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■ 各種お手続きをされる前に

豊橋市では、おくやみコーナーを開設し、死亡届後の各種手続きをご案内しています。お
くやみコーナーを予約し、申請書一括入力サービスをご利用することで、各種申請書記入の
ご負担を軽減しています。

おくやみコーナーをご利用にならず直接各課の窓口でお手続きをしていただくこともでき
ます。お手続きの際はこちらのハンドブックをご活用ください。

■ 「おくやみコーナー」のご利用について

 □　設置場所　豊橋市役所　西館１階　市民課
 □　予約方法　電話にて受付をしています。
 □　連 絡 先　☎（0532）51−2276（予約は来庁日の前日までにお願いします。）
 □　受付時間　市役所開庁時間（午前８時３０分～午後５時１５分）
 □　予 約 枠　①午前９時～　　　　②午前１０時～　　　③午前１１時～
　　　　　　　 ④午後１時３０分～　⑤午後２時３０分～　⑥午後３時３０分～
　　　　　　   （土日祝休日及び１２月２９日～１月３日を除く）
※１日の予約数に限りがありますので、ご希望日に添えない場合があります。
※ 当日お越しになりましたら、市民課窓口発券機で、番号札をお取りください。④番⑤番窓

口でお呼びします。

■ 手続きに持参していただくもの

□　認印（各種届出人、喪主の方等）
□　お越しいただく方の本人確認書類
　◇　官公庁が発行した写真付きの身分証明書
　　　（マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど有効期限内のもの）
　◇　上記のものがない場合は、下記から２点
　　　（被保険者証（健康保険、介護保険）、年金手帳など）
□　預金通帳（相続人代表・喪主の方で、該当する手続きのある方）
□　各担当課の案内に記載のあるもの（亡くなられた方の受給者証、認定証など）
※　上記以外の持ち物及び亡くなられた方のものについては、各課の案内をご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ ハンドブック内の「HP 番号」の使い方

豊橋市ホームページ（http://www.city.toyohashi.lg.jp/）の「広報とよはしから探す」にハ
ンドブック内に掲載されている HP 番号を入力すると該当するページをご覧いただけます。

手続きをされる方へ

市役所開庁日時

　月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

　　 （土日祝休日及び１２月２９日～１月３日を除く）

　※関係各課を回る場合、お時間がかかりますので、お早めにご来庁ください。
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◇　世帯主変更届

※　亡くなられた方が世帯主であって、同一

世帯に残された世帯員が 2 名以上いる

場合、新しい世帯主を誰にするか、届出

してください。

■　外国籍の方が亡くなられた場合

■　外国籍の方の在留資格に関係する方

が亡くなられた場合

◇　在留カード又は特別永住者証明書の返納

及び在留に関する各種手続きは、下記へ

お問い合わせください。

◇　印鑑登録証・住民基本台帳カードの返却

※　マイナンバーカード、通知カードは、そのま

まお持ちください。

□　印鑑登録証・住民基本台帳カード

市民課　西館 1 階　⑤番窓口　

　☎　51−2276　　　HP番号　6453

または、お近くの窓口センター

名古屋出入国在留管理局

豊橋港出張所

　神野ふ頭町3−11

　☎　32−6567

市民課　西館 1 階　⑤番窓口

　☎　51−2276　　HP番号　10517　　　

または、お近くの窓口センター

市民課　西館 1 階　⑥番窓口

（外国籍の方のいる世帯）

世帯主の方

が亡くなられた場合

外国籍の方

印鑑登録証

マイナンバーカード

通知カード

住民基本台帳カード

をお持ちの方が亡くなられた場合

●　外国人の方のご相談は

 
○　市政全般・日常生活で生じる問題など

市役所多文化共生・国際課

　☎　54−8205、51−2067

 
○　日常生活などの身近な相談

豊橋市国際交流協会 

　☎　55−3671

　080−3635−0783（ポルトガル語）

　090−1860−0783（英語、タガログ語他）

 
○　外国人の出入国や在留に関する事務

名古屋出入国在留管理局豊橋港出張所 

　☎　32−6567

 
○　外国人の出入国や在留に関する事務、在留カード

外国人在留総合インフォメーションセンター 

　☎　0570−013−904

 
※　令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」　より抜粋

手続き

手続き

持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

市民課での手続き
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国民年金

◇　死亡一時金請求
◇　遺族基礎年金請求
◇　寡婦年金請求

□　亡くなられた方の年金手帳
□　請求者となる方の預貯金通帳
□　請求者となる方の印鑑（認印）
□　請求者となる方のマイナンバーがわ

かるもの
（お持ちの方）

□　別居の代理人が手続きする場合は、代
理人の印鑑（認印）

※　上記以外に他の書類等も必要になる　　
ことがあります。

◇　年金受給権者死亡届
◇　未支給年金請求

（障害、遺族、寡婦年金等）

□　亡くなられた方の年金証書
□　請求者となる方の預貯金通帳
□　請求者となる方の印鑑（認印）
□　請求者となる方のマイナンバーがわ

かるもの
（お持ちの方）

□　別居の代理人が手続きする場合は、代
理人の印鑑（認印）

※　上記以外に他の書類等も必要になるこ
とがあります。

国保年金課　西館１階　⑨番窓口

　☎　51−2290　　

※　詳細は、年金事務所へお問い合わせくだ

さい。

豊橋年金事務所

☎　33−4111　（自動音声案内 1→1）

国保年金課　西館１階　⑨番窓口

　☎　51−2290　　

※　詳細は、年金事務所へお問い合わせくだ

さい。

豊橋年金事務所

☎　33−4111　（自動音声案内 1→1）

国民年金保険料を納付

した人が、年金を受給せずに

亡くなられた場合

国民年金

（障害・遺族・寡婦年金等）

を受給している方が亡くなられた場合

手続きと持ち物 手続きと持ち物

受付窓口 受付窓口
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国民年金・厚生年金・農業者年金・恩給

