
①相続財産確定の為に必要な手続き 
 □銀行等の手続き 
 □生命保険金の請求 
 □死亡退職金の受け取りなど 

期日に猶予はあるが早めにするべき手続き一覧 

②遺産分割協議成立後に行う手続き   
 □自動車の名義変更 
 □不動産の登記 
 □株式の名義変更 

③生活に密接した手続き  
 □公共料金引落口座の変更 
 □借家・借地などの名義変更 
 □固定電話の承継・解約など 

④忘れがちな手続き 
 □クレジットカードの解約 
 □携帯電話の解約 
 □免許証・パスポートの返却など 

⑤戸籍関連その他特殊な手続き 
 □復氏届の提出  
 □子の氏の変更許可申し立て 
 □自動車税の納税義務者変更など 



相続手続きチェックリスト 
手続き 主な必要書類 手続き先 備考 

①相続財産確定の
ために必要な 
手続き 

銀行等の手続き 

□ 生命保険の手続き 
（死亡保険金請求・名義変更等） 

□保険証券 
□死亡保険金請求書 
□死亡診断書 
□被保険者の住民票      等 

保険会社 
・必要書類は契約の内容により異なる 
 ため保険会社に確認する 
・死亡保険金はみなし相続財産として 
 相続財産に含まれる 

□ 死亡退職金・最終給与の受取 
□勤務先所定の請求書 
□死亡記載のある戸籍（除）謄本  
等 

勤務先 
・死亡後に支払われた給与は相続財産 
 に含まれる 
・死亡退職金はみなし相続財産として 
 相続財産に含まれる 

□ 預貯金に関する手続き 金融機関 
・遺産分割協議書又は遺言書がある場合、 
 手続きが異なるため金融機関に相談す 
 る 

□ 借入金の有無の確認 借入先の金融機関 ・延滞金の発生を防ぐため、すみやか 
 に借入先に相談し手続きを行う 

□ 貸金庫の解約 
□被相続人の通帳及びキャシュカード 
□金融機関所定の請求用紙 
□貸金庫の鍵 
□相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書 等 

 借りていた金融機関 

・基本的には相続人全員で手続きする必 
 要がある 
・全員で行けない場合は、手続きを行う 
 相続人への委任状が必要となる 
 

□ 信金等の場合は、出資金の有無
の確認 

 
□被相続人の通帳及びキャッシュカード 
□金融機関所定の相続手続用紙 
□相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書 等 
 

 金融機関  ・被相続人が農協、生協、森林組合等 
  の会員である場合 

□ 団体信用生命保険の有無の確認 □団体信用生命保険請求書 
□死亡証明書又は死亡診断書     等 

・被相続人が住宅ローンを支払っている 
 場合、団体信用生命保険の加入の有無 
 を確認 



手続き 主な必要書類 手続き先 備考 

②遺産分割協議 
成立後に行う 
手続き 

不動産の登記  

株式の名義変更 

自動車の名義変更 

□ 不動産を相続した場合、 
相続登記の申請 法務局 ・司法書士が代理人として申請すること 

 が多い 

□ 抵当権が設定されていて、ローン完済の
場合、抵当権抹消登記の申請 

□抵当権解除証書 
□抵当権設定時の登記済権利証又は登記  
 識別情報 
□金融機関の法人登記事項証明書等 
□登録免許税            等 

法務局 ・司法書士が代理人として申請すること 
 が多い 

□ 相続した家屋が未登記である場合、 
未登記家屋の登録者名義の変更 

□未登記家屋の所有者変更届 
□遺産分割協議書等相続を証明する書類 
□被相続人の出生から死亡までの戸籍 
□相続人全員の戸籍謄本及び 
  印鑑証明書           等 

市区町村の固定資産税課 
・被相続人が所有していた家屋が法務局 
 に登記されていない家屋であった場合 
 の手続き 

□ 土地の登記を分ける場合、 
分筆登記の申請 法務局 

・１つの土地を他の相続人と共有せず、 
 ２つ以上に分割してそれぞれが相続 
 する場合の手続き 
・一般的には土地家屋調査士に依頼し、 
 土地境界確定測量を行う 

□ 普通自動車の場合 
□申請書 
□自動車検査証 
□戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 
□車庫証明書（不要な場合もある）  等 

