目 次

葬儀事前相談 想定問答集 2022年版

１．
もしものときの対応〜遺体安置・納棺

12

ご臨終〜遺体搬送
想定問答１ 「危篤の連絡は、
誰にどのようにすればいいですか」

12

想定問答２ 「もしものときが、
正月や夜中でも対応可能ですか」

12

想定問答３ 「家族が病院で亡くなったら、
何をすればいいですか」

13

想定問答４ 「入院をしていた主人が、
在宅医療を受けています。

万が一、
自宅で亡くなったらどうすればいいですか」

13

想定問答５ 「病院から迎えに来て欲しいと電話をしたら、
どのくらいの時間で来てもらえますか」

14

想定問答６ 「病院を出るまでに、
しておかなければならないことは何ですか」

14

想定問答７ 「病院から自宅まで故人を連れて行ってもらったら、
費用はいくら位掛かりますか」

15

想定問答８ 「自宅はエレベーターのない団地の3階です。

病院から自宅へ、故人を連れて帰ることはできますか」

想定問答９ 「自宅がマンションなので、
故人を病院から直接、

そちらの葬祭ホールへ連れていくことはできますか」

想定問答10 「病院で亡くなってから、
その後のおおよその流れを教えてください」

15
16
16

故人様のご安置
想定問答11 「病院から家に故人が帰ってくるときに、
何を準備しておけばいいですか」

17

想定問答12 「故人を自宅で安置する場合、
布団ではなくベッドでも大丈夫ですか」

17

想定問答13 「亡くなった人は、
なぜ北枕で寝かせるのですか」

18

末期の水・故人様ケア
想定問答14 「末期の水とは何ですか」

19

想定問答15 「湯灌とは、
何をすることですか」

19

想定問答16 「逆さ屏風とは何ですか」

20

想定問答17 「逆さ水とは、
どのような水ですか」

20

想定問答18 「エンバーミングとは、
何をすることですか」

21

想定問答19 「エンゼルケアとは、
何をすることですか」

21

想定問答20 「入院が長かったので顔がやつれています。

亡くなった後で、顔を綺麗にしてあげることはできますか」

22

葬儀打ち合わせ
想定問答21 「万が一のとき、
菩提寺の住職には、
いつ亡くなったことを連絡すればいいですか」

22

想定問答22 「お葬式の打ち合わせでは、
何を決めればいいですか」

23

想定問答23 「喪主は、
誰が務めればいいですか」

23

想定問答24 「喪主は、
何をすればいいですか。喪主の役割を教えてください」

24

想定問答25 「お葬式の日程は、
どのように決めればいいですか」

24

想定問答26 「お葬式を頼んだときに、
式場が空いていなかったらどうすればいいですか」

25

想定問答27 「葬儀の参列者の数は、
どのように予想すればいいですか」

25

想定問答28 「お通夜やお葬式についての連絡は、
誰に、
どのようにして行えばいいですか」

26

想定問答29 「遠方から来る親戚の宿泊先は、
どのように手配すればいいですか」

27

想定問答30 「遺影用の写真は、
どんな写真を用意すればいいですか」

27

納棺
想定問答31 「納棺の際の旅支度とは何ですか」

28

想定問答32 「納棺の流れについて簡単に教えてください」

28

想定問答33 「脚絆とは何ですか。
どのようにして着けるのか教えてください」

29

想定問答34 「手甲とは何ですか。
どのようにして着けるのか教えてください」

29

想定問答35 「六文銭とは何ですか。
どのような意味があるのか教えてください」

30

想定問答36 「故人の棺の中に入れるものは、
何がいいですか」

30

想定問答37 「主人は、
ゴルフが好きなので、

ゴルフクラブとボールを棺に入れたいと思いますが、大丈夫ですか」

想定問答38 「父親が大切にしている時計を、
棺に入れてあげることはできますか」

まとめ ”事前相談のお客様が知りたいこと①”