◇　年金受給権者死亡届
◇　未支給年金請求（老齢基礎年金）

手続きに必要な書類等については、年金事
務所または「ねんきんダイヤル」へお問い
合わせください。

なお、年金事務所窓口でのご相談には、
前日までに予約が必要です。

◇　年金受給権者死亡届

　□　農業者年金証書
　□　戸籍謄本等
　□　印鑑
　□　振込口座のわかるもの

※上記以外の書類も必要な場合がありま
すので、まず、豊橋農協組合員課までご
連絡ください。

手続きには事前予約が必要です。

◇　年金受給権者死亡届
◇　未支給年金請求
◇　遺族厚生年金請求

手続きに必要な書類等については、年金事
務所または「ねんきんダイヤル」へお問い
合わせください。

なお、年金事務所窓口でのご相談には、
前日までに予約が必要です。

豊橋年金事務所

　☎　33−4111　（自動音声案内 1→1）

「ねんきんダイヤル」☎　0570−05−1165

豊橋農協組合員課　☎　25−7055

豊橋年金事務所

　☎　33−4111　（自動音声案内 1→1）

「ねんきんダイヤル」☎　0570−05−1165

※　総務省恩給相談窓口へ直接お問い合わ

せください。

　

　総務省恩給相談窓口

　　☎　03−5273−1400

※　心身障害者扶養共済制度に加入している方

が亡くなられた場合は、P10をご覧くださ

い。

国民年金（老齢基礎年金）

を受給している方が亡くなられた場合

農業者年金

を受給している方が亡くなられた場合

恩　給

を受給している方が亡くなられた場合

厚生年金

に加入・受給している方
が亡くなられた場合

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

受付窓口
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国民健康保険・社会保険

◇　国民健康保険資格喪失届
◇　被保険者証の返却
◇　高齢受給者証の返却（ 70 歳以上の方）

□　被保険者証
□　高齢受給者証（７０歳以上の方）

◇　葬祭費支給申請
※　葬儀を行った喪主へ支給（ 5 万円）

□　喪主の名前が確認できるもの
　　（会葬礼状または領収書等）
□　喪主の通帳

◇　各種認定証等の返却
※　該当する方のみ

□　限度額適用認定証
□　食事（生活）療養標準負担額減額認

定証
□　限度額適用・食事（生活）療養標準

負担額減額認定証
□　特定疾病療養受療証

※　世帯主が亡くなられた場合には、下記
のものも併せてお持ちください。

□　同世帯の国民健康保険加入者全員
の被保険者証

□　高齢受給者証（７０歳以上の方）
□　各種認定証等

国保年金課　西館１階　⑧番窓口

　☎　51−2293　 HP番号　8159

または、お近くの窓口センター

国民健康保険

に加入している方が亡くなられた場合

社会保険

に加入している方が亡くなられた場合

手続きと持ち物

受付窓口

■　亡くなった本人と被扶養者が、

　　同じ社会保険である場合

■　亡くなった本人は、世帯主で社会保険だ

が、同じ世帯に国民健康保険に加入して

いる方がいる場合

※　  勤務先にお尋ねください。

受付窓口

◇　国民健康保険の世帯主変更　　

□　国民健康保険の方全員の被保険者証
□　高齢受給者証（７０歳以上の方）

◇　各種認定証等の返却
※　該当する方のみ
□　限度額適用認定証
□　食事（生活）療養標準負担額減額認定証
□　限度額適用・食事（生活）療養標準負担

額減額認定証
□　特定疾病療養受療証

国保年金課　西館１階　⑧番窓口

　☎　51−2293　

または、お近くの窓口センター

社会保険

に加入している方が亡くなられた場合で、

下記に該当する場合

手続きと持ち物

受付窓口
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後期高齢者医療制度

◇　被保険者証の返却

□　被保険者証

◇　葬祭費支給申請
※　葬儀を行った喪主へ支給（ 5 万円）

□　喪主の名前が確認できるもの
　（会葬礼状または領収書等）
□　喪主の通帳

◇　各種認定証等の返却
※　該当する方のみ

□　限度額適用認定証
□　限度額適用・標準負担額減額認定証
□　特定疾病療養受療証
□　福祉医療費受給者証

国保年金課　東館３階

後期高齢者医療窓口

　☎　51−3132　　HP番号　8049

または、お近くの窓口センター

後期高齢者医療制度

に加入している方が亡くなられた場合

手続きと持ち物

受付窓口

■　亡くなられた本人が世帯主の場合

で、同じ世帯の方が国民健康保険に

加入している場合

●　高齢者の方の生活相談

○　高齢者の生活上の悩み・困りごと

　　市役所長寿介護課　　☎　51−3134 

※　令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」より抜粋

◇　国民健康保険の世帯主変更

□　同世帯の国民健康保険の方全員の
　　被保険者証
□　高齢受給者証（７０歳以上の方）

◇　各種認定証等の返却
　　　※　該当する方のみ

□　限度額適用認定証
□　食事（生活）療養標準負担額減額認
　　定証
□　限度額適用・食事（生活）療養標準負

担額認定証
□　特定疾病療養受療証

国保年金課　西館１階　⑧窓口

　☎　51−2293　　

または、お近くの窓口センター

後期高齢者医療制度

に加入している方が亡くなられた場合で、

下記に該当する場合

手続きと持ち物

受付窓口
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介護保険・高齢者

◇　介護保険被保険者証の返却
◇　介護保険負担割合証等の返却
　（要介護・要支援認定を受けていた方）

□　介護保険被保険者証
□　介護保険負担割合証
□　その他介護保険関連証書

◇　要介護（要支援）認定申請取下の届出

□　介護保険資格者証

亡くなられた方の高齢者タクシー料金助成
