



延岡市くらしの手続きガイド 検索 

☆ご利用ください。『くらしの手続きガイド』      

ライフイベント（転居・死亡・出生など）に係る諸手続きが必要な際、スマート

フォンやパソコンなどを使い、目的に応じてガイド画面上で項目を選択したり・質

問に回答したりすることで、市役所へ行く前に必要な手続き方法、手続する場所、

持参する物などが一覧表で確認することができます。 

  

 

 

 

 

 

「おくやみコーナー」があなたのお手伝いをいたします。 

 

【おくやみコーナーのご利用方法】 

① 「おくやみコーナー」に電話で受付の予約をします。 

② 担当者が、亡くなられた方に関する必要なお手続きやお持ちいただくものを事前に

お調べして、おり返しご連絡いたします。 

③ 予約日時に必要なものをお持ちの上「おくやみコーナー」へおいでください。 

④ 担当者が手続の一覧表と必要な申請書類などをご用意してお渡しします。 

（住所などを何度も記入する必要がありません。） 

⑤ もれなくスムーズに各課を回ってお手続きができます。 

 

【ご注意ください】 

※受付の進み具合によっては多少お待たせすることがあります。 

※事前予約が無くてもご案内はできますが、確認等にお時間がかかります。 

 

延岡市役所 1階（延岡市東本小路２-１）   

【０９８２－２２－７０１５】（市民課付おくやみコーナー） 

 

「おくやみコーナー」のご案内 



延　岡　市　役　所 
令和４年３月発行

届出(問合せ)先 届出期間等

【市民課】 □ 死亡届 ○死亡した日、または死亡の事実を知った日か
　℡　：２２－７０１５   ら７日以内に届け出てください。
　場所：延岡市役所１階 ※通常、遺族に代わり、葬儀業者

　提出します。
○死亡者が世帯主の場合は世帯主変更の手続き
　も必要な場合があります。

　

【北方総合支所市民サービス課】 □ 死亡届 ○死亡した日、または死亡の事実を知った日か
　℡：４７－３６０１ 　ら７日以内に届け出て下さい。
【北浦総合支所市民サービス課】 ※通常、遺族に代わり、葬儀業者
　℡：４５－４２２８ 　提出します。 ○死亡者が世帯主の場合は世帯主変更の手続き
【北川総合支所市民サービス課】   も必要な場合があります。
　℡：４６－５０１２

□ その他死亡後の届出に必要な公的
証書
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・国民年金手帳（または証書）
※詳細は次項以降の各届出欄を確
してください。

【東海支所】 □ 死亡届 ○死亡した日、または死亡の事実を知った日か
　℡：２１－２４４０ 　ら７日以内に届け出て下さい。
【伊形支所】 ※通常、遺族に代わり、葬儀業者
　℡：３７－０００７ 　提出します。 ○死亡者が世帯主の場合は世帯主変更の手続き
【島浦支所】   も必要な場合があります。
　℡：４３－０７２３

ご不幸があった時のお手続きについて
～延岡市役所でお手続きいただくもの～

□　死亡届
必要なもの

※証明書の取得など手続きによっては窓口で本人確認が必要な場合があります。
　窓口に来られる方の運転免許証等の身分証明書・認印をお持ちください。
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届出(問合せ)先 届出期間等

①受給者死亡の場合 □ 年金証書 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【市民課国民年金係】 □ 全部事項証明書（戸籍謄本） 　※届出が遅れ、年金を受け取りすぎると、後日
　℡  ：２２－７０３６ □ 住民票 　   お返しいただくことになりますので、ご注意
　場所：延岡市役所１階 □ 請求者の通帳 　   下さい。
　（各総合支所市民サービス課 □ 請求者の個人番号がわかるもの
　　でも手続可能）                                          など ○手続き内容により必要な書類が異なります。