「もしものときの対応〜遺体安置・納棺」
に関する相談をされるお客様の心理

２．
お通夜・ご葬儀〜火葬

31
31
32

34

お通夜
想定問答１ 「お通夜は、
何のためにするのですか。
お通夜の意味を教えてください」

34

想定問答２ 「お通夜のときにする、
通夜ぶるまいとは何をすることですか」

34

想定問答３ 「通夜ぶるまいには、
どのような料理が出るのですか」

35

想定問答４ 「食物アレルギーがあるのですが、
対応してもらえますか」
（対応している場合）

35

想定問答５ 「父は硬いものが食べられないので、
細かく切ってもらうことはできますか」

36

想定問答６ 「料理が足りなくなったら、
すぐに追加できますか」

36

想定問答７ 「お通夜の晩、
遺族親族は何をすればいいですか」

37

想定問答８ 「こちらの葬祭ホールに泊まるとき、
何を持って来ればいいですか」

37

想定問答９ 「友引の日に、
お通夜はできますか」

38

葬儀関連知識
想定問答10 「お葬式は、
何のためにするのですか」

38

想定問答11 「お葬式を頼んだら、
葬儀社はどのようなことをしてくれるのでしょうか」

39

想定問答12 「こちらの葬祭ホールでお葬式をした場合のメリットは何ですか」

40

想定問答13 「おたくには、
お葬式ができる施設がいくつあるのですか」

41

想定問答14 「葬儀と告別式は、
違うものなのですか」

41

想定問答15 「お別れの儀というのは、
何をするのですか」

42

想定問答16 「野辺送りとは、
何をすることですか」

42

想定問答17 「戒名とは、
何ですか」

43

想定問答18 「戒名は、
誰につけてもらえばいいですか」

43

想定問答19 「お坊さんのお経には、
どのような意味があるのですか」

44

想定問答20 「お葬式の中で、
お坊さんは何をしているのですか」

44

想定問答21 「お葬式のときだけお坊さんを頼みたいのですが、

そのお寺の檀家にならなくても大丈夫ですか」
（ご僧侶の紹介を行っている場合）

45

各種費用について
想定問答22 「お葬式には、
いくら位費用が掛かるのですか」
想定問答23 「こちらでお葬式をすると、
どのような費用が掛かりますか。

また、30人位で家族葬をしたら、
いくら位掛かりますか」

45
46

想定問答24 「マイクロバスは、
用意してもらえますか。料金はいくら位ですか」

47

想定問答25 「お葬式に来ていただいたお寺へのお布施は、
いくら用意すればいいですか」

47

想定問答26 「お葬式の費用は、
いつまでに支払えばいいですか」

48

想定問答27 「葬儀代金を会社の手形で支払うことはできますか」

48

家族葬 ・ 一般葬について
想定問答28 「家族葬とは、
どのようなお葬式ですか」

49

想定問答29 「家族葬と密葬は、
どこが違うのですか」

49

想定問答30 「家族葬で、
お葬式をすることのメリットを教えてください」

50

想定問答31 「家族葬で、
お葬式のすることのデメリットは何ですか」

50

想定問答32 「家族葬をした場合、
参列をお断りした人に何をすればいいですか」

51

想定問答33 「家族葬をすると、
安くお葬式ができるのですか」

52

想定問答34 「家族葬に親しい友人だけ呼ぼうと思いますが、
大丈夫でしょうか」

52

想定問答35 「近所の人たちを家族葬に参列してもらっても大丈夫ですか」

53

想定問答36 「父は市議会議員をしています。
自分の葬儀は家族葬でしてほしいと言っていますが、

家族葬で父を送ることは可能ですか」

53

想定問答37 「一般葬でお葬式を行った場合の、
メリットを教えてください」

54

想定問答38 「一般葬でお葬式を行った場合の、
デメリットは何ですか」

54

想定問答39 「家族葬にするか普通のお葬式にするか迷っています。
どうすればいいですか」

55

家族葬 ・ 一般葬以外の葬儀形態
想定問答40 「直葬とは、
どのようなお葬式ですか」

55

想定問答41 「一日葬とは、
どのようなお葬式ですか」

56

想定問答42 「無宗教葬で、