券、高齢者交通助成券の返還

緊急通報装置の撤去・返還

東三河広域連合豊橋窓口

（長寿介護課　東館３階）

　☎　51−3130　　

または、お近くの窓口センター

※　この他、高額介護サービス費等の振込先

変更手続きや介護保険料の精算等のお手

続きのため、後日、担当者よりご遺族様

あてにご連絡する場合があります。

東三河広域連合豊橋窓口

（長寿介護課　東館３階）

　☎　51−3133　

※　該当される方には、担当課よりご連絡し

ます。

※　この他、高額介護サービス費等の振込先

変更手続きや介護保険料の精算等のお手

続きのため、後日、担当者よりご遺族様

あてにご連絡する場合があります。

長寿介護課　東館３階

　☎　51−3134　　HP番号　56765

長寿介護課　東館３階

　☎　51−3134　　HP番号　6418

介護保険被保険者

の方が亡くなられた場合 要介護（要支援）認定申請中

の方が亡くなられた場合

高齢者タクシー料金助成券、

高齢者交通助成券

をお持ちの方が亡くなられた場合

緊急通報装置

の貸与がある方が亡くなられた場合

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続き

手続き

受付窓口

受付窓口

受付窓口

連絡先
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障害のある方

◇　手帳の返還

□　亡くなられた方の手帳

□　届出人のマイナンバーカード、運転免　　
　　許証等本人確認書類　

※　扶助料や各手当を受給されている場合は、
P10、P11 も併せてご確認ください。

◇　受給者証の返還

□　亡くなられた方の受給者証
□　届出人のマイナンバーカード・運転免
　　許証等本人確認書類

◇　受給者証の返還

□　亡くなられた方の受給者証
□　届出人のマイナンバーカード、運転免
　　許証等本人確認書類◇　受給者証の返還

□　亡くなられた方の受給者証

障害福祉課　東館１階　⑪番・⑬番窓口

　☎　51−2345（身体・療育）

　☎　51−2312（精神）　FAX　56−5134

　HP番号　8016（身体）・31868（療育）

障害福祉課　東館１階　⑪番・⑬番窓口

　☎　51−2312（精神通院）　FAX　56−5134

　☎　51−2345（更生医療）

障害福祉課　東館１階　⑬番窓口

　☎　51−2312　　FAX　56−5134

　HP番号　6631
障害福祉課　東館１階　⑫番窓口

　☎　51−2347　　FAX　56−5134

身体障害者手帳・

療育手帳・精神保健福祉手帳

をお持ちの方が亡くなられた場合

自立支援医療受給者証

（精神通院・更生医療）

をお持ちの方が亡くなられた場合

障害者（精神障害者）

医療費助成

を受給している方が亡くなられた場合

受給者証

（障害福祉サービス、地域相談

支援、障害児通所支援、地域生

活支援）

をお持ちの方が亡くなられた場合

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

受付窓口
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障害のある方

◇【年金請求】
心身障害者の保護者（加入者）の方が亡
くなられた場合

□　亡くなられた加入者の住民票（除票）
　　の写し
□　年金受給権者（障害者）の住民票の
　　写し
□　年金管理者の住民票の写し
□　年金受給権者又は年金管理者の振込先

口座がわかるもの
□　加入証書
□　死亡診断書の写し

◇【弔慰金請求】
心身障害者（年金支給が開始されていな
い方）が亡くなられた場合

□　亡くなられた心身障害者の住民票
　（除票）の写し
□　加入者（保護者）の住民票の写し
□　加入者の振込先口座がわかるもの

◇【年金支給終了手続】
扶養共済年金受給中の方が亡くなられた
場合

□　亡くなられた心身障害者（受給者）の
　　住民票（除票）の写し
□　年金証書

◇　喪失手続

□　亡くなられた方の本人確認書類
　（障害者手帳など）
□　相続人
　（住民票上同一世帯の配偶者・子・父・

母の順）の名義の預金通帳など
※ 在宅重度障害者手当は、生計を負担して

いた同一住所・別世帯の親族を含む

障害福祉課　東館１階　⑬番窓口

　☎　51−2312　　FAX　56−5134

障害福祉課　東館１階　⑪番窓口

　☎　51−2345　　FAX　56−5134

心身障害者扶養共済制度

に加入している方が亡くなられた場合

豊橋市障害者扶助料、

特別障害者手当、

障害児福祉手当、

在宅重度障害者手当

を受給している方が亡くなられた場合

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口
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障害のある方

■　受給者が亡くなられた場合
　◇　喪失手続・新受給者の新規申請

□　対象児童の名義の預金通帳
□　特別児童扶養手当証書

（新受給者には条件があります。詳しくは
障害福祉課までお問い合わせください。）

■　対象児童が亡くなられた場合
　◇　喪失または額改定（減額）手続

□　受給者の方のマイナンバーのわかる
　　もの
□　特別児童扶養手当証書

障害福祉課　東館１階　⑪番窓口

　☎　51−2345　 　FAX　56−5134

特別児童扶養手当を受給され

ている方またはその対象児童

が亡くなられた場合

手続きと持ち物

受付窓口

●　障害者の方の生活相談

 

○　障害者の地域生活に関する相談

　とよはし総合相談支援センター

「 ほっとぴあ」（豊橋市総合福祉セ

ンター・あいトピア内）

 

☎　　　56−4111

FAX　　57−2595

毎週月～土曜日　午前９時～午後６時

電話相談可、面接の場合はできるだけ

予約（緊急時はこの限りではありませ

ん）

　

