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4 つのポイ ント

葬儀は人々が
ご遺族に寄り添う場でもある

死亡保険金額
（100万円） あたり
のケース

※１ 上記保険料は年払保険料
（女性：7,940円）
を月々換算した金額
（小数点以下切り上げ）
で、
月払保険料ではありません。
保険料は掛捨てで、
更新毎に逓増します。保険料は年齢・性別・死亡保険金額によって変わります。男性の保険料については、別途お問い合わせください。
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死亡保険金額

4

最短で

※2 健康状態などによってはお引受けできない場合があります。簡単な告知書の記入が必要です。
※3 ご契約に際しては、資料をご請求いただき、
「ご契約内容（契約概要）」
「特に重要なお知らせ
（注意喚起報）
」
「ご契約のしおり・約款」
を必ずご一読ください。
※4 保険金クイック支払サービス：責任開始期より2年以内の死亡、災害死亡など、
お取扱いできない場合がありますのでご留意ください。

［登録番号］
承認番号：MLAD2103-21
ご請求いただいた資料につきましては、当社または取扱代理店から発送させていただきます。

相続コラム

相続税の基本を
理解しておきましょう

くらしのヒント

アクティブシニアが
増えている

ふるさとグルメ

鮎菓子（岐阜県）
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号

葬儀は人々が
ご遺族に
寄り添う場でもある

当然 のこと。 その方に寄り添い、
支えることをグリーフケアといいま
す。グリーフワークは、ご遺族など
が悲嘆を受け止めていく作業のこと
です。葬儀社や葬儀関連会社等で
もご遺族の心のケアを重視するとこ
ろが増えてきました。