　事前にお問合せ下さい。

②加入者死亡の場合  
【市民課国民年金係】 ※ 遺族が発生する場合は、上記の
　℡  ：２２－７０３６ ○平成19年10月より証明書の呼び名が
　場所：延岡市役所１階 □ 所得証明書    変わりました。
　（各総合支所市民サービス課 □ 死亡診断書の写し    ・戸籍抄本→個人事項証明書
　　でも手続可能）    ・戸籍謄本→全部事項証明書

※ 年金手続きの際、請求者の個人番
号を請求書に記入することにより、

③厚生年金や共済年金加入者 住民票・所得証明書が不要となり
   に扶養されている配偶者が ます。
   死亡した場合
【加入者の勤務先】

届出(問合せ)先 届出期間等

国民健康保険 □ 保険証（ご本人、ご家族） ○死亡した日から14日以内に届け出て下さい。
後期高齢者医療 ※ 死亡に伴い内容の変更が必要
【国民健康保険課】 となる場合があります
　℡  ：２２－７０５７ □ 葬祭を行った方の預金通帳
　場所：延岡市役所１階 □ 届出人の顔写真付の本人確認書類
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

届出(問合せ)先 届出期間等

介護保険 □ 介護保険被保険者証 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【介護保険課】 □ 印鑑
　℡  ：２２－７０５８ □ 通帳　　　　　　　　　　など ○手続き内容により必要な物が異なります。
　場所：延岡市役所１階   事前に介護保険課へお問合せ下さい。
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能） ○各総合支所の連絡先は、１ページをご参照

　ください。

□　国民年金
必要なもの

＜条件により手続が異なるため、事前に国民年金係へお問い合わせ下さい。＞

　  ものに加え以下の書類も必要。

□　健康保険
必要なもの

□　介護保険
必要なもの
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届出(問合せ)先 届出期間等

身体障害者手帳 □ 手帳 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳 ○手続き内容により必要な物が異なります。
【障がい福祉課】   事前に障がい福祉課へお問合せ下さい。
　℡  ：２２－７０５９    
　場所：延岡市役所１階 □ 印鑑（その他の手続きに必要）
　（各総合支所市民サービス課 ○各総合支所の連絡先は、１ページをご参照
　　でも手続可能） 　ください。

重度心身障がい者（児）医療費助成 □ 受給者証
【障がい福祉課】 □ 印鑑
　℡ ：２２－７０５９ □ 通帳
　場所：延岡市役所１階 　　　　　　　　　　　　　　　　など
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

特別児童扶養手当
特別障害者手当 □ 証書（特児手当）
障害児福祉手当 □ 死亡したことのわかるもの（特児手当）
福祉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　など
【障がい福祉課】
　℡ ：２２－７０５９
　場所：延岡市役所１階
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

障がい福祉サービス □ 受給者証
【障がい福祉課】 □ 印鑑
　℡ ：２２－７０５９
　場所：延岡市役所１階
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

届出(問合せ)先 届出期間等

児童手当 □ （請求者の）通帳またはキャッシュカード ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
児童扶養手当 など
【おやこ保健福祉課】 ○手続き内容により必要な物が異なります。
　℡  ：２０-７２０２   事前におやこ保健福祉課へお問合せ下さい。
　場所：延岡市役所２階    
　（各総合支所市民サービス課 ○各総合支所の連絡先は、１ページをご参照
　　でも手続可能） 　ください。

子ども医療費助成 □ 受給資格証
【おやこ保健福祉課】 □ 印鑑　　　　　　　　　　　　　など
　℡  ：２０-７２０２
　場所：延岡市役所２階
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

ひとり親家庭等医療費助成 □ 受給資格証
【おやこ保健福祉課】 □ 印鑑　　　　　　　　　　　　　など
　℡  ：２０-７２０２
　場所：延岡市役所２階
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

□　児童福祉
必要なもの

□　障がい福祉
必要なもの
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届出(問合せ)先 届出期間等

固定資産税 □ 印鑑　　　　　　　　　　　　　など ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【資産税課】
　℡  ：２２－７０４３ ※ 相続人代表者（納税義務者）の ○国民健康保険税については１階窓口での
　場所：延岡市役所２階 申告が必要です。   手続きとなります。
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能） ○手続き内容により必要な物が異なります。

