
運転免許証の「自主返納制度」と
は？

運転免許証の自主返納を
考えてみませんか
　最近、車を運転していて｢危ない!｣
と思ったことや、家族から運転して
いることを心配されたことはあり
ませんか？
　加齢からくる運転技術や判断力
の衰えは重大な事故につながりか
ねません。そうした危険を避けるた
めにも、また、家族に心配をかけな
いためにも運転免許証の自主返納
を考えてはいかがでしょうか。

自主返納の後は「運転経歴証明書」の交付が受けられます
　運転経歴証明書は、運転免許を返納した日か
らさかのぼって５年間の運転に関する経歴を証
明するもので、これまで安全運転に努めてきた
証明や記念の品となるものです。
　平成24年４月１日以降に交付された運転経歴
証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認
書類として、永年、利用することができます。

氏名

住所 ○○県○○市○○丁目○○番地
交付

番号

種
　類

中
型

平成○○年○○月○○日
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他
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平成○○年○月○日

（自動車等の運転はできません）
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昭和○○年○○月○○日生山田　太郎

運 転 経 歴 証 明 書

○○
公安
委員会

　運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるようになった高齢ドライバー
の方が、自主的に運転免許証の全部または一部を返納することができる制度です。

出典：警察庁HPより加工・編集して作成
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株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです

Ending Note

●保管について
　エンディングノートは銀行口座
などの資産情報をはじめ非常に
重要な個人情報の塊です。保管に
は細心の注意を心がけましょう。

●エンディングノートの存在を
　知らせておく
　せっかくエンディングノートを作成
しても家族がその存在を知らなかっ
たら意味がなくなってしまいます。

●財産について
　エンディングノートには法的効力が
ないので遺産分与で遺族がもめる恐
れがあります。財産に関しては別に正
式な遺言書を準備しておきましょう。

　氏名・生年月日・住所・電話番号（緊
急連絡先を含む）・血液型など一通りの
情報を記載しておきましょう。現在か
かっている病気や常用している薬、通院
先も示しておくと親切です。

【自分のことについて】
　いざというとき知らせて欲しい親戚・
知人・友人がいればそのリストを残して
おきましょう。

【親戚・友人・知人について】
　預貯金やクレジットカードなどの口
座情報はもちろん不動産や有価証券な
どの金融資産も詳細に残しておきま
しょう。また、プラスの資産だけでなく
借金などマイナスの情報も忘れてはい
けません。

【財産・資産について】

　延命治療が必要になったときの対処
を残しておきましょう。口頭だけですと
あなたの意志だとしても延命を打ち
切った人が他の遺族から糾弾されるお
それがあります。
　死後、遺体などを献体として提供す
る意志があればその旨も記しておきま
しょう。

【延命・献体について】

　生命保険をはじめとした各種保険の
情報を残しておきましょう。また、個人
年金や企業年金に加入している人はそ
の情報も残しておきましょう。

【保険や私的年金などについて】

　遺品を形見分けしたいときは品名・
譲渡先を網羅したリストを残しておき
ましょう。また、最近はパソコンなどに
デジタルな遺品を残すケースもありま
す。そうしたものへの対処も残しておき
ましょう。

【遺品について】 　十分な法的効力を持つ遺言書は弁
護士などに相談し、アドバイスを受け
ましょう。遺言書を作成
したときはその存在をあ
きらかにし、保管場所を
示しておきましょう。

【遺言書について】

　葬儀の実施方法や費用などを明記し
ておくと遺族の負担が軽くなります。ど
の写真を遺影に使うかも残しておくと
良いでしょう。また、お墓のことが決
まっていればその情報も示しておきま
しょう。

【葬儀・お墓について】

　携帯電話やネットなどの会
員サービスなどを利用してい
る場合はアカウントやパスワー
ドなどの情報と共に対処方法
も指示しておきましょう。

【解約などについて】

※掲載の記事に関しましては、一般的な見解を示したものであり、全てのケースにあてはまるものではありません。

エンディング
ノートの
注意点

遺
言
書

　いざというときに備え、あなたの意志をエンディングノートに残しておきましょう。エンディングノートは遺言書と違い法
的な効力こそありませんが、逆に決まった形式もなく好きなように残しておくことができます。
　元気なうちにあなたの意志を書き留めておくことであなた自身の安心とご家族の負担軽減につながります。
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運転免許証の「自主返納制度」と
は？

運転免許証の自主返納を
考えてみませんか
　最近、車を運転していて｢危ない!｣
と思ったことや、家族から運転して
いることを心配されたことはあり
ませんか？
　加齢からくる運転技術や判断力
の衰えは重大な事故につながりか
ねません。そうした危険を避けるた
めにも、また、家族に心配をかけな
いためにも運転免許証の自主返納
を考えてはいかがでしょうか。

自主返納の後は「運転経歴証明書」の交付が受けられます
　運転経歴証明書は、運転免許を返納した日か
らさかのぼって５年間の運転に関する経歴を証
明するもので、これまで安全運転に努めてきた
証明や記念の品となるものです。
　平成24年４月１日以降に交付された運転経歴
証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認
書類として、永年、利用することができます。
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平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日