※　令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」

　　より抜粋
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こども（手当）

■　受給者が亡くなられた場合

◇　受給事由消滅届
◇　未支払請求書
◇　認定請求書

　□　通帳（児童及び保護者等）
　□　保険証（保護者等）

■　対象児童が亡くなられた場合

◇　受給事由消滅届または
　　額改定届（減額）

■　受給者が亡くなられた場合

◇　死亡届
◇　未支払手当請求書
　　　　　　　
　□通帳（児童）

■　対象児童が亡くなられた場合
　
◇　資格喪失届または額改定届（減額）

※　15日以内に手続きしてください。

子育て支援課　東館 2 階　⑱窓口

　☎　51−3161　　　HP番号　83078

※　速やかに手続きしてください。

子育て支援課　東館 2 階　⑱窓口

　☎　51 − 2320　　　HP 番号　83058

児童手当を受給されている方

またはその対象児童

が亡くなられた場合

児童扶養手当

愛知県遺児手当

豊橋市母子父子福祉手当

を受給されている方

またはその対象児童

が亡くなられた場合手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口 受付窓口

※　特別児童扶養手当を受給されている方

またはその対象児童が亡くなられた場合

は、P11　をご覧ください。

※　配偶者が亡くなられた方で18歳到達年度終

了までの児童（※1）を養育するひとり親家

庭の方は、児童扶養手当等を受給できる場

合がありますので、子育て支援課までお問

い合わせください。

　　※１　児童に障害がある場合、20歳まで延

長される場合があります。
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こども（医療費）

■　受給者（保護者）が亡くなられた
　　場合

◇　変更届

　□　子ども医療費受給者証

■　対象児童が亡くなられた場合

◇　喪失届

　□　子ども医療費受給者証

◇　喪失届

　□　母子父子家庭等医療費受給者証

子育て支援課　東館 2 階　⑱窓口

　☎　51−2335 　　 HP番号　83079　　

子育て支援課　東館 2 階　⑱窓口

　☎　51−2335　　　HP番号　83061

子ども医療費助成を受給されて

いる方またはその対象児童

が亡くなられた場合

母子父子家庭等医療費助成

を受給している方

またはその対象児童

が亡くなられた場合

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

※　18歳到達年度終了までの児童を養育するひ

とり親家庭の場合、母子父子家庭等医療費

助成を受給できる場合がありますので、子

育て支援課までお問い合わせください。
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こども（小・中学生）

◇　就学援助変更申請

◇　保護者変更届

※　事前にお問い合わせ下さい。

　□　本人確認書類（届出人）

学校教育課　東館11階

　☎　51−2825　 HP番号　17475

※　新たに就学援助を受けたい方は、

　　事前にご相談ください。

学校教育課　東館11階

☎　51−2817　　

　

または、お近くの窓口センター

就学援助を受けている

児童生徒の保護者の方

が亡くなられた場合

児童生徒の保護者の方

が亡くなられた場合

手続き

手続き

持ち物

持ち物

受付窓口

受付窓口

●　ひとり親家庭相談

 

○　ひとり親家庭等相談 

　　　ひとり親家庭等の相談・支援（就労支援、自立支援等）に関すること

 

　　　市役所　子育て支援課　☎　51−2320

　　　　毎週月～金曜日　午前１０時～午後４時　電話相談可

    

○　母子家庭電話相談 

　　　豊橋市母子福祉会　☎　56−7100

　　　　毎月第２火曜日（祝・休日を除く）　午前９時～午後３時

    
※　令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」　より抜粋
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市税（未納・滞納）

◇　今後の納税に関する　手続き・納付に
ついて

□　窓口に来られた相続人の方の本人確
認書類（運転免許証等）

□　同一世帯以外の相続人の方がお越し
いただく場合、相続関係が確認でき
るもの

納税課　西館 2 階　㉑窓口　

（納税相談）

　☎　51−2241　

※　 納税課で亡くなった方の税を確認して

いただき、残っていた場合は納付書等

の発行を依頼して納付してください。

未納・滞納の税がある方

が亡くなられた場合

手続きと持ち物

受付窓口

○　生活相談 

　　　生活や仕事の困りごと相談

　　　生活保護の相談

　　生活福祉課　東館 1 階

　　　☎　51−2313 

　　　毎週月～金曜日

　　　午前８時３０分～午後５時１５分

　　　（電話相談可）
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固定資産（土地・家屋の相続）

名古屋法務局豊橋支局

豊橋市大国町 111
（豊橋地方合同庁舎５階）

法務局の登記相談は予約制です。
相談予約　☎　54−9278（自動音声案内）

名古屋法務局豊橋支局
豊橋市大国町111
（豊橋地方合同庁舎５階）
　☎　54−9278（自動音声案内）

◇　相続手続がいくつもある場合に！

この制度は，戸除籍謄本等に記載されて
いる法定相続人を明らかにする制度です。

申出人（相続人）が法務局に申出書，法
定相続人を一覧にした図（一覧図），戸除
籍謄本等を提出すると，法務局は申出人に
認証文を付した一覧図の写しを無料で交付
します。

一般に，預金の払戻しや相続登記など相
続の手続が複数ある場合に，手続を行う窓
口ごとに戸籍の束を提出しなければなりま
せんが，この一覧図の写しは，各種の相続
手続において，戸籍の束の代わりに提出し
て利用することができます。

固定資産

（土地・家屋）の相続登記

法定相続情報証明制度

手続き先

受付窓口

●　不動産のことは　　　　　　　　　　　　　

○　登記手続案内 

　　　登記申請に関する一般的な手続案内

　　　　 名古屋法務局豊橋支局　　☎　54−9278 

　　　　　　 毎週月～金曜日　

　　　　 　　午前９時～正午、午後１時～午後４時　（予約制・電話予約可）

　　　　 　　予約受付　毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時１５分　

　
※令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」　より抜粋
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固定資産（土地・家屋）