  事前に各課へお問合せ下さい。
市・県民税 ※ 亡くなった方に課税がある場合、
【市民税課】 相続人代表者（市が納付書等を ○各総合支所の連絡先は、１ページをご参照
　℡  ：２２－７０１２ 発送する方）について説明します。 　ください。
　場所：延岡市役所２階
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

口座振替の名義変更（市税） □ 通帳
【納税課】 □ 印鑑(口座の届出印）　　　など
　℡  ：２２－７０１１
　場所：延岡市役所２階
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

届出(問合せ)先 届出期間等

二輪車（１２５ｃｃまで） □ ナンバープレート ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【市民税課】 ※ 廃車する場合のみ
　℡  ：２２－７０６５ ○手続き内容により必要な物が異なります。
　場所：延岡市役所２階   事前に市民税課へお問合せ下さい。
　（各総合支所市民サービス課
　　でも手続可能）

届出(問合せ)先 届出期間等

犬の登録事項変更届出書 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【生活環境課】     犬の所有者変更が必要です。
　℡  ：２２-７００１
　場所：延岡市役所３階 ○既に犬が死亡していた場合は犬の死亡届出書の
　（各総合支所市民サービス課    提出が必要です。
　　でも手続可能） 　　

○譲渡や転出などで飼い犬がおらず、届出書を
   提出していない場合はご連絡ください。

○各総合支所の連絡先は、１ページをご参照
　 ください。

届出(問合せ)先 届出期間等

墓地使用権承継申請書 □ 届出人の印鑑 ○死亡した日から2年以内に届け出てください。
【生活環境課】     市営墓地を使用していた場合、墓地使用権利の
　℡  ：２２-７００１     承継手続きが必要です。
　場所：延岡市役所３階

○届出様式は、延岡市のホームページから
    ダウンロードできます。

□　税金
必要なもの

□　バイク
必要なもの

□　飼い犬
必要なもの

□　市営墓地
必要なもの
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届出(問合せ)先 届出期間等

森林の土地の所有者届 □ 届出人の印鑑 ○死亡した日から90日以内に届け出が
【林務課】 □ 土地の位置を示す地図   必要です。
　℡  ：２２-７０１９ □ 土地の登記事項証明書、その他届
　場所：延岡市役所３階 の原因を証明する書面 ○届出様式は、延岡市のホームページから

  ダウンロードできます。

届出(問合せ)先 届出期間等

農地の相続後の届出 □ 届出人の印鑑 〇農地の相続人が決定し、法務局にて
【農業委員会事務局】 □ 権利を取得した農地等の所在、地 　相続の登記が終わりましたら
　℡  ：２２－７０２８ 番及び面積の確認できる書面 　農業委員会事務局に届出をして下さい。
　場所：延岡市役所３階 ※ 届出者が市外在住の場合、住民票

等、住所を確認できる書面 〇届出は出来るだけ速やかにお願いします。

届出(問合せ)先 届出期間等

国・県・市指定文化財所有者の変更 □ 届出人の印鑑 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【教育委員会文化財・市史編さん課】 □ 権利を取得した文化財が分かる物
　℡  ：２２－７０４７ □ 権利を取得したことが確認できる書類
　場所：延岡市役所南別館２階

   

届出(問合せ)先 届出期間等
水道料金・下水道使用料 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【上下水道局料金センター】 ○名義変更が必要です。
　℡  ：２１-６４４１ ○口座引き落としの変更があれば、併せて

  手続して下さい。
地下水を利用されている場合
【上下水道局下水道課】 ○地下水を利用している場合、人数変更の届出を
　℡  ：２２-７０２４ 　お願いします。
　場所：本小路７７－１

□　林業
必要なもの

□　農地
必要なもの

□　指定文化財
必要なもの

□　上下水道
必要なもの
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届出(問合せ)先 届出期間等

社会保険 □ 保険証 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【勤務先】 □ 全部事項証明書（戸籍謄本）