○○
公安委員会二種

他
二・小・原

平成○○年○月○日

（自動車等の運転はできません）

第123456789000号

昭和○○年○○月○○日生山田　太郎

運 転 経 歴 証 明 書

○○
公安
委員会

　運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるようになった高齢ドライバー
の方が、自主的に運転免許証の全部または一部を返納することができる制度です。

出典：警察庁HPより加工・編集して作成
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株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです

Ending Note

●保管について
　エンディングノートは銀行口座
などの資産情報をはじめ非常に
重要な個人情報の塊です。保管に
は細心の注意を心がけましょう。

●エンディングノートの存在を
　知らせておく
　せっかくエンディングノートを作成
しても家族がその存在を知らなかっ
たら意味がなくなってしまいます。

●財産について
　エンディングノートには法的効力が
ないので遺産分与で遺族がもめる恐
れがあります。財産に関しては別に正
式な遺言書を準備しておきましょう。

　氏名・生年月日・住所・電話番号（緊
急連絡先を含む）・血液型など一通りの
情報を記載しておきましょう。現在か
かっている病気や常用している薬、通院
先も示しておくと親切です。

【自分のことについて】
　いざというとき知らせて欲しい親戚・
知人・友人がいればそのリストを残して
おきましょう。

【親戚・友人・知人について】
　預貯金やクレジットカードなどの口
座情報はもちろん不動産や有価証券な
どの金融資産も詳細に残しておきま
しょう。また、プラスの資産だけでなく
借金などマイナスの情報も忘れてはい
けません。

【財産・資産について】

　延命治療が必要になったときの対処
を残しておきましょう。口頭だけですと
あなたの意志だとしても延命を打ち
切った人が他の遺族から糾弾されるお
それがあります。
　死後、遺体などを献体として提供す
る意志があればその旨も記しておきま
しょう。

【延命・献体について】

　生命保険をはじめとした各種保険の
情報を残しておきましょう。また、個人
年金や企業年金に加入している人はそ
の情報も残しておきましょう。

【保険や私的年金などについて】

　遺品を形見分けしたいときは品名・
譲渡先を網羅したリストを残しておき
ましょう。また、最近はパソコンなどに
デジタルな遺品を残すケースもありま
す。そうしたものへの対処も残しておき
ましょう。

【遺品について】 　十分な法的効力を持つ遺言書は弁
護士などに相談し、アドバイスを受け
ましょう。遺言書を作成
したときはその存在をあ
きらかにし、保管場所を
示しておきましょう。

【遺言書について】

　葬儀の実施方法や費用などを明記し
ておくと遺族の負担が軽くなります。ど
の写真を遺影に使うかも残しておくと
良いでしょう。また、お墓のことが決
まっていればその情報も示しておきま
しょう。

【葬儀・お墓について】

　携帯電話やネットなどの会
員サービスなどを利用してい
る場合はアカウントやパスワー
ドなどの情報と共に対処方法
も指示しておきましょう。

【解約などについて】

※掲載の記事に関しましては、一般的な見解を示したものであり、全てのケースにあてはまるものではありません。

エンディング
ノートの
注意点

遺
言
書

　いざというときに備え、あなたの意志をエンディングノートに残しておきましょう。エンディングノートは遺言書と違い法
的な効力こそありませんが、逆に決まった形式もなく好きなように残しておくことができます。
　元気なうちにあなたの意志を書き留めておくことであなた自身の安心とご家族の負担軽減につながります。
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　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつかは遺族にな
り、告別式の参列者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支え
るために、しきたりや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うすることとして、自らの葬儀の演
出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。いざというとき慌てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬
のマナーは心得ておきましょう。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです

出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。いざというとき慌てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬
のマナーは心得ておきましょう。

臨終から法要まで

　法要後、お世話に
なった人に感謝と慰労
の気持ちを込めて喪主
が挨拶。遺族が酒と料
理でもてなし、故人をし
のびます。

　持ち帰った遺骨、位
牌を祭壇に安置し、僧
侶が読経する中、遺族
による焼香が行われま
す。このとき、本来7日
目に行う初七日法要
を、繰り上げてとりおこ
なう場合が多くなって
います。

　初七日に始まり、三十
五日、四十九日、百か日
と、お経を上げて、お香
で供養します。このとき
納骨を行う場合もあり
ます。

　一周忌に始まり、2年
目の三回忌、6年目の七
回忌、その後十三回忌、
十七回忌、二十三回忌、
二十七回忌、三十三回
忌、三十七回忌、五十回
忌と法要を続けます。三
十三回忌または五十回
忌をもって、弔い上げ
（最終の年忌法要）とす
る場合が多くなってい
ます。

8. 精進落とし

　故人との別れを惜し
み、夜通し香と灯火を絶
やさず遺体を守ったの
が本来の通夜ですが、
最近では数時間ほどで
終わる形式が多くなり
ました。通夜が終了した
後は、通夜ぶるまいとし
て親族や親しい人に食
事などを振る舞ったり、
代わりに折り詰めなど
をお渡しすることもあり
ます。