お葬式をすることはできますか」

56

想定問答43 「神道の葬儀は、
どのようにすればいいですか」

57

想定問答44 「自然葬とは、
どのようなお葬式ですか」

57

想定問答45 「自宅でお葬式をすることはできますか」
（自宅葬プランを用意している場合）

58

想定問答46 「自宅でお葬式をするメリットとデメリットを教えてください」

58

想定問答47 「こちらで社葬をしてもらうことはできますか」

59

その人らしいお葬式
想定問答48 「祭壇を好きな花で飾ってもらうことはできますか」

59

想定問答49 「メモリアルDVDを作るのに、
何が必要ですか」

60

想定問答50 「釣り好きの父にふさわしい葬儀は、
どのようなものがありますか」

60

想定問答51 「ゴルフが趣味の父です。
父らしい葬儀にしたいのですが、
どうしたらいいですか」

61

想定問答52 「音楽が好きな夫です。
音楽で送ってあげたいのですが、
いいアイデアはありませんか」

61

想定問答53 「女性らしいお葬式にしたいのですが、
どうしたらいいですか」

62

お通夜 ・ご葬儀当日
想定問答54 「お葬式のとき、
喪主は何を着ればいいですか」
（洋装の場合）

62

想定問答55 「お葬式のとき、
遺族の子供は何を着ればいいですか」

63

想定問答56 「お通夜からお葬式までの間、
遺族はどこにいればいいですか」

63

想定問答57 「お通夜やお葬式のとき、
弔問客や会葬者から声を掛けられたら何と答えればいいですか」

64

想定問答58 「葬儀のとき、
遺族親族の座る順番ってあるのですか」

64

想定問答59 「喪主になったときのお焼香の仕方を教えてください」

65

想定問答60 「宗派によってお焼香の仕方が違うと聞きました。

うちは浄土真宗なのですが、
お焼香の仕方を教えてください」

参考

宗派別お焼香の仕方

想定問答61 「喪主の挨拶では、
何を話せばいいですか」

65
66
67

会葬返礼品 ・ 会葬礼状
想定問答62 「会葬返礼品はいつ渡して、
どのような品物が適していますか」

67

想定問答63 「会葬返礼品は、
多少多めに頼んだ方がいいですか」

68

想定問答64 「会葬返礼品が余ったら、
引き取ってもらえますか」

68

想定問答65 「一般会葬者と来賓、
親族に、
それぞれ違う会葬返礼品を渡してもらうことはできますか」

69

想定問答66 「オリジナルの会葬礼状を作ってもらえますか」

69

想定問答67 「余った会葬礼状は返品できますか」

70

火葬場関連
想定問答68 「火葬場へは、
何を持っていけばいいですか」

70

想定問答69 「火葬料は、
どのように支払えばいいですか」

71

想定問答70 「火葬場へ行くときと、
帰るときの道を変えると聞いたことがあります。
なぜですか」

71

想定問答71 「火葬場から葬祭ホールへ遺骨が帰ってきたら、
何をするのですか」

72

想定問答72 「自宅に帰ってきた遺骨は、
どこに安置するのですか」

72

想定問答73 「亡くなった日の当日に火葬することは可能ですか」

73

香典返し
想定問答74 「香典返しはいつ、
どのような品物を渡せばいいのですか」

74

想定問答75 「香典返しの金額と品物の種類を教えてください」

74

想定問答76 「香典返しの表書きは、
どのように書けばいいですか」

75

想定問答77 「高額のお香典をいただいた方への、
香典返しはどうすればいいですか」

75

その他 葬儀関連事項
想定問答78 「必ずこちらでお葬式をすることを条件に、
式場の予約はできますか」

76

想定問答79 「葬儀の司会を頼むことはできますか」
（自社スタッフは、無料の場合）

76

想定問答80 「自分のうちの宗派が分からない場合、
どのように調べればいいですか」

77

想定問答81 「会食などで余ったお料理を持ち帰ることはできますか」
（持ち帰りができない場合）

78

想定問答82 「献体をしたい場合でも、
お葬式はできますか」

78

想定問答83 「生活保護を受けていますが、
お葬式はできますか」

79

まとめ ”事前相談のお客様が知りたいこと②”