新型コロナの影響で葬儀の簡素化がさらに進んでいます。

近年は、葬儀の日に初七日法要

席で故人を知る人々と飲食をしなが

感染予防とはいえ、「充分なお別れができなかった」 と

を行うこともありますが、仏教では

ら思い出話をする、
「大変だったね」

心を痛めるご遺族も少なくありません。

本来、葬儀が終わると四十九日の

とひと声かけてもらったことで、ご

忌明けまで 7 日ごとに法要を行いま

遺族の心は救われたものです。

一日葬や直葬が増えてきた
なかなか収束しない新型コロナウ
イルス感染症。葬儀の場でも、感

くされた喪失感に加え、
「充分なお

す。7 日ごとに人々が集まり供養し、

別れができなかった」
「もっときちん

故人への思いを語る機会があること

らずのうちにグリーフケアの役割を

と送ってあげたかった」という後悔

は、ご遺族の心の安定を考えるとと

果たしていたといえるかもしれませ

の念を抱くものにもなりかねません。

ても良いことだと思います。僧侶も

ん。それらが省略、
簡素化された今、

支えてくれました。

ご遺族に寄り添い支えることが重要

染 予防のため、 消毒はもちろん、

通夜や葬儀は故人とお別れをす

参列者を極力少なくしたり、会食を

る、 故 人を偲 ぶ 場でありますが、

やめてお弁当に切り替えるなどの対

それと同時に人々が悲しみの中にい

策が行われています。

るご遺族に寄り添う場でもあります。

通夜もそうです。通夜ぶるまい

通夜、葬儀、法事等は知らず知

になってきました。

新 し い 送 り 方

そのような状況になると、一般的

人が集い、言葉を交わすことで、ご

な葬儀のスタイルにこだわらなくて

遺族の気持ちは支えられていたので

もいいという方も出てきます。前号

はないでしょうか。ただでさえ簡素

でも少々触れましたが、コロナ禍の

化の傾向にあった葬儀に、新型コ

中、家族葬がまた一段と増加し、

ロナが拍車をかけ、気持ちの整理

一日葬や直葬などの新しいカタチ

ができないご遺族が増えているので

弔問客が参列するような一般的な通夜を行わず、葬儀・告別式、火葬までを 1 日

の葬儀が都市部を中心に急速に広

はないでしょうか。

で行う葬儀です。

がってきたようです。

充分なお別れができなかった

2

（名称が異なる地域もあります）の

葬儀、
法事のもうひとつの意味
近年、葬儀の世界でもグリーフ

簡素で人との接触を極力抑えた

ケアやグリーフワークへの関心が高

葬儀は感染症の予防にはいいかも

まっています。グリーフは悲嘆、喪

しれませんが、コロナ禍での葬儀

失などと訳されます。
大切な方を失っ

は、ご遺族にとっては大切な方を亡

たご遺族が喪失感に襲われるのは

新型コロナの影響もあり、
従来の葬儀のスタイルにとらわれない方が増えてきました。
【一日葬】

ちょくそう

【直葬】
火葬式などともいわれます。葬儀・告別式等のセレモニーを行わず、火葬をします。

【弔問会】
メモリード東京が提案しています。葬儀・告別式の前夜に通夜という儀式を行うの
ではなく、ご遺族・ご親族や親しい方などが時間を決めて集まり、故人と対面します。
「葬儀を２度やる必要はない」と通夜を敬遠する方も多かったのですが、これなら
ば故人とのお別れに注力でき、ご遺族にゆっくりと言葉をかけることもできます。
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相 続 コ ラ ム 9

相続税について心配されている方も多いのではないでしょうか。

情報収集はインターネットで !?