◇　納税義務者申告書の提出

□　納税義務者申告書

※　納税義務者申告書とは、固定資産税納税
通知書の送付先を申告していただくもの
です。所有権や相続割合等を決めるもの
ではありません。

※　相続登記の手続きがすぐにできない場
合、納税義務者を相続人様へ変更して
いただく手続きが必要です（相続人が
複数人の場合、手続きの説明までとな
ります。）

※　詳細については、下記担当課までお問
い合わせください。

資産税課　東館２階　⑳窓口

　☎　51−2213　　

固定資産をお持ちの方が

亡くなられたが、相続登記の

手続きがすぐにできない場合

手続きと持ち物

受付窓口

◇　未登記家屋の名義変更

□　未登記家屋の課税台帳登録所有者
　　（納税義務者）変更届
□　相続されたことがわかる書類の写し
　　（遺産分割協議書、遺言書 等）

※　未登記家屋とは登記されていない家屋
のことです。添付書類等の詳細につい
ては、下記担当課までお問い合わせく
ださい。

◇　共有代表者の変更

□　代表者変更届

※　手続きの説明までとなる場合があり
　　ます。詳細については、下記担当課ま

でお問い合わせください。

資産税課　東館２階　⑳窓口

　☎　51−2213　　HP番号　8789

資産税課　東館２階　⑳窓口

　☎　51−2213　 HP番号　8783

未登記家屋をお持ちの方

が亡くなられた場合

共有名義の固定資産をお持ちの

方で共有代表をされていた方

が亡くなられた場合

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口
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原付・バイク・自動車

◇　廃車又は名義変更

□　ナンバープレート
□　標識交付証明書
□　免許証等（窓口に手続に来た方）

資産税課　東館２階　⑳窓口
　☎　51−2210　　HP番号　6105

◇　廃車又は名義変更

◇　廃車又は名義変更

愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所

　豊橋市神野新田町字京ノ割 20 番地 3

　☎　050−5540−2049　　

◇　廃車又は名義変更

軽自動車検査協会愛知主管事務所豊橋支所

豊橋市神野新田町字京ノ割18番地

☎　050−3816−1771　　

愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所

　豊橋市神野新田町字京ノ割 20 番地 3

　☎　050−5540−2049

原動機付自転車
（ 125㏄以下のバイク）

ミニカー

小型特殊自動車
（トラクター、フォークリフトなど）

の所有者が亡くなられた場合

バイク（125㏄超）

の所有者が亡くなられた場合

軽自動車

の所有者が亡くなられた場合

普通自動車

の所有者が亡くなられた場合

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

受付窓口

■　軽自動車税（種類別）のお問い合わせは

　　　資産税課　　☎　51−2210　

■　普通自動車税のお問い合わせは

　　　東三河県税事務所　☎　35−6130　
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農地・森林

◇　農地法第３条の３の規定による届出
（相続等による農地の権利取得の届出）

□　相続されたことがわかる土地の登記事
項証明書が提出された場合は、農地基
本台帳に反映されます。

◇　農用地証明申請

□　農地の情報（所有者名・所有者住所・
所在地・地積）がわかるもの
（固定資産税・都市計画税納税通知書　　
　等）

◇　森林の土地の所有者届出書

□　森林の土地の位置を示す地図
□　相続されたことがわかる書類の写し

（土地の登記事項証明書、
　遺産分割協議書　等）

農業委員会事務局　西館３階
　☎　51−2950　　HP番号　10108

農業企画課　西館３階
　☎　51−2470　　HP番号 8349

農業支援課　西館３階

　☎　51−2475　　HP番号　44706

農地を相続された方

森林を相続された方

（地域森林計画の対象となっている
　森林のみ）

農地を相続される方

（相続税の算定に際して必要な方）

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

手続きと持ち物

●　農地相談（農地の諸問題） 

豊橋市農業委員会（市役所内）

　☎　51−2950 

　　毎週月～金曜日

　　午前８時３０分～午後５時１５分

　　（電話相談可）

※　令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」より抜粋
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空家及びその敷地

　※　必須の手続きではありません。

◇　空家及びその敷地の譲渡所得に係る 3,000
万円特別控除の特例措置を受けるための
確認申請

□　被相続人の住民票（除票）の写し
□　相続人の住民票の写し
□　売買契約書の写し　等　

建築物安全推進課　東館 3 階
　☎　51−2561　 HP番号　71382

　土地・家屋をこれから相続

される方（相続人）

手続きと持ち物

受付窓口

●　空家の相談

（ 空家の利活用に関すること、管理が不適

切な空家に関すること）

 

市役所　建築物安全推進課　

　☎　51−2561 

　　毎週月～金曜日　

　　午前８時３０分～午後５時１５分　

　　（電話相談可）

※　令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」より抜粋
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上下水道