「お通夜・ご葬儀〜火葬」
に関する相談をされるお客様の心理

80

82

３．法要〜仏壇・墓地
納骨
想定問答１ 「納骨は、
どのようにすればいいですか」

82

想定問答２ 「納骨は、
いつ頃すればいいですか」

82

想定問答３ 「納骨式には、
何を持っていけばいいですか」

83

想定問答４ 「主人の遺骨を四十九日でお墓に入れたくありません。

そばに置いておきたいのですが大丈夫でしょうか」

想定問答５ 「手元供養とは、
どのようなことをするのですか」

83
84

法要
想定問答６ 「精進落としなどの会食の席では、
喪主や遺族はどこに座ればいいですか」

84

想定問答７ 「四十九日の忌明けに、
することを教えてください」

85

想定問答８ 「同じ年に法要が重なった場合は、
どのようにすればいいですか」

85

想定問答９ 「法要は、
どのような段取りで行えばいいのですか」

86

想定問答10 「命日を過ぎてから法要をしてはいけないと聞きましたが、
なぜですか」

86

想定問答11 「親族の者が
『三月またぎ』
は縁起が悪いという話をしていました。

『三月またぎ』
とは何ですか」

87

想定問答12 「四十九日以降の法要について教えてください」

88

想定問答13 「法要のときに用意する卒塔婆とは、
どのようなものですか」

88

想定問答14 「こちらで法要をすると、
いくら位費用が掛かりますか」

89

想定問答15 「法要後の会食の席にも、
席順ってあるのですか」

89

想定問答16 「法要の引き物の金額と、
選ぶ品物について教えてください」

90

想定問答17 「法要に来ていただいたご住職へのお布施は、
いくら位が相場ですか」

90

お別れ会 ・ 偲ぶ会
想定問答18 「お別れ会と偲ぶ会について教えてください」

91

想定問答19 「お別れ会や偲ぶ会は、
どのような段取りで行えばいいのですか」

91

仏壇
想定問答20 「うちは仏壇がないのですが、
仏壇はいつ頃買えばいいですか」

92

想定問答21 「仏壇には、
どのような種類があるのですか」

92

お墓
想定問答22 「入れるお墓がないのですが、
どうしたらいいですか」

93

想定問答23 「お墓を購入するとは、
どのような意味があるのですか」

93

想定問答24 「霊園には色々な種類があると聞きました。
どんな種類があるのですか」

94

想定問答25 「お墓には、
どのような種類があるのですか」

94

想定問答26 「お墓の管理は、
誰が引き継げばいいのですか」

95

想定問答27 「分骨をするには、
どうしたらいいですか」

95

その他 法要関連事項
想定問答28 「遺品は、
どのように整理すればいいですか」

96

想定問答29 「海で散骨するには、
どうしたらいいですか」

97

想定問答30 「お盆には、
何をすればいいですか」

97

想定問答31 「水子供養は、
どのようにすればいいですか」

98

想定問答32 「開眼供養とは、
どのようなものですか」

98

想定問答33 「形見分けとは、
何をすることですか」

99

まとめ ”事前相談のお客様が知りたいこと③”