3. 通夜
　遺体を北枕に安置
し、喪主、儀式の形式と
日取り、葬儀社を決めて
依頼し、寺院や知らせる
べき人に連絡します。

　火葬の前に全員が焼
香。火葬終了後は、二人
一組になって箸で遺骨
をはさみ骨壺にいれる
骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

6. 火葬・骨上げ

1. 臨終
　枕飾りをして遺体を
安置。喪服、遺影の準備
と世話役との打ち合わ
せ。戒名の依頼や隣近
所への挨拶、死亡届の
手配も行います。

7. 還骨回向

2. 通夜の準備
　通夜の翌日に、死者
を弔うのが葬儀で、故人
に別れを告げるのが告
別式です。読経の後、遺
族、親族が焼香し、参列
者の焼香へと移ります。

9. 追善供養

4. 葬儀・告別式

10. 年忌法要

5. 出棺・火葬

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、
また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

　最後の対面の後、別れ
の花などを行い、遺族の
手で霊柩車へ。会葬者は
合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

弔事の流れ

Flow of Funeral

134

生
活
ガ
イ
ド

２１０２桐生市(SG60)企画後半.indd   134 2021/01/13   10:41:41



　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつかは遺族にな
り、告別式の参列者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支え
るために、しきたりや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うすることとして、自らの葬儀の演
出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。いざというとき慌てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬
のマナーは心得ておきましょう。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです

このページは有料広告ページです

臨終から法要まで

　法要後、お世話に
なった人に感謝と慰労
の気持ちを込めて喪主
が挨拶。遺族が酒と料
理でもてなし、故人をし
のびます。

　持ち帰った遺骨、位
牌を祭壇に安置し、僧
侶が読経する中、遺族
による焼香が行われま
す。このとき、本来7日
目に行う初七日法要
を、繰り上げてとりおこ
なう場合が多くなって
います。

　初七日に始まり、三十
五日、四十九日、百か日
と、お経を上げて、お香
で供養します。このとき
納骨を行う場合もあり
ます。

　一周忌に始まり、2年
目の三回忌、6年目の七
回忌、その後十三回忌、
十七回忌、二十三回忌、
二十七回忌、三十三回
忌、三十七回忌、五十回
忌と法要を続けます。三
十三回忌または五十回
忌をもって、弔い上げ
（最終の年忌法要）とす
る場合が多くなってい
ます。

8. 精進落とし

　故人との別れを惜し
み、夜通し香と灯火を絶
やさず遺体を守ったの
が本来の通夜ですが、
最近では数時間ほどで
終わる形式が多くなり
ました。通夜が終了した
後は、通夜ぶるまいとし
て親族や親しい人に食
事などを振る舞ったり、
代わりに折り詰めなど
をお渡しすることもあり
ます。

3. 通夜
　遺体を北枕に安置
し、喪主、儀式の形式と
日取り、葬儀社を決めて
依頼し、寺院や知らせる
べき人に連絡します。

　火葬の前に全員が焼
香。火葬終了後は、二人
一組になって箸で遺骨
をはさみ骨壺にいれる
骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

6. 火葬・骨上げ

1. 臨終
　枕飾りをして遺体を
安置。喪服、遺影の準備
と世話役との打ち合わ
せ。戒名の依頼や隣近
所への挨拶、死亡届の
手配も行います。

7. 還骨回向

2. 通夜の準備
　通夜の翌日に、死者
を弔うのが葬儀で、故人
に別れを告げるのが告
別式です。読経の後、遺
族、親族が焼香し、参列
者の焼香へと移ります。

9. 追善供養

4. 葬儀・告別式

10. 年忌法要

5. 出棺・火葬

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、
また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

　最後の対面の後、別れ
の花などを行い、遺族の
手で霊柩車へ。会葬者は
合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

弔事の流れ

Flow of Funeral
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桐生市役所
〒376-8501  群馬県桐生市織姫町1番1号

TEL．0277-46-1111（代表）

株式会社サイネックス
〒102-0083  東京都千代田区麹町5-3

TEL．03-5275-5022

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

株式会社サイネックス　群馬支店
〒370-0852  群馬県高崎市中居町４-４-３７

TEL．027-353-8391

※掲載している広告は、令和3年1月29日現在の情報です。

　「桐生市　暮らしの便利ガイド」は、桐生市にお住まいの皆さんへ市の行政

情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的とし、官民協

働事業として桐生市と株式会社サイネックスで共同発行しました。

　「桐生市　暮らしの便利ガイド」は、地域の各団体および事業者の皆さんの

ご協力により、行政機関への設置はもとより、桐生市の全世帯へ無償配布する

ことができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

　「桐生市　暮らしの便利ガイド」に掲載の行政情報は、令和2年12月末現在

のものです。法改正や社会情勢の変動などにより内容が変更される場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。行政情報の内容や手続きなどで不明な

場合は、各担当へお問い合わせください。

　掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用ください。広告

内容については、株式会社サイネックスにお尋ねください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

Edit�'s Note

発  行

広告販売
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