陸運局 

□ 軽自動車の場合 

□申請書 
□自動車検査証 
□新所有者の住民票□軽自動車税申告書 
□車検証に記載されている所有者の戸籍 
 謄本               等 

軽自動車検査協会 

・自動車検査証の所有者から直接第 
 三者への譲渡はできない。 
 第三者へ名義変更する際は親族へ  
 の名義変更手続き後に第三者へ名 
 義変更手続きを行う 

□ 上場株式 

□株券（発行されていない場合は不要） 
□株式名義書換請求書 
□遺産分割協議書 
□戸籍謄本 
□相続人全員の印鑑証明書      等 

証券会社 

□ 非上場株式 発行した会社 ・会社により手続きが異なる 



手続き 主な必要書類 手続き先 備考 

③生活に密接した 
手続き 

④忘れがちな 
手続き 

□ 公共料金引落口座の変更 銀行窓口又は契約した会社 

□ 固定電話の承継・解約・利用休止 各電話会社 

□ 借地・借家の名義変更 □借地・借家契約書 
□相続人の印鑑証明書・実印     等 地主・家主 

□ 賃貸住宅の名義変更 □賃貸借契約書 
□相続人の印鑑証明書・実印     等 不動産管理会社・家主 

□ 公営住宅の契約の承継 住宅供給公社 ・一定の条件を満たせば承継することも 
 できるので住宅供給公社に確認 

□ ケーブルテレビ・衛星テレビ 
契約継続又は契約解除 各契約会社 

□ クレジットカードの解約 
□会社所定の届出用紙 
□クレジットカード 
□戸籍謄本等の名義人が死亡した事実が 
 わかる書類           等 

クレジット会社 ・シートベルト保険等付帯サービス確認  
 した上で解約 

□ 携帯電話の解約 各携帯電話会社 ・毎月利用料金が請求されることもある 
 ため早めに手続が必要 

□ プロバイダーの解除 各契約会社 ・毎月利用料金が請求されることもある 
 ため早めに手続が必要 

□ スポーツクラブ等の退会手続 □退会届 各契約会社 ・毎月利用料金が請求されることもある 
 ため早めに手続が必要 

□ 免許証、パスポート等の返却 
□被相続人の免許証、パスポート 
□戸籍謄本等の名義人が死亡した事実が 
 わかる書類           等 

免許証：最寄りの警察署 
パスポート：最寄りの都道府県 
      パスポート センター 

□ 百貨店等の積み立て 各百貨店 

□ IC乗車券の解約 
□解約届 
□戸籍謄本等 
□ICカード            等 

各契約会社 ・解約することで残金やデポジットが 
 返却される 

□ 高齢者福祉 シルバーパスの返却 □被相続人のシルバーパス 住所地の市区町村役場 



手続き 主な必要書類 手続き先 備考 

⑤戸籍の手続き 
その他の手続き 

④忘れがちな 
手続き 

□ 家屋の火災保険の名義変更 損害保険会社 

□ 自動車保険の名義変更 損害保険会社 ・自賠責保険（強制加入）及び任意保 
 険の両方の手続きをする 

□ マイナンバー返却 □マイナンバーカード 住所地の市町村役場 

□ 「復氏届」の提出 □復氏届 
□届出人の戸籍謄本・印鑑 

被相続人の配偶者の本籍地又は 
住所地の市町村役場 

・配偶者の死後、旧姓に戻す場合の手続 
 き 

□ 子の氏の変更許可申立て □子の氏の変更申立書（家庭裁判所へ） 家庭裁判所・市区町村役場 

・子の氏や戸籍の変更を行う場合、復氏 
 届では子の氏や戸籍は変更できないた 
 め、子の氏の変更許可申し立てを行う 
・家庭裁判所に許可申立を提出し、許可 
 を得たら役所へ提出する 

□ 「姻族関係終了届」の提出 □姻族関係終了届 
□届出人の戸籍謄本・印鑑 

被相続人の配偶者の本籍地又は 
住所地の市町村役場 

・配偶者の親族との親戚関係を終了させ 
 る場合の手続き。この手続により亡く 
 なった配偶者の父母、兄弟姉妹の扶養 
 義務はなくなる。 

□ 自動車税の納税義務者変更 □相続代表者届出書 
□相続関係のわかる戸籍謄本    等 

普通自動車：都道府県税事務所 
軽自動車：市税事務所 

・自動車の名義を引続人が決まるまで 
 のあいだ、相続人代表者が納税する 
 ための手続き 

□ 固定資産税納税者代表選定の届出 
□固定資産税代表者選定用紙 
□相続関係のわかる戸籍等 
□相続人全員の認印        等 

市区町村の固定資産税課 
・相続登記が納税者が亡くなった年内 
 に完了していない場合等に必要な手 
 続き 
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