「法要〜仏壇・墓地」
に関する相談をされるお客様の心理

４．死亡後の届け出〜手続き

100

102

手続きの概要
想定問答１ 「亡くなってから最初に行う手続きは何ですか」

102

想定問答２ 「亡くなってから行う手続きには、
どのようなものがあるのですか」

102

手続きに必要な書類の概要
想定問答３ 「手続きに必要となる書類は、
どのようなものですか。
それはどこでもらえるのでしょうか」

103

想定問答４ 「戸籍謄本とは、
どのようなものですか」

103

想定問答５ 「戸籍抄本とは、
どのようなものですか」

104

想定問答６ 「改製原戸籍とは、
どのようなものですか」

104

想定問答７ 「除籍謄本とは、
どのようなものですか」

105

想定問答８ 「戸籍の附票とは、
どのようなものですか」

105

想定問答９ 「戸籍謄本など、
役所で発行される書類は有料ですか」

106

想定問答10 「死亡診断書はどこでもらえるのですか。
お金は掛かるのでしょうか」

106

想定問答11 「死亡診断書が必要になるのは、
どのようなときですか」

107

想定問答12 「死亡診断書と死体検案書は、
どこが違うのですか」

107

想定問答13 「世帯主変更届が必要な場合と不要な場合があると聞いたのですが、
詳しく教えてください」

108

想定問答14 「夫婦で個人商店を営んでいます。
個人事業主である主人が亡くなった場合、

税金などの手続きは誰に相談したらいいのでしょうか」

108

年金関係
想定問答15 「年金受給者が亡くなった場合、
どうすればいいのですか」

109

想定問答16 「年金受給停止の手続きを忘れて、
受け取ってしまった場合どうなるのですか」

109

想定問答17 「未支給年金とは、
なんですか」

110

想定問答18 「遺族年金は、
どこに請求すればいいのですか」

110

想定問答19 「遺族年金には、
色々な種類があると聞きました。
どのようなものがあるのですか」

111

各種返納
想定問答20 「亡くなった人の健康保険証は、
どこに返せばいいのですか」

111

想定問答21 「運転免許証は、
どこに返せばいいのですか」

112

想定問答22 「パスポートは、
どこに返せばいいのですか」

113

準確定申告
想定問答23 「準確定申告が必要な人と、
必要のない人がいると聞きました。

どのような場合に必要なのですか」

想定問答24 「準確定申告は誰が、
どこで、
いつまでにやればいいのですか」

113
114

各種給付金
想定問答25 「主人に万が一のことがあったら、
私はシングルマザーになります。

何か公的な手当などはあるのでしょうか」

114

想定問答26 「葬儀費用の一部が支給される制度とは、
どのような制度ですか」

115

想定問答27 「高額療養費制度とは、
どのような制度でしょうか」

115

その他 手続き関連事項
想定問答28 「電気・ガス・水道などの公共料金の契約者が亡くなった場合は、
どうすればいいのですか」
想定問答29 「賃貸マンションに住んでいるのですが、
主人の名前で契約しています。

主人が亡くなったら、
どうすればいいのですか」

116
116

想定問答30 「普通自動車の名義変更は、
どのようにすればいいですか」

117

想定問答31 「生命保険の請求は、
どのようにすればいいですか」

117

まとめ ”事前相談のお客様が知りたいこと④”