申告が必要ですか？ 対策はできていますか？

アクティブシニアが増えている

まずは相続税の基本からご紹介します。
今号からこのコラムを担当さ

税理士

せていただきます税理士の早

早見昇祐

見昇祐と申します。

司法書士法人NCPグループ

数多くの申告のお手伝いの
経験の中から、皆様のお役に
立つ情報を発信できればと思
います。まずは相続税の基本か

どれくらいの人が
相続税の申告が必要なの

将来への備え
前記のとおり、もはや相続税

国税庁発表のデータによる

は一般家庭でも申告が必要な

と、 平 成 30 年では 全 国で 約

税金です。一度ご自身の財産

136 万人お亡くなりになり、そ

の一覧表を作成し、基礎控除

相続税は、亡くなった人の財

のうち 11 万 6 千人が相続税の

額を超えるかどうか確認してみ

産の合計額（葬儀費用など一

申告が必要でした。割合として

るのはいかがでしょうか。もし

定のものはマイナスできます）

は 8.5％です（これは全国平均

超える場合は、税理士に相談

が、 基礎控除額（3,000 万円

です。 東 京 都では 平 成 30 年

すれば相続税対策などいろい

＋ 600 万円×法定相続人の人

の課税割合が 16.7％など地域

ろ間に合うかもしれません。

数）を超えるときにかかる税金

差がありますので注意が必要で

です。

す）
。ちなみに以前は課税割合

らご紹介いたします。
相続税とは？

「パソコンやスマホは苦手」は昔の話？
デジタル機器を使いこなし、
アクティブに活動するシニアが増えています。

ト
ン

ヒ

相続税の基本を理解しておきましょう

くらしの

間違った相続税対策

超える場 合は、 亡くなった

は 4％程度でしたが、平成 27

預貯金の場合は、亡くなった

日の翌日から 10 ヵ月以内に税

年 1 月より基礎控除額が改正

日の残高が相続税の申告額とな

務署に相続税申告書を提出し、

され約 8％と上昇しました。申

ります。従って生前に引き出し

納税まで完了する必要がありま

告件数が倍増以上ですので大

を行えば、亡くなった日の残高

す。もし基礎控除額以下の場

きな改正です。

を減らすことができます。実際

アクティブシニアとは？

手」というシニアが多かったもので
すが、
「情報はホームページで」
とい

「アクティブシニア」と呼ばれる高

うアナウンスが多くなれば、
そんなこ

齢者が増えてきました。アクティブ

ともいっていられなくなりました。

シニアとは、
明確な定義はありませ

やってみたら意外と簡単だった

んが、
一般的には仕事や趣味など

というシニアも多いようで、今や

のさまざまな活動や消費行動、
また

「シニアの8割がインターネットで

社会貢献等に意欲的で元気なシ

新型コロナに関する情報を収集し

ニアのことです。年齢にも明確な

ている」という報告もあります。

定義はありませんが、
65歳から75
歳としている団体もあります。

デジタル機器は必需品？
コロナ禍においては、外出の自
粛が求められ、そのためインター
ネットで情報を収集したり、
オンラ
インで遠く離れた家族や友人など
と会話をすることが増えました。
かつては「パソコンやスマホは苦

また、
LINEなどのSNSを使って

「外食」が上位だったそうです。特

した。デジタル機器はアクティブシ

に女性は外出志向が強いことか

ニアにとっては、
もはや必需品では

ら、
収束後の積極的な行動が予測

ないでしょうか。

されます。

コロナ収束後にしたいこと

収束後にしたいことはなんでしょ

撮影するアクティブシニアを見か

う？

ける日も近いのでしょうか。

なんともかわいらしい鮎の形をしたお菓
子。これが岐阜名物 「鮎菓子」 です。

を提出したり、納税する必要は

けの特別な税金でしたが、この

なった人の口座から生前に毎日

ありません。

改正により今はサラリーマン家

のように ATM で引き出しを行

庭も課税対象となる普通の税

い、合計数千万円引き出してい

の焼き印が押されていますが、鮎の形や表
情は各店舗によって異なります。 また、 味

たケースもありました。でもこれ

有価証券、現金、預貯金、保

お手伝いの中での感覚ですが、

はダメなんです。税務署は銀行

険などがあります。 生 活 費で

首都圏では持ち家であれば申

調査ですべて把握可能です。わ

残っている現金やタンス預金な

告が必要な可能性があると思

からないと思ったら大間違いで

ども財産となります。

いますのでご注意ください。

すのでご注意ください。
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ランの情報を収集して我先にと出
かけ、
その様子をスマホのカメラで

のお手伝いの中で、家族が亡く

金となっています。これは私の

インターネットで観光地やレスト

さて、
アクティブシニアがコロナ

相続税は以前は一部の人だ

表的なものとしては、不動産、

「国内旅行」、
「友人・仲間に会う」、

友人や家族と交流する方も増えま

合は、税務署に相続税申告書

相続税対象の財産となる代

あるアンケート調査によれば、

鮎菓子

岐阜県

岐阜エリアで鮎菓子を販売しているのは
30 店舗以上あるそうです。 カステラ生地

富山県
石川県

ぎゅうひ

で求肥を包むのが一般的で、鮎の顔やヒレ

福井県

★
岐阜県

にもそれぞれこだわりがあるようです。
愛知県

岐阜といえば長良川の鵜飼が有名です
が、そこで獲れる鮎はもちろん、お菓子ま
で名物にしてしまうなんてすごいですね！

三重県
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葬 儀 保 険 ってなあに？

A

そもそも、
どうして「葬儀保険」が
必要なの？
亡くなったあとは、
葬儀費用はもちろん、
さまざまな出費が
あります。

毎回ご好評いただいている「資料請求キャンペーン」。今回はブランド牛の中で
もトップクラスの品質を誇る「佐賀牛」です。ステーキでもしゃぶしゃぶでもおい
しい、甘くてコクのある肉をお楽しみください。 期間中に資料請求いただいた方
の中から抽選で 100 名様にプレゼントします。この機会に、ぜひ葬儀保険を検討
してみませんか？

Q

生命保険ではなく、
なぜ「葬儀保険」なの？

締め切り：5月31日
（当日消印有効）
資料請求方法：添付のはがき、お電話（0120-244-888）、FAX
（03-3233-0210）、
ホームページ
（https://www.memoleadlife.co.jp/）
をご利用ください。
※お1人様1回限り
当選発表：6月中旬頃（発表は商品の発送をもってかえさせていただきます）

