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毘沙門堂に固定資産税の課税漏れか？
反対する会、住民監査請求の構え
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裁判も許可取り消し訴訟へ変更
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「境内地」への変更は昨年 月 日
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った。
課税に関することであ
っても、公開されうる最
低限の情報は開示されて
しかるべきである。
「毘沙門堂の納骨堂建
設に反対する会」によれ
ば、一連の毘沙門堂問題
のうち、この固定資産税
課税漏れに関する問い合
わせに対する市の対応は
特に歯切れが悪いとのこ
とであり、一層不信感が
募るばかりだ。
課税漏れの疑いは納骨
堂許可とは別次元の問題

都市局次長
峯村 政道氏

初芝勤（保健福祉局次長）
○会計管理者・原誠司（選
挙管理委員会事務局長）
【部長級】
○総務局市長公室長・折原
亮（総務局市長公室秘書課
長）○総務局危機管理監・
松島隆一（市民局市民自治
推進部広報広聴課長）○総
務局総務部長・大野和（教
育総務部長）○総合政策局
オリンピック・パラリンピ

病院局次長
初芝
勤氏

局長・大西公一郎（総務局
次長）○保健福祉局長・小
早川雄司（都市局次長）
○保健福祉局次長・山口淳
一（保健福祉局医監・保健
所長事務取扱）○こども未
来局長・山元隆司（総務局
総務部長）○環境局長・米
満実（財政局財政部長）
○都市局次長・峯村政道
（総務局市長公室長）○病
院局へ出向・病院局次長・

環境局長
こども未来局長
米満
実氏 山元 隆司氏

れ就任した。主な人事は以
下の通り。
【特別職】
○副市長・建設局長事務取
扱神谷俊一（副市長）
【局長級】
○総務局長・山田啓志（こ
ども未来局長）○総合政策

保健福祉局長 総合政策局長
小早川雄司氏 大西公一郎氏

043-256-4414㈹

宗教法人毘沙門堂が稲毛東に建設した納骨堂「毘沙門堂稲毛陵苑」の敷地を
取得し、地目が宗教用の「境内地」に変更されるまでの間の「宅地」だったと
きの固定資産税を課税されていなかった疑いが浮上した。
市当局は問い合わせに対し、うつむいたまま回答ができないままであったこ
とから、未納なのではなく課税漏れである可能性は高い。適正課税と納付の原
則が守られていないとすれば、熊谷市長の「脱・財政危機宣言の解除」に反す
る重大問題に発展することになる。
【取材・武田弥太郎】

副市長
神谷 俊一氏

千葉市稲毛区小仲台2-5-2-1001

登 記 簿の 記 載 に よ れ い。固定資産税の額や納
ば、毘沙門堂が取得した 付の状況は開示されるべ
二筆の土地のうち、一つ きではないが、適正に課
は平成 年３月 日に取 税されているかどうかは
得し、もう一つは平成 守秘義務の対象ではない
年 月 日に取得してい のだから、課税の有無は
ることがわかり、二つの 当然回答できるはずであ
土地が宗教用の「境内地」 る。課税額の計算によっ
に変更されるまでの間は ては課税漏れ額は数百万
「宅地」であったことも明 円に上ることも考えられ
らかである。
る以上、看過できないは
少なくとも取得した翌 ずである。
年分から平成 年分まで 広い方の土地は１３２
は固定資産税が課税され ２平方メートルあり、直
るはずであるものの、市 前の所有者は株式会社博
は課税の有無を回答しな 全社であったこともわか

総務局長
山田 啓志氏

千葉市の人事異動

月末、千葉市の人事異
動の発表がありました。
副市長に神谷俊一氏が就
任されたほか、総務局長は
山田啓志氏、総合政策局長
に大西公一郎氏、保健福祉
局長小早川雄司氏、こども
未来局長は山元隆司氏、環
境局長は米満実氏がそれぞ
3
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裁判の結果を待たずに営業ししている毘沙門堂

大地の恵みガイアロックス
花崗岩より抽出した20種類
以上の微量ミネラルを
バランスよく含む健康飲料
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千葉市花見川区大日町1274