◇　使用中止
◇　使用者変更

※　電話で上下水道局お客さま料金センター
へ連絡して、手続きを行ってください。

◇　世帯人数の変更

※　電話で上下水道局お客さま料金センター
へ連絡して、手続きを行ってください。上下水道局お客さま料金センター

上下水道局　２階

　☎　51−2712　　

上下水道局お客さま料金センター
上下水道局　２階

　☎　51−2712　

下水道に接続されており、

井戸水を使用している使用者

（契約者）の方またはご家族

の方

が亡くなられた世帯の方

使用者（契約者）の方

が亡くなられた世帯の方

手続き

手続き

受付窓口

受付窓口
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市営墓地

◇　市営墓地の使用申請

□　市営墓地使用許可申請書
□　住民票（世帯全員・続柄、本籍の記載

のあるもの）の写し
□　火（埋）葬許可証又は改葬許可証
□　申請者と焼骨との関係を証する書類

※　市営墓地を使用するには条件があります。
詳しくは下記担当課までお問い合わせく
ださい。

◇　使用者の変更（名義変更）申請

□　市営墓地使用権承継申請書
□　市営墓地使用許可証
□　前使用者と承継者（お墓を引き継ぐ方）

との関係を証する書類
□　住民票の写し

（承継者が豊橋市の住民でない場合）
（ 世帯全員・続柄、本籍の記載のある

もの）
□　その他

（ 事情によって必要になる場合があり
ます）　

◇　納骨の届出

□　市営墓地納骨届
□　納骨するお骨の火（埋）葬許可証又は

改葬許可証

福祉政策課　東館 3 階

　☎　51−2369　　HP番号　10533

福祉政策課　東館 3 階

　☎　51−2369　　HP番号　7008

福祉政策課　東館 3 階

　☎　51−2369　 HP番号　7209

市営墓地を使用したい方

使用している市営墓地に

お骨を納めたい方

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

市営墓地使用者

が亡くなられた場合



― 23 ―

医療系免許等

◇　籍（名簿）登録まっ消（消除）申請

□　籍（名簿）登録まっ消（消除）申請書
□　各種免許証
□　死亡診断書の写し又は戸籍謄本（抄本）

◇　販売従事登録消除申請

□　販売従事登録消除申請書
□　販売従事登録証

◇　名簿登録抹消申請・免許証返納

□　名簿登録抹消申請書・免許証返納届
□　栄養士免許証
□　死亡診断書又は戸籍謄本（抄本）

健康政策課
　保健所・保健センター「ほいっぷ」２階
　　☎　39−9101　 HP番号　54212

健康政策課
　保健所・保健センター「ほいっぷ」２階
　　☎　39−9101　　HP番号　54212

健康政策課　
　保健所・保健センター「ほいっぷ」２階
　　☎　39−9101　　HP番号　54212

医療系免許等

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産
師・看護師・准看護師・診療放射線技師
・理学療法士・作業療法士・視能訓練士
・管理栄養士免許

を有する方が亡くなられた場合

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

登録販売者

の方が亡くなられた場合

栄養士免許

を有する方が亡くなられた場合
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難病・被爆者・石綿被害

◇　葬祭料の請求申請（葬祭を行った場合）

◇　救済給付調整金の請求申請
　（給付された医療費・療養手当の合計が

２８０万円に満たない場合）

※　 必要書類等につきましては、担当課へ
お問い合わせください。

■　石綿健康被害救済制度による給付を

受ける前にお亡くなりになった方の

ご遺族の方

◇　特別遺族弔慰金の請求申請
◇　特別葬祭料の請求申請

　（請求の期限がありますので、担当課へ
ご確認ください）

※　必要書類等につきましては、担当課へ
　　　お問い合わせください。

■　石綿健康被害救済制度による給付を

受けていた方のご遺族の方

◇　特定医療費受給者証の返還届出

□　特定医療費受給者証

◇　死亡届出

□　被爆者健康手帳

◇　葬祭料支給の申請

※　葬祭料支給申請の必要書類については、
担当課へお問い合わせください。

健康増進課
保健所・保健センター「ほいっぷ」内　１階
　☎　39−9133　　HP番号　6689

独立行政法人環境再生保全機構（ＥＲＣＡ）
石綿健康被害救済部
　☎　0120−389−931　　

健康増進課
保健所・保健センター「ほいっぷ」内　１階
　☎　39−9134　　HP番号　6776

健康増進課
保健所・保健センター「ほいっぷ」内　１階
　☎　39−9134　

愛知県健康対策課
原爆・アレルギー対策グループ
　☎　052−954−6268　　

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口

石綿健康被害特定医療費受給者証

をお持ちの方が亡くなられた場合

被爆者健康手帳

をお持ちの方が亡くなられた場合
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市営住宅

コミュニティバス

ペット（犬）

補助金

◇　世帯員変更の届出
◇　名義変更の手続き
◇　退去の手続き

□　死亡届または、死亡診断（死体検案）
　　書の写し

◇　処分承認申請書の提出
　（定められた期間が経過していない場

合）
◇　各種証明書

※　下記担当課へ連絡し、必要な証明書を確
認したうえで手続きを行ってください。

◇　「愛のりくん」利用者登録証の返却

□　「愛のりくん」利用者登録証

◇　犬の所有者の変更

□　鑑札等、犬の登録がわかるもの

※　必ず事前にお問い合わせください。

※　「愛のりくん」は、細谷、小沢、高根、
豊南校区を運行するコミュニティバスで
す。

市営住宅管理センター
豊橋市神明町 74　豊橋フロントビル 5 階　
　☎　57−1006　　HP番号　14208

※　手続き等は全て市営住宅管理センター
で行っています。

再生可能エネルギーのまち推進課　西館 5 階
　☎　51−2419　　HP番号　7694

※　補助金の返還が必要となる場合があり
ます。

都市交通課　東館 9 階
　☎　51−2620　　　HP番号　12635

生活衛生課
保健所・保健センター「ほいっぷ」内　２階

☎　39−9127　　 HP番号　7884

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

手続きと持ち物

受付窓口

受付窓口

受付窓口 受付窓口

市営住宅

にお住まいの方が亡くなられた場合

家庭用エネルギー設備等・

次世代自動車等・住宅用充給電設備

電動アシスト自転車の補助金

を受給された方が亡くなられた場合

「愛のりくん」

利用者登録申請

を行った方が亡くなられた場合
亡くなられた方の犬を

新たに所有される方
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● 法律のご相談は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和 3 年度安全生活課「相談窓口のご案内」　より抜粋

