はじめに
郵便局職員の皆様に対し、私自身の遺族としての体験をお話しする
場を与えていただいた日から、３年が経過しました。
私が息子を失った際、周囲の人のどのような言動に傷ついたかを紹
介し、遺族の心のケアである「グリーフケア」の説明を通じて、「遺
族が望む対応」を解説したところ、
「ご遺族がそんな思いをしている
とは知らなかった」「相続対応の際の参考になる」「相続手続に関わる
人は全員知っておくべきことだ」と評価をいただき、お話しする場が
どんどん広がっていきました。
そして、金融総合専門紙への掲載を機に、郵便局以外の金融機関の
方からもお声かけをいただくようになり、2016年３月から2019年６
月までに、全国45ヵ所延べ3,000人以上の方に私の「グリーフケア研
修」を受講していただき、グループディスカッションなどを通じて様々
なご意見をいただくことができました。
「グリーフケア研修」を通じて、金融機関行職員の皆様も、相続手
続に来訪されるお客様に対してどのような言葉をかければよいのか悩
み、心を痛め、対応方法を模索していることを知りました。そして、
その努力にもかかわらず、相続対応をめぐるクレームやトラブルが絶
えないことも知りました。
相続手続をめぐるトラブルの背景には、遺族心理への理解が不足し
ていることがあるように思います。ご遺族は特殊な心理状態にあり、
その性質とメカニズムを理解したうえで、対応方法を考える必要があ
るからです。そして「ご遺族への望ましい接遇」は、個人としてだけ
でなく組織として考える必要があります。
従来、金融機関の相続対応についての研修は「書類処理をいかに間
違えずに行うか」という側面に焦点が置かれ、関連する法令や金融機

関内部の事務処理の学習が中心でした。
しかし、相続の手続きに金融機関を来訪されるお客様は、相続人で
ある以前に大切な方を失ったばかりのご遺族です。相続の業務知識の
一環として、遺族支援の知識体系である「グリーフケア」を学び、遺
族心理を理解しておくことは、相続の際の接遇に役に立ちます。
このたび、３年間の試行錯誤の成果を本書にまとめました。本書で
は、
「グリーフケア」を解説し、ご遺族にとって金融機関での相続手
続がもつ意味合いと、ストレスが引き起こされる構図を明らかにして
います。そして、「ご遺族であるお客様にどのように接するべきか」
という解決策を述べています。
本書をもとに、ご遺族へのよりよい接遇のあり方について、読者の
皆様と一緒に考えていけたら幸いです。そして、本書でご紹介したグ
リーフケアの知識が、金融機関で相続手続にあたる皆様とご遺族であ
るお客様との信頼関係構築に役立つこと願っています。
一般社団法人日本グリーフケアギフト協会
代表理事

加藤美千代
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1

金融機関の相続手続の重要性

現在、日本は多死社会を迎え、相続件数は増加しています。
金融機関において、お客様の世代交代への対応が重要視
される昨今、相続をきっかけとした資産の流出は防がなけ
ればなりません。しかし、お客様に不愉快な思いをさせて
しまうなど、トラブルも発生しやすいのが相続の手続きです。
ご遺族の心のケアに関する知識体系「グリーフケア」を
学び、相続におけるご遺族への接遇を見直してみましょう。

1

相続発生の現状

多死社会の到来
厚生労働省の調査によると、2016年に結婚したカップルは62万
531組、つまり124万1,062人でした。一方、2016年に死亡した人は
130万7,748人です。現在の日本では、結婚する人より亡くなる人の
。
方が多いという現状があります（図表1－1）
わが国では、1966年以降、死亡者が増え続けています。政府統計
資料「平成30年我が国の人口動態（平成28年までの動向）」によると、
2016（平成28）年の死亡者数は130万7,748人と戦後最多になって
おり、死亡率も年々上昇しています（図表1－2）。
人口構成を見ても、今後この傾向が続くことは明白です。図表1－3
を見ると、人口ボリュームの多い団塊の世代が老年に差しかかってい
ることがわかります。これから、わが国では、戦後経験したことのな
い規模で、多くの方が亡くなる「大量死」時代を迎えるのです。
図表1－1

2016年の出生・死亡・婚姻等の人数
出

生

死

亡

乳児死亡

97 万 6,978 人

130 万 7,748 人

1,928 人

32 秒に１人

24 秒に 1 人

４時間 33 分 22 秒に１人

死

産

婚

姻

離

婚

２万 934 胎

62 万 531 組

21 万 6,798 組

25 分 11 秒に１胎

51 秒に１組

２分 26 秒に１組

（出所）
「平成30年我が国の人口動態（平成28年までの動向）」
（厚生労働省政策統括官）より作成
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図表1－2

死亡数および死亡率の年次推移
（1899年～ 2016年）
死亡率

平成28年
（2016）
131万人
東日本大震災
平成23年
（2011）
死
亡

亡
数

率（人口千対）

最少の死亡数
阪神・淡路大震災
昭和41年
（1966）
平成7年（1995）
67万人
最低の死亡率
昭和54年
（1979）

死
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関東大震災
大正12年
（1923）

1
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死亡数

インフルエンザ
大正7～9年
（1918～1920）

（出所）
「平成30年我が国の人口動態（平成28年までの動向）
（
」厚生労働省政策統括官）より作成
図表1－3

わが国の人口ピラミッド
（2016年10月１日現在）
77歳：日中事変の動員による
昭和13、
14年の出生減

老年人口（27.3%）
（65～）

生産年齢人口（60.3%）
（15～64）

70,71歳：終戦前後における
出生減

年少人口（12.4%）
（ 0 ～14歳）

67～69歳：昭和22～24年の
第１次ベビーブ
ーム
（団塊の世代）
50歳：昭和41年
（ひのえう
ま）の出生減

42～45歳：昭和46～49年の
第２次ベビーブーム

万人

（出所）
「平成30年我が国の人口動態（平成28年までの動向）
（
」厚生労働省政策統括官）より作成
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