（埋火葬許可証のコピー等） ○手続き内容により必要な物が異なります。
□ 印鑑　　　　　　　　　　　　　など   事前にお勤め先へお問合せ下さい。

共済保険 □ 保険証（共済組合員証）
【勤務先】 □ 印鑑　　　　　　　　　　　　　など

届出(問合せ)先 届出期間等

労災保険 □ 死亡診断書 ○労災保険の葬祭料（葬祭給付）の請求は２年
【延岡労働基準監督署】 □ 全部事項証明書（戸籍謄本） 　以内、遺族（補償）給付の請求は５年以内に
　℡  ：３４－３３３１ □ 印鑑　　　　　　　　　　　　　など 　届出が必要です。
　場所：大貫町1丁目2885-1

※ 勤務先の証明が必要ですので、 ○雇用保険は10日以内に届け出が必要です。
勤務先へお問い合わせ下さい。

雇用保険 □ 受給資格者証
【ハローワーク延岡】 □ 死亡診断書　　　　　　　　など
　℡  ：３２－５４３５
　場所：愛宕町2丁目2300

届出(問合せ)先 届出期間等

①受給者死亡または □ 年金証書 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
受給者の配偶者死亡の場合 □ 全部事項証明書（戸籍謄本） 　※①の場合は１0日以内にお手続きください。
【延岡年金事務所】 □ 印鑑　　　　　　　　　　　　 　届出が遅れ、年金を受け取りすぎると、後日
　℡  ：２１－５４２４ □ 住民票 　お返しいただくことになりますので、ご注意
　場所：大貫町1丁目2978-2 □ 請求者の通帳　　　　　 　ください。
　　　　　※タウンマップ④ □ 請求者の個人番号のわかるもの

など　　
②加入者死亡の場合 ※遺族が発生する場合は、上記の ○条件により手続が異なるため、事前に
【勤務先】   日本年金機構延岡年金事務所へお問合せ

□ 所得証明書   下さい。
③扶養している配偶者 □ 死亡診断書の写し
   （国民年金第3号被保険者）が
   死亡の場合 ※
【加入者の勤務先】

届出(問合せ)先 届出期間等

①受給者死亡の場合 □ 年金証書 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【各共済組合】 □ 全部事項証明書（戸籍謄本） 　※届出が遅れ、年金を受け取りすぎると、後日

□ 印鑑　　　　　　　　　　　　 　お返しいただくことになりますので、ご注意
②加入者死亡の場合 □ 住民票 　ください。
【勤務先】 □ 請求者の通帳　　　　

□ 請求者の個人番号のわかるもの ○条件により手続が異なるため、事前に
など　　

③扶養している配偶者 ※遺族が発生する場合は、上記の    各届出先へお問合せ下さい。
   （国民年金第3号被保険者）が
   死亡の場合 □ 所得証明書
【加入者の勤務先】 □ 死亡診断書の写し

※

他の機関でお手続きいただくもの
□　健康保険

必要なもの

□　労働保険
必要なもの

□　厚生年金
必要なもの

ものに加え、以下の書類も必要です。

年金手続きの際、請求者の個人番号
を請求書に記入することにより、住民
票・所得証明書が不要となります。

□　共済年金
必要なもの

ものに加え、以下の書類も必要です。

年金手続きの際、請求者の個人番号
を請求書に記入することにより、住民
票・所得証明書が不要となります。
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届出(問合せ)先 届出期間等

①被保険者死亡の場合 ①の場合 ○死亡した日から10日以内に届出が
②受給権者死亡の場合 □ 被保険者証    必要です。

　 ②の場合 　※届出が遅れ、年金を受け取りすぎると、後日
【ＪＡ延岡（総務課）】 □ 年金証書 　お返しいただくことになりますので、ご注意
　℡  ：２３－１８８０ （紛失している場合は紛失届） 　ください。
　場所：川原崎町281-1

※手続きの内容により、印鑑や 〇手続きに必要なものについては、
全部事項証明書（戸籍謄本）、 　　事前にJA延岡または延岡市農業委員会
住民票等が必要です。 　　事務局へお問合わせ下さい。