　
○　法律問題全般

相談室
（市役所安全生活課内） ☎　51−2304

毎週水曜日、第３金曜日　午後１時～４時
予約制（電話予約可）　電話相談否
予約は希望日の２週間前から（祝日の場合はその前日）

愛知県東三河県民相談室　
東三河県庁
（東三河総合庁舎）１階

☎　52−7337
毎月第４木曜日　午後２時～３時
予約制（電話予約可）　電話相談否
予約は相談日の 2 週間前の 9：00 から先着順

つつじが丘
地域福祉センター

☎　54−0294
（社会福祉協議会）

毎月第２金曜日　午後１時～４時
予約制（電話予約可）　電話相談否

大清水
地域福祉センター

☎　54−0294
（社会福祉協議会）

偶数月第４木曜日　午後１時～４時
予約制（電話予約可）　電話相談否

牟呂
地域福祉センター

☎　54−0294
（社会福祉協議会）

奇数月第４木曜日　午後１時～４時
予約制（電話予約可）　電話相談否

法テラス三河

☎0570−078342

※ IP 電話からは
☎050−3383−5465

毎週水曜日　午前 10 時～午後 3 時 30 分
毎週木曜日　午前 1 時～午後 3 時 30 分
予約制、資力要件有
予約受付 毎週月～金曜日　午前９時～午後５時

愛知県弁護士会
東三河支部

☎　56−4623

毎週火～金曜日　午後 1 時 30 分～ 4 時（有料 5,500 円）
予約制（電話予約可）
予約受付　毎週月～金曜日　午前 9 時 30 分～午後 4 時
30 分　電話相談否

○　不動産・会社の登記相談

愛知県司法書士会東三河
総合相談センター

☎　54−5665

毎週水曜日　午後１時～４時（予約制・無料）
電話予約受付　毎週月～金曜日　午前１０時～午後３時
ネット予約　愛知県司法書士会 HP より 365 日 24 時間受付　
電話相談否

愛知県司法書士会
（司法書士による電話無
料相談）

☎050−3533−3707 毎週月～金曜日　午前１０時～午後４時

○　司法書士による相続等登記相談（不動産の相続・贈与、会社の登記など）

相談室
（市役所安全生活課内）

☎　51−2304
毎月第２・４月曜日 午後１時～午後４時
予約制（電話予約可）　電話相談否　予約は相談日の２週
間前から（祝日の場合はその前日）   

○　行政書士による書類作成相談（契約書、遺言書、遺産分割協議書、農地転用、建築許可など）

相談室
（市役所安全生活課内）

☎　51−2304
毎月第２金曜日 午後１時～午後３時
予約制（電話予約可）　電話相談否

○　税理士による無料相談会　税金について全般的な相談

東海税理士会豊橋支部
（商工会議所６階）

☎　55−0266 毎週土曜日午前１０時～正午　　要予約
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名古屋国税局・税務署

　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）には、相続税の概要を説明したリーフレット

や、相続税の具体的な計算方法、特例の内容、申告書の記載内容など、様々な情報を掲載し

ています。

　また、よくある質問を集めた税に関するインターネット上の相談室「タックスアンサー」

も御利用いただけます。

　最寄りの税務署へお電話いただきますと、自動音声により御案内いたします。

　 「税金に関する一般的なご質問やご相談（１）」を選択した後、相談内容に応じて番号を選

択すると、「電話相談センター」（国税局税務相談室）につながり、職員が相談をお受けしま

す。

　税に関する相談や申告書の代理作成等の税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士、税

理士法人以外の者が行うことはできません（注）。
　税理士等をお探しの方は、日本税理士会連合会ホームページ内「税理士情報検索サイト」
（https://www.zeirishikensaku.jp）で、税理士等の検索が可能となっています。

（注） 弁護士（弁護士法人）は、所属弁護士会を経由して国税局長に業務を行う旨を通知することにより、税理士業務を行

うことができます。

〇　国税庁ホームページ

○　電話相談センター（国税局税務相談室）

○　税理士情報検索サイト

相続税についてのお知らせ

この度の御不幸を心からお悔やみ申し上げます。

　相続税は、亡くなられた方から相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受け

て贈与により取得した財産の価額の合計額（債務などの金額を控除し、相続開始前３年以内の贈与財

産の価額を加算します。）が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合にその超える部分（課税遺産総額）

に対して、課税される税金です。

　相続税が課される場合、財産を取得された方は、亡くなられたことを知った日（通常は亡くなられた日）

の翌日から10 か月以内に、税務署に申告と納税をする必要があります。

詳しくお知りになりたい方は、次の相談窓口等を御利用ください。

 遺産に係る基礎控除額 ＝ 3,000 万円 ＋（600 万円×法定相続人の数）

01.07
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確認欄 主な手続き 問合せ先

遺言書検認・開封
遺産分割調停等

名古屋家庭裁判所豊橋支部　　大国町 110　　
　☎　52−3212

相続放棄・限定承認
名古屋家庭裁判所豊橋支部　　大国町 110　　
　☎　52−3212

普通自動車税
東三河県税事務所（東三河総合庁舎）豊橋市八町通5−4
　☎　35−6130

生命保険・個人年金保険　等 加入していた生命保険会社又は代理店

預貯金口座等 各金融機関

株式等 証券会社等

国債 償還金支払い場所または証券保管証書に記載の郵便局

企業年金

個人型確定拠出年金（iDeCo）

各企業年金基金等又は企業年金連合会（年金相談室）
　☎0570−02−2666　
各契約金融機関等

クレジットカード 各契約会社

固定電話・携帯電話 各契約会社

インターネット 各契約会社

ＮＨＫ受信料
フリーダイヤル　☎0120−15−1515

（午前 9 時から午後 6 時、土日祝も受付）

電気・ガス料金等 各契約会社

ケーブルテレビ 各契約会社

未支給失業等給付金
失業等給付を受給していたご家族を亡くされたご遺族の方
ハローワーク豊橋　大国町 111　豊橋合同庁舎 1 階
　☎　52−7191

遺族補償年金（給付）等
労働災害によって亡くなられた方のご遺族の方。
受給資格等については下記にご確認ください。
豊橋労働基準監督署　大国町 111　豊橋合同庁舎