市 民ガ イド
親子でオペラ鑑賞デビュー

取り合って踊るダンスです▼日時・
4月14日(土)・21日(土)全２回▼場
所・穴川コミュニティセンター３階
サークル室▼募集人数定員10名(参
加費無料)☆絵手紙入門教室▼日時
・４月16日・５月７日・５月21日・
６月18日・７月２日・７月16日(全６
回月曜の10時～12時)▼場所・１階
講習室◇講師・茶鍋みよ子(日本絵
手紙協会公認講師)▼受講料・3,000
円(6回分)定員15名▼問い合せ・各
イベントとも穴川コミュニティセ
ンターへ (千葉市稲毛区穴川
4-12-3） TEL 043-284-6155

「美女と野獣物語」～二期会ＢＬＯ
Ｃ千葉オリジナル版～０歳から楽
しめる、参加型のオペラ公演。鑑賞
マナーや公演の楽しみ方も学べま
す▼日時・５月６日（日）１回目10
時30分・２回目14時▼会場・千葉県
文化会館小ホール▼プログラム☆
わくわくコンサート☆～鑑賞マナ
ーをわかりやすく～コンサートで
は、どんなことに気をつけたらいい
のかな？☆オペラ
「美女と野獣物語」 渡辺真知子コンサート
～二期会ＢＬＯＣ千葉オリジナル ～私は忘れない～☆日時・4月28日
版～▼入場料・全席自由大人1,500 （土）開演16時☆会場・青葉の森公
円、子ども（小学生以下）
1,000円＊ 園芸術文化ホール☆出演・渡辺真知
3歳未満は保護者1人につき子ども1 子・石塚まみ（ピアノ）コモブチキ
人まで膝上無料▼問い合せ・県文化 イチロウ（ベース）加納樹麻（ドラ
会館℡043-222-0201
ム）岡部洋一（パーカッション）佐

幕張フィルハーモニー

第49回定期演奏会▼日時・4月15日
（日）14時（開場13時20分ロビーコ
ンサートあり）▼会場・千葉市民会
館大ホール（千葉駅より徒歩7分、
東
千葉駅より徒歩3分）☆曲目・ロッシ
ーニ歌劇「セビリアの理髪師」より
序曲、シューベルト交響曲第7番
「未
完成」、ドヴォボルザーク交響曲第
8番☆指揮・吉川英幸▼入場料・500
円(小学生・60歳以上は無料)▼問い
合せ・℡043-274-1772(渉外・宮本)

久間大和（バイオリン）
馬場孝喜
（ギ
ター）▼入場料・Ｓ席5,000円・Ａ席
4,000円・Ｂ席3,000円▼問い合せ・
青葉の森公園芸術文化ホール
TEL043-266-3511・FAX043-266-1660

うたとも歌の力ちば大会

◇日時・5月16日(水)10時～20時◇
会場・千葉市民会館大ホール(千葉
市中央区要町1、JR千葉駅東口左徒
歩8分)＊参加費500円 (当日受付で
お支払下さい)定員1000人どなた様
も参加できます。☆10時間歌声マラ
穴川コミュニティセンター
ソン♪朝から晩までみんなで歌い
☆フォークダンス入門◇世界の民 放題☆100曲熱唱♪「日本の心/昭和
族舞踊を体験しませんか？皆さんの の青春」歌謡曲・春夏編☆1000人大
参加をお待ちしています！▼日時・ 合唱♪千葉市民会館大ホールを歌
4月12日・19日・26日・5月10日・17 声天国に☆歌の力で脱介護！健康長
日（全５回、
木曜の10時～11時30分） 寿！百歳挑戦！▼主催・NPO法人うた
場所・穴川コミュニティセンター１ ともクラブ℡043-238-8180
階多目的室▼応募対象18歳以上・募 2018年教会バザー
集人数定員10名▼参加費用1,000円 4月28日（土）
11時～14時☆日本福音
（全5回分）
☆スクエアーダンス無料 ルーテル千葉教会（稲毛区稲毛台町
体験会◇カントリーやポピュラー 23-7）・◇あなたの「ほしい」がき
音楽のリズムに合わせて8人が手を っとみつかる☆安くておいしい市