　　　農業委員会事務局　℡：２２ ― ７０２８

届出(問合せ)先 届出期間等

軍人恩給 ○速やかに恩給局へご連絡ください。
【総務省　人事・恩給局】
　℡：０３－５２７３－１４００

届出(問合せ)先 届出期間等

相続税 □ 被相続人の全部事項証明書 ○相続税は相続の開始があったことを知った日
【延岡税務署】 □ 遺言書の写し 　（通常は死亡日）の翌日から10ヶ月以内に
　℡  ：３２－３３０１ （または遺産分割協議書の写し） 　届出が必要です。
　場所：大貫町1丁目2915 □ 印鑑証明書
　　　　延岡合同庁舎１階 （相続人全員分）　　　　　など

所得税の確定申告（準確定申告） □ 申告に必要な源泉徴収票等の書類 ○確定申告は相続の開始があったことを知った日
【延岡税務署】 □ 　（通常は死亡日）の翌日から４ヶ月以内に
　℡  ：３２－３３０１ 　届出が必要です。
　場所：大貫町1丁目2915
　　　　延岡合同庁舎１階

届出(問合せ)先 届出期間等

相続登記 □ 被相続人の全部事項証明書（戸籍謄本） ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【宮崎地方法務局延岡支局】 □ 住民票の除票
　℡  ：３３－２１７９ □ 相続人の全部事項証明書（戸籍謄本） ○下記ケースにより必要な物が異なります。
　場所：大貫町1丁目2915 □ 相続人の住民票の写し　　など 　事前に法務局へお問合せ下さい。
　　　　延岡合同庁舎３階 　・法定相続分による相続

　・遺産分割協議による相続
　・遺言による相続

○未登記家屋の名義変更については、事前に資産税課へお問合せ下さい。

届出(問合せ)先 届出期間等

相続放棄 □ 全部事項証明書（戸籍謄本） ○亡くなったことを知った日から３か月以内に
【延岡家庭裁判所】  届出が必要です。
　℡  ：３２－３４５２ □ 印鑑　　　　　　　　　　　　　など
　場所：東本小路１２１ ○管轄裁判所は、被相続人の最終住所地の
　　　　（野口記念館南側）   家庭裁判所となります。また、限定承認の

  場合は、相続人全員で行うことが必要です。

○詳しくは事前に家庭裁判所へお問合せ下さい。

□　農業者年金
必要なもの

□　恩給
必要なもの

□　税金
必要なもの

相続人代表者の通帳・印鑑・通知
カード（または個人番号カード）

□　不動産
必要なもの

□　相続放棄
必要なもの
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届出(問合せ)先 届出期間等

市営・県営住宅 □ 死亡が確認できるもの ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【延岡日向宅建協同組合 ※ 全部(個人)事項証明書など
住宅管理センター】 □ 印鑑　　　　　　　　　　　　　 ○条件により手続が異なるため、事前に
　℡  ：２９－２０３２    延岡日向宅建協同組合住宅管理センターへ
　場所：日の出町２丁目１-１    お問合せ下さい。
　　　　　（JR延岡駅東側）

届出(問合せ)先 届出期間等

電気 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【九州電力延岡営業所】
　℡   ：０１２０－９８－６７０１ ○条件により手続が異なるため、事前に
　場所：東本小路９６－２   各社へお問合せ下さい。

都市ガス
【宮崎ガス延岡支店】
　℡  ：３３－４３０７
　場所：昭和町１丁目7-4

プロパンガス
【各取扱業者】

届出(問合せ)先 届出期間等

電話・携帯電話 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
【各取扱業者】
　※NTT西日本　116番 ○必要なものなど詳しいことは、事前に各社へ
　携帯電話からは   お問合せ下さい。
　℡：０８００-２０００-１１６

