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終活とは1

終活について知識を持つ必要性1

　終活とは、自分のいざというときに備えて、元気なうちに自分自身の希望や考えをま

とめて整理し、準備しておくことです。

　メディアや雑誌などで終活がとりあげられるようになったことにより、シニア層のお

客様や、その子どもたちが自分や親のエンディングに関心を持つようになってきました。

　自分自身のこととして、親のこととして知りたいという人が大半ですが、なかでも60

代や70代の方たちは、両方の立場で考える人がほとんどです。団塊の世代の方々はとく

に、子どもに迷惑をかけたくないという意識が高く、その気持ちが後押ししているのか

もしれません。それだけ幅広い年齢の方たちが終活について関心を持っている現状を考

えると、金融機関がお客様に商品を提案していくにあたって、終活について知識を持つ

ことが非常に重要となっているといえます。

終活ブームの背景2

　終活という言葉が使われ始めてから十数年たちます。終活がとりあげられた当初は、葬

儀やお墓などといった死亡時の準備の話が中心で、葬儀社などが終活をビジネスとして

活用する動きがそのおもなものでした。その後、相続の問題が多くの人々にとって身近

なものになっていくなかで、保険や不動産などの業種においても、相続の前段階として

の終活が注目されるようになっていきました。

　一方で、「死を前面に出したビジネスには抵抗がある」との声も出てくるようになり、

終活
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終活のとらえ方を「死亡時のための準備」から「よりよく生きる」にシフトさせる業者

が増えたり、介護や医療の問題も、終活に含まれるようになっていきました。

　いたる所で「終活セミナー」が行われたり、さまざまな業種が参入したりしたことで、

終活が周知されるようになるにしたがって、終活に興味を持つ人は増えたものの、「結局、

どのような準備をすればよいのか分からない」という人も増え、何も準備できずにいる

人も多くなりました。

伝える側の責任3

　さまざまな業種で終活がブームになると、間違えた情報を鵜
う

呑
の

みにしたことによるト

ラブルも散見されるようになりました。これは、伝える側がよく理解していないにもか

かわらず、情報発信してしまったからです。

　伝える側は、目の前にいるお客様のみならず、お客様に関わる家族や親族のことも考え

たうえで情報を提供しなければなりません。それには、終活に関する多くの正しい情報を、

伝える側が持っていなければならないのです。

える側が持っていなければならないのです。
終活の目的2

終活の目的を明確にする1

　終活は行えばよいのではなく、目的を明確にすることが大切です。「何のために準備す

るのか」が定まっていないと、その準備自体がトラブルを引き起こすからです。

　準備する人の大半は、エンディングノートに要望を残しておこう、遺言書の作成をし

ておこうなど、「自分に関することで家族が大変な思いをしないように」という気持ちが

あります。それらは一見、家族を思って準備しているように感じますが、要は「具体的

にどのような準備をしたのか」が問題になるのです。

　エンディングノートに、「葬儀は行わなくてよい、遺骨は海に撒
ま

いてくれればよい」と

書き残したとしても、単なる要望であって家族のためではありません。本人は、費用の負

担やわずらわしさを減らすためと思ってのことでしょうが、供養する側の気持ちへの配

慮が欠けています。葬儀を行わず遺骨を海に撒くことが、本当に家族のためになるのか、
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エンディングノートを活用したセールス1

現状の財産の確認ができる1

　第１章では終活について解説してきました。「もしも」のときの備えとしては、遺言が

思い浮かぶ方も多いと思いますが、遺言書よりも身近なものとして、エンディングノー

トが一般的になりました。市販のものも数多く販売されています。

　お客様に終活の必要性を伝えようと思っても、短時間で簡潔に伝えるのは難しいもの

です。そのようなときに有効なのが、このエンディングノートです。

　エンディングノートは、その人の要望や希望が分かるよう、質問に答えるかたちで残

すツールです。医療や介護、葬儀、お墓などの情報や、相続人（親族）関係図、所有し

ている財産など項目は多岐にわたります。

　これらの項目を記入することで、残された家族にとって必要な情報を残すことができる

のはもちろん、自分の現状を確認したり、これまでの人生を見つめ直したりするよいきっ

かけとなります。

　また、現状の財産を確認することで、今後のマネープランやライフプランを立てやす

くなります。自分のために使えるお金、介護や医療のためのお金、家族に残すお金を明

らかにすることによって、余裕があれば趣味などに回すこともできますし、不足する可

能性があれば、早い段階で対策を講じることも可能になります。

● 普段から気がかりになっていたり、心配していたりする項目
● 現在の生活ではまったく意識していない項目

エンディングノート

第 2 章
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お客様との距離を縮め、お客様の情報を上手に引き出す2