各種免許について 返還が必要な場合がありますので、それぞれご確認ください。

埋葬料・埋葬費
加入されている健康保険協会、組合でご確認ください。

（国民健康保険はｐ 6 参照）

購読新聞 各新聞販売店

その他市役所以外で、関連する手続き
（一般的なもの）
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確認欄 名　称 住　　所 電話番号

豊橋市役所 今橋町１番地 51−2111（代表）

豊橋市役所　市民課 今橋町１番地 51−2276

東部窓口センター
中岩田一丁目12−2　

（岩田市民球場西）
63−1144

二川窓口センター
大岩町字東郷内56−4　

（二川地区市民館横）
41−0975

石巻窓口センター
石巻本町字市場111　

（石巻地区市民館横）
88−0011

南部窓口センター 富本町字国隠67 48−3011

高師台窓口センター
曙町字南松原114　

（南消防署裏）
48−3010

大清水窓口センター
大清水町字彦坂10−7　

（ミナクル内）
25−5106

西部窓口センター
牟呂町字内田22−2　

（牟呂地域福祉センター内）
35−4100

駅前窓口センター

駅前大通二丁目33−1
（開発ビル４F）
7 月 26 日　～　駅前大通二丁目 81
番地 emCAMPUS EAST４階へ移転

53−3315

保健所・保健センター
「ほいっぷ」　　健康政策課

中野町字中原100 39−9101

保健所・保健センター
「ほいっぷ」　　健康増進課

中野町字中原100 39−9134

上下水道局 牛川町字下モ田29−1 51−2712

市営住宅管理センター 神明町74 57−1006

豊橋年金事務所 菰口町3−96
33−4111

（自動音声１→２）

名古屋法務局豊橋支局 大国町111 54−9278

豊橋税務署 大国町111
52−6201

（自動音声１）

愛知運輸支局
豊橋自動車検査登録事務所

神野新田町字京ノ割20−3 050−5540−2049

軽自動車検査協会
愛知主管事務所豊橋支所

神野新田町字京ノ割18 050−3816−1771

名古屋出入国在留管理局
豊橋港出張所

神野ふ頭町3−11 32−6567

主な施設の住所・連絡先一覧
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EAST

26

（開発ビル東隣）

小林
眼科

開発ビル
4F

em
CAMPUS
EAST

至
神
明

窓口センター　位置図
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法務局・税務署　位置図

ほいっぷ（保健所・保健センター）　位置図

年金事務所　位置図
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1階

2階

3階

子育て
支援課

建築物
安全推
進課

各課案内図　
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5階

再生可能エ
ネルギーの
まち推進課

多文化
共生・
国際課
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見　本

印

見　本

印

見　本

印

見　本

印

見　本

印

見　本

印

返却・手続きに必要な証書等の見本

① 印鑑登録証 ② 愛知県国民健康保険被保険者証

③ 愛知県国民健康保険高齢受給者証 ④ 愛知県国民健康保険限度額適用認定証

⑤ 愛知県国民健康保険
食事（生活）療養標準負担額減額認定証

⑥ 愛知県国民健康保険
限度額適用・食事 ( 生活 ) 療養標準負担額減額認定証
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見　本

印

見　本

印

有効期限
交付年月日

見　本

印

見　本

印

見　本

印

見　本

印

⑦ 愛知県国民健康保険特定疾病療養受療証 ⑧ 後期高齢者医療被保険者証

⑨ 後期高齢者医療
限度額適用・標準負担額認定証

⑩ 後期高齢者医療限度額適用認定証

⑪ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 ⑫ 後期高齢者福祉医療受給者証
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見　本

印

見　本

印

見　本

印

見　本

印

見　本

印

見　本

印

⑬ 介護保険被保険者証（黄色） ⑭ 介護保険負担割合（桃色）

⑮ 介護保険負担限度額認定証（藤色） ⑯ 障害者医療費受給者証（黄色）

⑰ 精神障害者医療費受給者証（全疾患）（緑色） ⑱ 精神障害者通院医療費受給者証（桃色）
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豊橋市

之印

見　本

豊橋市

之印

見　本

見　本

印

見　本

豊橋市

之印

見　本

豊橋市

之印

見　本

⑲ 自立支援医療受給者証（精神通院）( 水色 ) ⑳ 受給者証（障害福祉サービス）（水色）

㉑ 受給者証（地域相談支援）（水色） ㉒ 受給者証（障害児通所支援）（白色）

 

㉓ 受給者証（地域生活支援）（黄色） ㉔ 障害者手帳
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見　本

見　本

印

見　本

見　本

㉕ 子ども医療費受給者証（黄色） ㉖ 特定医療費受給者証

㉗ 石綿健康被害医療手帳（桃色） ㉘ 「愛のりくん」利用者登録証

 



 メ　モ



ご予約・お問合せ先

豊橋市今橋町１番地

豊橋市役所市民課（西館１階）　☎　51－2276

豊橋市役所おくやみコーナーホームページのQRコードです。

2021.06.30  3800

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/41728.htm