○口座引き落としの変更があれば、併せて
　手続きをしてください。

インターネット
【各取扱業者】

ＮＨＫ
【ＮＨＫ】
※受信契約関係フリーダイヤル
　℡：０１２０-１５１５１５

届出(問合せ)先 届出期間

預金 ○届出は出来るだけ速やかにお願いします。
　【銀行等の金融機関】
郵便貯金・簡易保険 ○必要なものなど詳しいことは、事前に各社へ
　【郵便局窓口】   お問合せ下さい。
生命保険
　【保険会社】
株式・社債・国債等
　【証券会社等】

届出(問合せ)先 届出期間

クレジットカード ○届出は速やかにお願いします。
会員カード    
　【カード会社等】 ○必要なものなど詳しいことは、事前にカード

  会社等へお問合せ下さい。

□　預貯金・保険・株式等
必要なもの

□　クレジットカード・会員カード
必要なもの

□　公営住宅
必要なもの

□　電気・ガス
必要なもの

□　電話・インターネット・ＮＨＫ
必要なもの
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届出(問合せ)先 届出期間

パスポート □ パスポート ○返却の手続きが必要です。
【延岡パスポート窓口】   手続きは速やかにお願いします。
　℡  ：３４－９６９７ □ 個人事項証明書（戸籍抄本）など　　
　場所：愛宕町２丁目 （死亡が確認できるもの）　　 ○詳しいことは、事前に延岡パスポート窓口へ
　　　（宮崎県総合庁舎内）   お問合せ下さい。

届出(問合せ)先 届出期間

軽自動車 □ 車検証 ○名義変更や廃車等の手続きが必要です。
【軽自動車検査協会　宮崎事務所】 ※二輪車（１２５ｃｃ超    手続きは速やかにお願いします。
　℡   ：０５０－３８１６－１７６０ ２５０ｃｃまで）を除く。
　場所：宮崎市大字本郷北方 ○名義変更や廃車等などケースにより必要な

　　　　　　　２７２９－４ □ 住民票   ものが違います。詳しいことは、事前に
　軽自動車検査協会 宮崎事務所 または

□ 印鑑　　　　　　　　　　　　など 　宮崎運輸支局へお問合せ下さい。

普通自動車
二輪車（１２５cc超） ○名義変更等手続が完了していない場合は
【九州運輸局 宮崎運輸支局】  　翌年度以降納税通知書が発行されません。
　℡   ：０５０－５５４０－２０８８
　場所：宮崎市大字本郷北方

　　　　　　　２７３５－３

届出(問合せ)先 届出期間

運転免許証 □ 運転免許証 ○返却の手続きが必要です。
【延岡運転免許センター】 □ 死亡診断書   手続きは速やかにお願いします。
　℡  ：３３－９９９９ （または全部事項証明書（戸籍謄本））
　場所：大貫町１丁目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　など ○必要なものなど詳しいことは、事前に
　　　　（延岡市民体育館南） 　 延岡運転免許センターへお問合せ下さい。

届出(問合せ)先 届出期間等

各種共済の名義変更・解約 □ 通帳印　など ○届出はできるだけ速やかにお願いします。

【宮崎県農業共済組合北部センター】

　℡  ：４１－０２００
　場所：吉野町１５２４－２

□　運転免許証
必要なもの

□　パスポート
必要なもの

□　農業共済
必要なもの

□　自動車・バイク
必要なもの
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＝ 農地の相続等の届出のお願い ＝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