　実際に自分でエンディングノートを作成してみたり、親に聞いてみたりすると、どの

ような切り口でお客様に聞けばよいのか、おのずと分かります。あとは、それらの周辺

知識を持っていれば、難しくありません。

　「最近、お客様ご自身やご友人などで、身体の調子や病気・介護などのことで、こんな

困ったことがあったという話はありませんか」と聞いてみるのも方法の一つです。また、

「じつは、私の親が……」など、親、兄弟姉妹、親族、友人誰でもよいので、身近な人を

題材に、「自分の親でこんな困ったことがあったので、お客様ご自身やご友人でもそのよ

うなことを体験したり聞いたりしたことがあるのかと思って」と聞けばよいのです。そ

の話の中から、エンディングノートの話につなげていくなどすればスムーズです。

　その内容を覚えておけば、次回はその結果報告や続きの話、別の話題にも広げていく

ことができます。「先日、終活セミナーを聞きに行ったのですが」など、新しい情報を

仕入れたから参考までに伝えるというかたちで、注意点や準備しておくとよい話なども

できます。

　お客様に相談してみると、気分良く話をしてくれる人もかなりいます。そして、年配

者の時代は、「分からないことはメモを取る」世代でもあるので、メモを一所懸命に取る

ことで、好印象を持ってもらえる可能性があります。

　始めからメモを取るのもよいですが、メモを取っていない場合には、「今、すごくため

になることを言っていただいたので、メモを取っていいですか」と言ってメモを取るだ

けで、教えたかいがあったとか、信頼できそうだなど、好印象にもつながります。

お客様本人とご家族の信頼を得るために3

　お客様がすでにエンディングノートを作成しているのであれば、注意点などのアドバ

イスをすることもできます。終活の幅広い会話の中で、お客様自身のこれまでの人生や

個人的なデータ、また、財産についても情報を得る機会を持つことができます。

　エンディングノートをきっかけに、お客様個人の情報や財産状況などを伺い、親身に

なって支援・対応することで、お客様ご本人だけではなくそのご家族とも信頼関係を築

くことにもつなげていくことが可能です。お客様のご家族の信頼を得ることが、将来に

相続が発生した際、相続人に引き続き自金融機関を選択してもらう動機となり得ること

も念頭に置いておきたいところです。
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エンディングノート「お客様の基本のデータ」を
セールスに活用するには1

お客様にとってのメリット、金融機関にとってのメリット1

　親が突然、亡くなってしまったら誰に連絡をすればいいのか、普段の生活で考えること

はまずないと思われます。ですから、気にしていなかったことが急に起こったとき、慌

てたり困ったりするのは当たり前です。しかし、事前に分かっていれば、残された家族

が必要以上に慌てたり、困ったりせずに済むこともあります。

　また、たとえば親自身が、自分で意思表示ができない状態になってしまった場合、介

護等してもらうにしても、本人にとって過ごしやすい環境がどんなものなのか、その意

向を家族が知っていればそのとおりにしてくれるかもしれません。自宅、施設どちらで

過ごすにしても、室内は自分が落ち着く空間にしてもらったり、好きなものを口にした

りできれば、それが一番です。

　そういった「もしも」のとき以外にも、自分史や家族へのメッセージなどを残してお

けば、家族にとっての思い出にもなります。自分が将来、意思が表示できなくなったと

きのために、自分の死後のことを行ってもらう相手のために、自分の情報は残しておく

べきなのです。

　また、金融機関の担当者として、お客様とお話しする際に、お客様のこれまでの人生や、

好きなものなどの話をすることができれば、お客様との信頼関係を構築する第一歩とな

ります。さらにご家族についてお話をお伺いすることができれば、財産の承継や相続対

策など、将来的にわたる取引継続につなげていくこともできます。

お客様の基本のデータ

第 3 章
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「お客様の基本のデータ」の話をする際に注意すること2

　お客様ご自身やご家族、友人等に関するデータを書き残す場合、住所録などの情報は

個人情報になるため、第三者に入手されたときのリスクに注意する必要があります。リ

スクを避ける方法としては、すべてを記入せず最低限の情報のみにとどめ、詳細は別の

用紙に作成し、その場所を伝えておくという手段もあります。

　そもそも、エンディングノートは１冊にまとめる必要はありません。あえて目に触れ

させたいもの、知られては困るものに分けるという方法などについても、アドバイスで

きるとよいでしょう。

自分のデータ2

　ここでは、要望などではなく、現在の自分情報を残します。

作成者情報1

（１） 現在の本籍地と筆頭者名

　死亡届を書くときに役立ちます。大切な人の死に動揺していて思考能力が低下してい

るなか、死亡届を作成するのは誰にとってもつらい作業です。すぐに分かるようにして

書き方のポイントエンディングノート 必ず記入しましょう

フリガナ
名前（旧姓）

ケイザイ イチロウ
経済　一郎

生年月日 1945 年 8月30日

血液型 B型　RH（＋）

自宅電話番号 047-＊＊＊ -＊＊＊＊ 携帯電話 090-＊＊＊＊ -＊＊＊＊

住民票の住所 千葉県○○市△△1丁目2番 3号

本籍地 千葉県○○市△△1丁目2番

筆頭者名・続柄 本人 出生地 栃木県〇〇市

両親の名前 （父）経済 明　　　（母）経済 栄子
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第 3 章   お客様の基本のデータ