「死亡後の届け出〜手続き」
に関する相談をされるお客様の心理

118

５．相続〜遺言

120

相続の概要
想定問答１ 「相続とは、
何をすることですか」

120

想定問答２ 「相続人とは、
誰を指す言葉ですか」

120

想定問答３ 「被相続人とは、
誰を指す言葉ですか」

121

想定問答４ 「相続には、
マイナスの財産というのもあるのですか」

121

想定問答５ 「法定相続人とは、
誰がなるのですか」

122

想定問答６ 「胎児は、
法定相続人になれるのですか」

122

想定問答７ 「代襲相続とは、
何をすることですか」

123

想定問答８ 「法定相続人が相続権を失うのは、
どのようなときですか」

124

想定問答９ 「法定相続人の相続の仕方を教えてください」

124

想定問答10 「相続人を確定するために、
何をすればいいですか」

125

想定問答11 「預貯金の相続手続きは、
どのようにすればいいですか」

126

想定問答12 「相続をする際の単純承認とは、
何をすることですか」

126

想定問答13 「相続をする際の相続放棄とは、
何をすることですか」

127

想定問答14 「相続をする際の限定承認とは、
何をすることですか」

127

遺留分
想定問答15 「遺留分とは、
何ですか」

128

想定問答16 「遺留分が認められる、
法定相続人は誰ですか」

128

想定問答17 「遺留分侵害額請求とは、
何をすることですか」

129

想定問答18 「遺留分侵害額請求に期限はありますか」

130

遺贈
想定問答19 「遺贈とは、
何をすることですか」

130

想定問答20 「遺贈者とは、
誰のことですか」

131

想定問答21 「受遺者とは、
誰のことですか」

131

想定問答22 「包括遺贈とは、
どのようなことですか」

132

想定問答23 「特定遺贈とは、
どのようなことですか」

132

想定問答24 「世話になっている家政婦さんに遺産をあげたいが、
どうすればいいですか」

133

想定問答25 「父には内縁関係の女性がいます。
内縁関係の女性に、遺産の相続権はありますか」

133

想定問答26 「負担付き遺贈とは、
どのようなことですか」

134

想定問答27 「生前贈与とは、
何をすることですか」

134

想定問答28 「特別受益や特別受益者とは、
どのようなことですか」

135

想定問答29 「寄与分とは、
どのようなことですか」

135

遺言
想定問答30 「遺言の内容と法定相続分は、
どちらが優先されるのですか」

136

想定問答31 「自筆証書遺言とは、
どのようなものですか」

136

想定問答32 「公正証書遺言とは、
どのようなものですか」

137

想定問答33 「秘密証書遺言とは、
どのようなものですか」

138

遺産分割
想定問答34 「遺産分割協議とは、
何をすることですか」

138

想定問答35 「なぜ、
遺産分割協議書を作成するのですか」

139

想定問答36 「遺産分割には、
どのような方法がありますか」

140

想定問答37 「遺産分割調停とは、
どのようなときにするのですか」

141

想定問答38 「遺産分割調停でまとまらないときは、
どうすればいいですか」

141

その他 相続関連事項
想定問答39 「被相続人の銀行口座が凍結された場合、
葬儀費用などは引き出せますか」

142

想定問答40 「成年後見制度とは、
どのような制度でしょうか」

143

まとめ ”事前相談のお客様が知りたいこと⑤”

「相続〜遺言」
に関する相談をされるお客様の心理

６．
その他のご相談

144

146

新型コロナウイルス関連
想定問答１ 「新型コロナウイルスが流行っていますが、
おたくの会社でお葬式はできますか」

146

想定問答２ 「遠くにいて参列することができない親戚に、
葬儀の様子を見せてあげることはできますか」

146

想定問答３ 「現状では多くの人を呼ぶことが難しいので、
家族葬にしようと思いますが、

コロナ収束後に仕事関係の人を呼んで何かできますか」

147

想定問答４ 「葬儀の打ち合わせを、
対面しないで行う方法はありますか」

147

想定問答５ 「会葬者に対する新型コロナウイルスへの感染対策は、
何をしていますか」

148

想定問答６ 「お焼香をするときに感染しそうで怖いのですが、
何か対策をしていますか」

148

想定問答７ 「マイクロバスの車内は密になりそうで怖いのですが、
対策はしていますか」

149

想定問答８ 「大勢での会食は避けたいのですが、
何かいい方法はありませんか」

149

想定問答９ 「こちらの社員の人たちは、
どのような感染対策をしているのですか」

150

その他
想定問答10 「事前相談をすることのメリットって何ですか」

150

想定問答11 「事前相談は無料ですか」

151

想定問答12 「事前相談の後で、
葬儀式場を下見することはできますか」

152

想定問答13 「葬祭ディレクターとは、
どのような資格ですか」

152

想定問答14 「エンディングノートとは、
何をするものなのですか」

153

想定問答15 「エンディングノートに法的な効力はありますか

153

想定問答16 「エンディングノートを書くことのメリットは何ですか」

154

想定問答17 「エンディングノートを書いた後は、
どうすればいいですか」

154