農業委員会では、相続した農地の管理について、

自分で耕作ができない場合や売却したい場合など

農地の有効利用を行うためのご相談を受け付けて

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【農地に関するお問い合わせ】 

農業委員会事務局（延岡市役所３階） 

℡（０９８２）２２－７０２８ 

北方総合支所産業建設課 ℡４７‐３６０９ 

北浦総合支所産業建設課 ℡４５‐４２３６ 

北川総合支所産業建設課 ℡４６‐５０１５ 

※相続等届出用紙は、下記に掲載の窓口にあります。 

また、様式は市ホームページにも掲載しています。 

「農地」を相続したときは、 

 農業委員会に届出をお願いします。 

農地…登記または現況が田・畑となっている土地。 

相続後は、農地が所在する市町村の農業委員会 

への届出が必要です。 
 



延岡市総務部資産税課

１、相続登記の手続【法務局】

　〇宮崎地方法務局延岡支局：0982-33-2179

※登記されていない建物がある場合

届出書：「未登記家屋名義変更申告書」

２、相続代表者の届出【市役所資産税課】

　届出書：「固定資産相続人代表者指定届兼現所有者申告書（新規）」

～裏面もご確認ください～

　◎固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在の所有者の方（納税義務者）

に課税されます。（地方税法第359条及び第343条）

　◎所有者（納税義務者）が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相

続人がその納税義務を承継します。（地方税法第９条）

◆固定資産（土地・家屋）の所有者が死亡され

た場合の手続きについて

●土地や建物の所有者が死亡された場合には、不動産の所在地を管

轄する法務局において相続登記の手続が必要です。詳しくは法務局

へお問い合わせください。

●相続登記が完了するまでは、固定資産を現に所有する者として相

続人全員が納税義務者となります。そして、相続人の中から代表者

を決め、その代表者を資産税課へ届け出ることが必要です。

　※この届出書は、相続登記が完了するまでの間の固定資産税の納税義務者

として代表者を届出いただくものであり、相続税（税務署）や相続登記（法

務局）の手続とは関係ありません。

※死亡された方の名義で「未登記家屋」がある場合には、「未登記家屋名

義変更申告書」を資産税課へ届け出ることが必要になります。



３、相続代表者の変更届出【市役所資産税課】

　届出書：「固定資産相続人代表者指定届兼現所有者申告書（変更）」

４、送付先の変更届出【市役所資産税課】

　届出書：「納税通知書送付先変更届」

届出先・問合せ先

〒882-8686

宮崎県延岡市東本小路２番地１

延岡市総務部資産税課

電話番号：0982-22-7043

≪注意≫

死亡された方の税の証明書等が必要な場合は、申請者が相続人であることを確

認ができる書類（戸籍謄本等）が必要です。

なお、代理人が来られる場合には、証明の必要な方が相続人であることを確認

できる書類と相続人の自筆の委任状が必要です。

●死亡された方が相続代表者（現所有者）として固定資産税の納税

義務者として既に届出をされている方については、あらたな相続人

の代表者を決め、代表者の変更を資産税課へ届け出ることが必要で

す。

　※この届出書は、相続登記が完了するまでの間の固定資産税の納税義務者

として代表者を届出いただくものであり、相続税（税務署）や相続登記（法

務局）の手続とは関係ありません。

●死亡された方が納税通知書の送付先として既に届出をされている

方については、あらたな送付先人を決め、送付先の変更を資産税課

へ届け出ることが必要です。



手順

手順1

（遺言書の確認）

 手順2

（相続財産の調査）

手順3-1

（相続人の確定）

手順3-2

（相続人の確定）

手順4

②売却する ③賃貸する ④解体する

手順5 相談：司法書士 手続き：法務局

（相続登記） (0982)33-2179

(※1~※6の解説は裏面に記載しております。)

◆相続登記を行いましょう

手続き 問い合わせ先

 ご親族が亡くなられた際には、故人が所有していた不動産の把握など必要な手続き

をお願いします。（以下に簡易的にまとめた手続きを記載します。）

 延岡市でも、空き家の増加が問題となっています。

その背景にあるのは、ご親族等が亡くなられた際、物件の所有者を明

確にしないままになっていることも原因の一つとして考えられます。

 所有者を決定せずに、不動産を放置してしまうと、建物や土地の管

理が行き届きにくくなります。万が一、第三者に被害が生じた場合に

は、法定相続人に対して損害賠償を請求される恐れもあります。

所有者が決定した物件の利用方法を検討する 管理業者・不動産・解体業者

連絡先等は裏面に記載

名義変更※6を行う

遺言書の有無を確認する

①自筆証書遺言※1の場合、家庭裁判所で検認の上、内容確認

家庭裁判所※3

(0982)32-3452(延岡支部)