スムーズに
A 葬儀関連費用として、
支払いを受けることができます。
生命保険と分けることで、相続関連とは別に葬儀関連費用
として必要なときにスムーズに支払いを受けることができます。
保険に目的別に加入することで保険金額が少額となり、簡
単なお手続きで相対的にお手頃な費用で必要な補償額の用
意が可能となります。
また、葬儀費用としてご自身でご用意が可能なので、
ご遺族
に金銭的、精神的なご負担をかける心配もなく安心して終活
ができます。

トピックス
保険金請求に必要な死亡診断書は「写しで大丈夫！」となりました
メモリード・ライフでは、さらに一歩改善を進め、どうしても煩雑なイメージが強い死亡保険金請求書類の一
部を簡略化しました（2020年9月から）。
診断書をご用意いただく費用負担が軽減、書類を整える時間が短縮され、請求されるご遺族のご負担が少
なくなり、より安心をお届けできます。

2020 年 8 月以前

2020 年 9 月以降

●死亡保険金請求書
●死亡診断書（医師、病院の承認印のあるもの）
●被保険者の住民票
（除票）
●受取人の本人確認書類
（運転免許証等の写し）
●医療機関への確認同意書
※ご契約から2年以内の病死でのご請求例

●死亡保険金請求書
●死亡診断書（写し）
●被保険者の住民票
（除票）
●受取人の本人確認書類
（運転免許証等の写し）
●医療機関への確認同意書

TALK
コロナで法事はどうなるの？
今年は叔母の七回忌を行う予定

E

※写真はイメージです

T T E

皆様からの

R

人が亡くなると、悲しみをいやす
間もなく葬儀を行い、
そのあと諸手
続きに追われ、
あれよあれよという
間に四十九日…。その間にはお墓
や仏壇のこと、遺品整理など、やら
なければならないことがたくさん。そ
れに伴い、お金も出ていってしまい
ます。
そのようなときに役立つのが「葬
儀保険」。亡くなったあとのさまざま
な出費に「葬儀保険」が力強い味
方となってくれるでしょう。

5月31日
まで

抽選で100名様に佐賀牛プレゼント！

L

Q

葬儀には式典の費用だけでなく、
お布施、飲食、
香典返しなどの費用がかかります。日本消費者
協会の「第11回葬儀についてのアンケート調
査」では、2017年の葬儀費用の全国平均は約
195万円という金額になっています。

資料請求キャンペーン

お便り

保険に入って安心
私が保険に入っていることで、亡くなったときには

ですが、親戚一同集まることがで

娘にまとまったお金が入るので、安心しています。葬

は少なくなるのか。会食はあるの

ります。加入しておいて良かったと思います。

きるのか？と心配しています。人数
かな。

儀だけでなく、お布施とかお墓などにもお金がかか
（佐賀県・中島幸代さん）

にぎやかなことが大好きだった

叔母。寂しい法事になったら、叔

母が悲しむかもしれません。私も
みんなに会えることを楽しみにして
いるのですが。

（神奈川県・津村あおいさん）
●ご親戚が顔を合わせる場としても、法
事は大きな役割を果たしていますね。早
くコロナが終息するといいですね。

ご登録情報に
お変わりありませんか？

●遺された方のことを考えると心配になりますね。元気なと
きに、何にいくらくらいかかるか、まとめておかれるといいと
思います。
たくさんのお便りありがとうございました。
次号も皆様の投稿を募集します。テーマは特にありません。最
近の出来事や思うことなどなんでも結構です。添付のはがきか郵
便はがきに必要事項をご記入のうえ、株式会 クオカードプレゼント！
社メモリード・ライフまでお送りください。
掲載された方には、クオカード（QUO
カード）をプレゼントします。

ご住所やお電話番号等、変更がありましたら、下記までご連絡ください。
フリーダイヤル 0 1 2 0 - 24 4 - 8 8 8 （平日9：00〜17：00）
株式会社メモリード・ライフ 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル6階
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