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ひとくち法律相談 Q＆A その103       

A. 　弁護士に依頼された場合、弁護士で戸籍調査をして、現住所（住民票

のある住所）を調べることができます。

　ただ、そこの住所でも連絡が取れない場合には、下記の方法が考え

られます。

①失踪宣告

　　７年以上生死が不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる

ことができます。失踪宣告が確定すれば、法的には弟は死亡したも

のと見なされます。ただ、強力な効果を持つため、家庭裁判所はかな

り厳密な調査をすることになります。

②不在者財産管理人の選任

　　行方不明であることを理由にして、家庭裁判所に「不在者の財産

管理人」を選任してもらうことができます。この場合、財産管理人が

弟の代わりに遺産分割協議に参加し、家庭裁判所の許可を得て、協

議を成立させ、取得した財産を弟のために管理することになります。

    いずれの方法もそれなりの準備が必要であるため、ご不明な点があれば、お

気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[火・水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　先日父が亡くなりました。私、弟、妹の３人が相続人になりますが、弟

は20年ほど前から音信不通で、生きているかどうかもわかりません。こ

のような場合に遺産分割をするには、どうしたらいいでしょうか。

「遺産相続で音信不通の相続人がいる場合」

今年も宜しくお願い
　　　申し上げます
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新年のご挨拶

　明けましておめでとうございます。

　友の会員の皆様にはお変わりなく新しい年をお迎えになら

れたことと思います。

　どうか本年もよろしくお願い申し上げます。

　さて、2010年の日本の出生数は107万人であったのが、昨年は

88万人に激減しました。又、65歳以上の高齢者数は2010年が

2,958万人で総人口の23.1％であったのが、昨年は3,588万人で

総人口の28.4％に増加しました。まさに私たちは少子高齢化社

会の真っただ中で生活をしているわけですが、高齢者の中には

寝たきりになったり、施設の中でしか生活できない人も沢山お

られます。

　高齢者にとってできれば自立して生活ができることが一番

望ましいことではないでしょうか。そのためにも日頃から健康

管理を怠らないことが何よりも大切なことだと思います。

　本年も、貴島中央病院のお世話になりつつも、健康寿命を少

しでも永らえることができるような年になることを願い、そ

のためにも貴島中央病院「友の会」の活動に積極的に参加され

ますようにお願い申し上げまして、新年のご挨拶とさせて頂

きます。

貴島中央病院友の会　会長　澤井 聖典
　2019年、令和最初の友の会社社会見学は『大阪くらしの今昔館』と『大阪造幣局』に行って
まいりました。
　大阪くらしの今昔館は大阪市北区天神橋６丁目（日本一長い商店街の一番端の辺り）にあ
ります。2001年４月にオープンし、「住まいの歴史と文化」をテーマとしたミュージアムで
ビルの８階に江戸時代の大坂の街並みを実物大で復元しています。その他にも明治・大正・
昭和の近代大坂の住まいと暮らしの模型や資料が展示してあり、レンタルで着物を着て江
戸時代の街並みを散策することもできます。
　桜宮にある大阪造幣局は皆さんもよくご存知の桜の通り抜けで有名ですが、敷地内には
工場と博物館があります。工場では主に貨幣の製造や勲章や褒章の製造などを行っていま
す。博物館では昔の貨幣（富本銭）から現代までの貨幣などが展示してあります。今回の造
幣局の見学は友の会の澤井会長の数年来の希望でようやく見学することができました。
　ただ造幣局の見学はかなり人気のようで３カ月前から予約しても、なかなか希望日や時
間が選べませんでした。見学したい方は早めの予約をお勧めします。

大阪造幣局の正面玄関で記念撮影しました。それでは社会見学の様子をご覧ください。

2019
友の会社会見学友の会社会見学
『大阪くらしの今昔館と造幣局に
  行ってきました』
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　８階で受付を終えたらエスカレーター
で９階に上がり写真の場所から見学がス
タートします。
　９階の通路からガラス越しに江戸時代
の大坂の街並みを真上から見る事が出来
ます。
　街並みの天井はスクリーンになってお
り、夜を再現するために暗くなったり、リ
アルに再現されています。

　病院前から車で出発して約１時間で住
まいのセンタービルに到着しました。こ
のビルの８・９階に大阪くらしの今昔館が
あります。
　正面玄関に全員集合して浩二院長と澤
井会長のあいさつの後、エレベーターで８
階に上ります。まさかビルの中に江戸時
代の街並みが再現されているとは、誰もが
想像つきませんでした。

　８階の実際の街並みに降りてきました。
真ん中の通路の両側には、様々な江戸時代
のお店（駄菓子屋、薬屋、呉服屋など）が10
軒ほど再現されています。
　着物を着ている２名の女性は、
外国からの観光客でレンタルの
着物を楽しんでおられました。

　昼食はツイン
21ビルの38階
で現在の大阪の
街並みを眺めな
がら中華ランチ
をいただきまし
た。

　昼食の後、造幣局に向かいました。はじ
めに小さな部屋に通されて、20分ほど造
幣局の説明を受けました。ここでは記念
硬貨など造幣局のグッズが購入できます。
そこから少し歩き、工場に向かいます。写
真の左側が造幣局の建物で
右側に見えている緑が桜
並木になっています。