遺言書に相続分の指定や遺産分割方法の指定の記載が無い場合には、手順２・３の手続きも必要になります。

遺言書がある場合には、手順4・5へ

①管理する

延岡公証人役場

(0982)21-1339

（上記協議が整わない場合）

家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を申し立てする
家庭裁判所※3

②公正証書遺言※2で、自宅で見つからない場合には公証役場に

て検索し、内容を確認

◆裁判所に調整をお願いしましょう (0982)32-3452(延岡支部)

◆法定相続人同士で話し合い、相続人を決定しましょう

土地家屋名寄帳写し(課税台帳)※4を取り寄せる

◆故人が所有していた不動産資産を把握しましょう

遺産分割協議※5を行う

延岡市 市民課・納税課

(0982)22-7015(市民課)

(0982)22-7011(納税課)

司法書士又は弁護士
不動産以外の資産もある時は弁護士

不動産（土地・建物）の名義変更を忘れていませんか？

～ 動産になる前に～

延岡市 建築指導課 空家施策推進係 ☎0982-20-7170



(0982)33-8353

① 管理する時

(0982)32-4642

④ 解体する時

延岡市住まいづくり協議会
公益社団法人

延岡市シルバー人材センター

相談
除草作業・整理・片付け

等

延岡日向宅建協同組合相談

②・③売買・賃貸する時

(0982)33-8353

(0982)29-2032

延岡市住まいづくり協議会
住み替え住宅バンクの

登録

(0982)20-7170

延岡市住まいづくり協議会

延岡市 建築指導課 空家施策推進

相談

補助事業※要件有り

(0982)33-8353

宮崎県解体工事業協同組合

※6）名義変更： 2024年より土地の相続登記等が義務化される予定です。

        （正当な理由なく登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることもあります。）

※ 所有を明らかにしないまま不動産を放置すると、負動産としてご自身のご子息に

引き継ぐことになります。早めの対策をお願いいたします。

 解説
※1）自筆証書遺言：遺言者自身が全文を自筆で作成し、封書に入れたもの。

          開封する際には、家庭裁判所の検認が必要になります。

※2）公正証書遺言：公証人が依頼を受けて作成する遺言書。

※3）家庭裁判所：被相続人が亡くなられた場所の家庭裁判所にご相談ください。

※4）土地家屋名寄帳（課税台帳）：延岡市内に保有している不動産物件の一覧を見ることができます。

※5）遺産分割協議：故人が保有していた物件について、相続人間で話し合い、相続する方を決定します。

          上記協議が整わない場合に家庭裁判所にご相談ください。

解体依頼

□ 名義変更する時

(0982)30-1143

ご相談に乗ります！

宮崎県 弁護士 宮崎県 司法書士

遺産に

不動産以外

のものも

ある場合

遺産が

不動産だけ

の場合

連絡先及び検索方法



森林の土地を相続したときは届出が必要です

～森林の土地の所有者届出制度～

♦お問い合わせ♦

林務課（市役所3階） ☎（０９８２）２２－７０１９

北方総合支所（産業建設課） ☎（０９８２）４７－３６０９
北浦総合支所（産業建設課） ☎（０９８２）４５－４２３６
北川総合支所（産業建設課） ☎（０９８２）４６－５０１５

届出・ご相談は林務課の窓口までお越しください

・どのように届出を行うのですか？
森林※1の所有者となった日（被相続人が亡くなった日）から９０日以内に、相続した土地がある
市町村へ届出を行います。相続する人が決まっていない場合でも、相続開始の日から９０日以内
に民法で定められた相続人の共有物として届出をする必要があります。なお、面積の基準はあり
ませんので、面積の大小にかかわらず届出をお願いします。

※１ 届出の対象となるのは、宮崎県が策定している地域森林計画の対象となっている森林で
す。登記上の地目によらず相続した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対
象となる場合もありますのでご注意ください。

森林を相続した時は･･･

林務課へ届出をお願いします