おくと負担を減らすことができます。

　なお、本籍地は、現在のみならず今までの本籍地を一覧表にしておきたいものです。も

しくは、実際に出生時から今現在までの戸籍謄本を取得しておきます。ただし、見られ

て困る情報がある場合には、事前取得は避けます。

　相続手続を行うには必ず相続人の確定を行います。その際に必要なのが、本人の出生時

から死亡時までの連続した戸籍謄本等です。今までの本籍地が分からない場合には、現

在の本籍地からさかのぼって出生時まで取得していきます。

　本籍地が複数ある場合には、さかのぼるたびに、その市区町村役場へ足を運んだり、郵

送でのやりとりをしたりしなければならず、取得するのに多くの手間と時間が必要にな

ります。しかし、今までの本籍地が分かれば、一度に各市区町村役場に請求ができ、相

続人確定というはじめの一歩が早くスタートできるからです。

　なお、事前に取得した戸籍謄本等は、あくまでもサンプルです。戸籍謄本等それ自体

に有効期限はありませんが、相続手続などの際には、死亡したあとに取得されたものが

必要になるため、再取得することになります。とはいえ、現物があると再取得しやすい

ため、できればあるとよいということです。

　戸籍の請求窓口は、本籍地のある（本籍地のあった）市区町村役場となります。窓口

のほか、郵送でも可能です。発行手数料が（郵送の場合は郵送料も）かかります。

　また、市区町村役場に戸籍謄本などを請求する際には、請求書に、筆頭者名（戸籍の

始めに記載される人）を記入する必要があります。

（２） 戸籍謄本

　戸籍とは個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。

夫婦および子を単位として、それぞれの戸籍がつくられており、出生から死亡にいたる

までの身分上の重要な事項が記載されています。また、戸籍のあるところを本籍地とい

います。戸籍は、婚姻や移動（転籍）によって新しいものが作られていきます。

　戸籍の証明書には、「謄本」（全部事項証明書）と「抄本」（個人事項証明書）があり（図

表３−１）、戸籍謄本等には図表３−２のような種類があります。

図表３−１  謄本と抄本の違い

戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本） 戸籍に記録（記載）されている全員の身分事項を証明するもの

戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）

戸籍に記録（記載）されている人のうち1 人または複数人の身分事項を
証明するもの
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（３） 戸籍の附票

　戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場において戸籍の原本と一緒に保管している書類

で、その戸籍が作られてから（またはその戸籍に入籍してから）現在に至るまで（また

はその戸籍から除籍されるまで）の住所が記録されています。相続対策に役立つことが

あります。

　戸籍謄本等には現住所は記載されませんので、住所の履歴を知るには戸籍の附票が便

利です。ただし、市区町村役場によって保管期限が異なっていますので確認が必要です。

緊急連絡先2

　緊急時の連絡先として残しておきます。大抵は家族になりますが、単身者などの場合、

弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家に依頼するケースもあります。

　たとえばひとり暮らしの場合、異変に気づいて尋ねた人が玄関の鍵が開けられなくて

困ることもありますから、鍵を持っている家主や親族の連絡先なども記入しておくのが

よいでしょう。緊急事態の場合、必ずしもエンディングノートを見ながら対応できると

も限りませんので、緊急連絡先については、あらかじめ家族や専門家など伝えておいた

ほうがよい人たちに別途伝えておくといったことも覚えておいてください。

図表３−２  戸籍謄本等の種類

戸籍全部事項証明書 戸籍をコンピュータ化した市区町村役場が発行する証明書で、従前の紙で
発行していた戸籍謄本と同じもの

改製原戸籍謄本 戸籍をコンピュータ化や様式変更のため作り替えた場合に、作り替える前
の元の戸籍に載っている記録内容を証明したもので、手書きのものもある

※ ほかに、除籍全部事項証明書（除籍謄本）という婚姻・死亡・転籍などにより記録（記載）者全員が除かれた戸籍に記録（記載）さ
れている内容を証明するものもある。

書き方のポイントエンディングノート 必ず記入しましょう

名前 関係 連絡先 備考

ケイザイ ジロウ
経済　二郎 弟 090-＊＊＊＊ -＊＊＊＊

不在の時は奥さんの久子さんへ。
080-＊＊＊＊ -＊＊＊＊