原市直送新鮮野菜！☆手作りケーキ
今●
月●
の
●
＆クッキー☆屋台コーナー焼き鳥・
焼きそばなど☆掘り出し物満載！以
美浜ホームクリニック附属国際がん予知予防センター
外な発見！日用雑貨や古本など☆ラ
センター長・医師
さん 73歳
ンチに休憩、語らいの場に…カレー
・ケーキ＆コーヒー☆子どもたち
美浜区高洲にある「美
つの腫瘍マーカーを総合
も楽しめます！おもちゃコーナー・ 浜 ホ ー ム ク リ ニ ッ ク 附
診断すれば精度の高い検
綿あめ・お楽しみタイム！▼問い合 属 国 際 が ん 予 知 予 防 セ
査が出来る。癌組織を総
せ・℡043-244-8008
合的に診る検査法を研究
ンター」のセンター長を
第11回いつみ会絵画展
し、腫瘍マーカー総合診
務める医師・小林常雄さ
千葉市ことぶき大学校美術学科第5 んは鳥取県出身。昭和44
断法（TMCA）
という個々人
期卒業生（出展作品30点）▼日時・ 年 鳥 取 大 学 医 学 部 卒 業
の予知予防の方法を開発
4月17日（火）～4月22日（日）
9時30 後 、 国 立 が ん セ ン タ ー
した。
分～17時（初日は正午から、最終日 （現・国立がん研究センター）
小林先生は
「微小な癌細胞の場
に
は16時まで）▼会場・千葉市民ギャ 勤務。その後、
京都大学大学院で 合、発生場所は問題ではない」
と
治療の第1段階では、
禁煙を
ラリー・いなげ２階（千葉市稲毛区 2年間、東京大学大学院で5年間、 話し、
緑黄色野
稲毛1-8-35 TEL043-248-8723）▼ 生化学を中心とした癌の基礎的 し、適度な運動を行い、
連絡先・℡043-255-6784（多田） 研究を行い、医学博士号を取得。 菜を摂りバランスの取れた食事
昭和52年から臨床に移り、
一心総 を心がけるなどライフスタイル
東京大衆歌謡楽団
第2段階では、
～昭和初期の名曲を歌う～▼会場・ 合病院副院長、平成4年から京北 の改善をまず実践。
平成12年にIMHCクリニ 小林先生が日本で最初に提唱し
千葉県文化会館・小ホール▼日時・ 病院院長、
平成27年から美 たホリスティック療法に基づい
４月２８日（土）14時開演☆演奏予 ック院長を歴任。
定曲目♪東京ラプソデイ♪誰か故 浜ホームクリニックの副院長兼 たリフレッシュ療法を行う。
リフレッシュ療法とは、
免疫力
郷を想わざる♪旅の夜風♪青い山 美浜ホームクリニック附属国際
を高めることが目的で、
血液中の
がん予知予防センターのセンタ
脈、他▼入場料・全席自由2,500円▼
ー長として癌予防や治療などに 毒素や免疫阻害物質を取除くこ
問い合せ・043-222-0201
取組んでいる。
とで自然治癒力を高める。第3段
ギヤラリー古島
階では、
温熱化学療法や分化誘導
「現在は"癌になるのを待ちま
「アクセサリー三人展」－蘇芳－石
療法、血漿交換療法などを行う。
田昌子（彫金）・鳥居温代（七宝） しょう"という従来の癌の第二次
予防は国民の為に役立たない。
現
一昨年9月にアメリカ統合医療
高橋和恵（彫金）4月13日（金）
～４
「ア
在は、癌細胞の大きさが1㎝以上 学会で長年の実績が認められ
月18日（水）
「仙波恒雄 水彩画展」
「TMCA
になってから発見し、手術・抗が チーブメント賞」を受賞。
精神科医が描く花と風景の世界4月
ん剤・放射線での治療が一般的。 の検査で再発癌の予知予防も出
20日（金）～4月24日（火）「藍染・
再発していた場合でも早期
だが、
癌死は50年も増え続けてい 来る。
壺草苑のしごと展」－天然藍 灰汁
癌治療では医師任
る。私が開発した検査法は、
腫瘍 の対応が可能。
醗酵建て－4月27日（金）～5月7日
マーカー総合診断法（TMCA）
と言 せではなく患者さん自身が勉強
（月）＊5月3日（木）休廊▼ギャラ
い、採血と採尿の検査で90%に近 することも大切。」と語った。
リー古島℡043-243-3313
癌の予防については、
冷たいも
い確率で微小な癌組織を早期発
多田屋稲毛店4月のお話会
のを摂り過ぎると腸を冷やし免
見できる」と語った。
4月のお話会（読み聞かせ会）は4月
癌組織は、癌細胞
（特異的腫瘍 疫力が下がるという。
20日（第３金曜日）となります。☆ マーカー）
低体温と低血圧の状態も癌に
と、
癌細胞を支える
「間
書籍、雑誌のご用命は多田屋稲毛店 質」（関連マーカー）
TMCA検査費
という胎盤 なりやすいとのこと。
へ。ご自分で検索出来るタブレット 類似の組織と、
「国際がん予知予
「新生癌血管」
（増 用は8万5千円。
設置しました。
殖マーカー）
から出来て、
この3成 防センター」電話043-306-2611
＊Tポイントカードご利用になれま 分の協調で増大するため、この3
【取材・浦野美智子】
す。電話043-253-8145