　建物は４階建てになっていて、各階の通
路からガラス越しで製造工程を見ていき
ます。
　広々とした工場はオートメション化が
進んでおり、無人の機械が硬貨を運んでい
ました。
　写真の様に殺風景な工場で何をしてい
るかもわかりにくく、少し期待外れでし
た。

　先ほどの工場見学から次は造幣局の博
物館の見学です。豊臣秀吉の造った大判か
ら現在のお金まで日本の様々なお金が展
示してありました。昔、教科書で見たよう
な大判、小判が多数展示してあり、会員の
皆さんも「現在のお金に換算したらいくら
だろうと」興味深く見ておられました。

　会員さんが暖簾をくぐって出てきたと
ころが風呂屋さんで、その隣のお面を飾っ
ているのが人形屋さんです。どのお店も
忠実に再現されており、いろいろな小物も
展示してあります。
　お風呂屋さんの中では江戸時代の大坂
の生活について10分程度の映画で説明し
ていただきました。
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　朝８時30分に病院前を出発し、16時ごろ病院まで帰ってきました。今回のコースは比較
的歩いて見学することが多く、友の会の会員さん中でも少し歩き疲れたと仰っていました。
今回の社会見学は初めて参加される方も多く、事務局としても喜んでおります。
　来年以降も多くの方に参加していただけるような社会見学を企画できるように考えてお
ります。また見学してみたいところがあれば事務局までよろしくお願いします。
　最後に今回の社会見学からクイズを出します。（正解は次号の友の会通信で）皆さんも考
えてみてください。

造幣局で展示されている天正菱大は
数枚しか見つかっておりません。
オークションではいくらの値段が付
くでしょうか？

大阪くらしの今昔館の再現さ
れた街並みの全景です。ここ
に動物が隠れていますがわか
りますか？

●友の会の今後の予定・行事について●
◎『桜並木散歩会』
　例年通り３月下旬～４月上旬にて計画しておりますが、場所を含めて詳細は未定で
す。
　２月下旬には病院の受付に掲示しますのでご確認ください。

◎『2020年 友の会総会』
　総会は５月23日（土）に八尾文化会館プリズムホールで開催いたします。

　2019年11月14日（木）15時より八尾市文化会館プリ
ズムホールで『知ろう 自分の健康！ふれよう ジェネ
リック！』のイベントが行われ、多くの方が参加されて
いました。
　主催は厚生労働省と大阪府で、医師会や八尾市のバッ
クアップにより開催されました。このイベントは全国
の初の試みで厚生労働省のホームページでも大々的発
表・ＰＲされており、そこに貴島浩二院長が講演されま
した。

　第１部ではロコモ対策講座ということで浩二院長が
スクリーンを使い説明され、多くの人が食い入るよう
に説明を聞いていました。そのあと皆さん真剣に、電卓
でロコモ度テストの点数を計算されていました。
　第２部では会場を移動して『２ステップテスト』や『立
ち上がりテスト』で各自のロコモ度を体験していまし
た。浩二院長もテストの補助をしていました。同時にそ
の会場では、ジェネリック薬品の説明や薬に触れる体
験も行われました。

浩二院長は『ロコモ対策』について様々な場所で講演をされており、友の会の講演などで最
新の情報を発信していただけるよう考えております。

『知ろう 自分の健康！
　 ふれよう ジェネリック！』
『知ろう 自分の健康！
　 ふれよう ジェネリック！』

▲院長もテストの補助として参加していました ▲うめ薬局の薬剤師もイベントに参加しい
　ました

◀
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

◀
第
１
部
の
講
演
の
様
子
で
す

2020年度の年会費を４月より受け付けます。また2019年度の会費を未納の方は急ぎ、
納入をよろしくお願い致します。
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ひとくち法律相談 Q＆A その103       

A. 　弁護士に依頼された場合、弁護士で戸籍調査をして、現住所（住民票

のある住所）を調べることができます。

　ただ、そこの住所でも連絡が取れない場合には、下記の方法が考え

られます。

①失踪宣告

　　７年以上生死が不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる

ことができます。失踪宣告が確定すれば、法的には弟は死亡したも

のと見なされます。ただ、強力な効果を持つため、家庭裁判所はかな

り厳密な調査をすることになります。

②不在者財産管理人の選任

　　行方不明であることを理由にして、家庭裁判所に「不在者の財産

管理人」を選任してもらうことができます。この場合、財産管理人が

弟の代わりに遺産分割協議に参加し、家庭裁判所の許可を得て、協

議を成立させ、取得した財産を弟のために管理することになります。

    いずれの方法もそれなりの準備が必要であるため、ご不明な点があれば、お

気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[火・水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　先日父が亡くなりました。私、弟、妹の３人が相続人になりますが、弟

は20年ほど前から音信不通で、生きているかどうかもわかりません。こ

のような場合に遺産分割をするには、どうしたらいいでしょうか。

「遺産相続で音信不通の相続人がいる場合」

今年も宜しくお願い
　　　申し上げます