人
●

TMCA検査で癌を超早期発見
小林常雄

安心価格！雅セレモニー 雅倶楽部ご入会で20%割引き

家族葬アレンジ花プラン

星霜録

価格

15

452,000円セット （税別）

セット内容
ご葬儀に必要なものすべてを含みます。
通夜・告別式を主に身内で行うことを
特化した家族葬プランです。
※千葉斎場にも対応します。
このプラン料金には返礼品・飲食・供花・お布施・火葬料金等は含まれておりません。

幕張本郷ホール

入会金、年会費、一切不要の雅倶楽部

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔嚆

入会費0円 会員様の特典ご案内

■祭壇一式20％の割引
■生花・衣装等10％割引
■お仏壇・仏具・お位牌等30～50％割引
（幕張本郷仏壇センターに多数展示）
■法事等施設利用可
■法事お料理10％割引
■終身保険をご紹介します。
「葬儀おすすめプラン」互助会員よりずーとお得!
■入会の方全員にプレゼント!
※雅オリジナルエンディングノート

雅のモットーは
目くばり、気配り、心くばり

旅立つ故人への
思いやり…
●JR総武線幕張本郷駅徒歩6分
●京成幕張本郷駅徒歩6分
●幕張IC・国道14号線近く

随時ホール見学実施中

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔嚆

３月６日放送
であり、放置できないか
のＮＨＫＢＳプ
ら、適正課税を求めて近
レミアム「アナザ
く監査請求を行うことを
ーストーリーズ」
検討している。
は、７年前の東日
不透明な納骨堂許可に
本大震災の時に
とどまらず、税制面での
「トモダチ作戦」で救援活動
問題は、一層はっきりさ
を展開してくれたアメリカ
せる必要がある。
軍の行動を取り上げていた
是非、監査請求の動き
▼空母ロナルド・レーガン
を見守りたい。
のトム・バーク艦長が即座
原告適格を広く
許可の取消訴訟を起こす に救援に向かうことを決断
解釈する可能性
には、納骨堂事業により、 し、進路を変更して仙台沖
反対する会が納骨堂許
住民に騒音や悪臭、排水 に進み、自衛隊と連携して
可の不誠実さを訴えた裁
汚染、車両の通行による ライフラインが途絶えて孤
判の終結を待たず、千葉
立していた地域の避難所に
粉塵の増加などの具体的
市が抜き打ちで営業許可
救援物資を運び続けた活動
被害がが発生することが
や、地震発生時に沖縄にい
を出したが、原告の住民
見込まれ、それらが社会
なかったために遅れて到着
側は訴えを「許可の取り
通念上、我慢の限界を超
した米軍海兵隊が、津波で
消し」を求める裁判に変
えていることが必要とな 交通手段が寸断されていた
更した。
る。原告側は現に発生し 気仙沼大島に上陸し、道路
裁判所は住民らの原告
ている問題を含め予想さ を復旧し、電気を回復させ
適格（裁判を起こす資格）
れる被害を根拠を示して て避難民の救援に全力を尽
を広く解釈する可能性を
立証しているが、被告の くした様子などを紹介して
示唆しており、抜き打ち
市はこれを認めず、全面 いた▼私も当時、アメリカ
許可が裁判所の心証に影
的に争う構えだ。
軍が懸命に救援に当たって
響を与えたかたちとなっ
次回期日は５月８日午 くれ、被災者が涙を流して
た可能性が出てきた。
前 時と定められた。裁 感謝する様子や、他の避難
納骨堂事業の当事者で
判所の判断が待たれる。 所を先に助けてくださいと
はない住民が納骨堂経営
言う被災者の声に感動する
アメリカ軍の様子などをテ
ック推進部長・安藤文隆 務部局へ出向・教育総務部 レビで見て、大いに心を揺
（市民局生活文化スポーツ 長・布施俊幸（美浜区長） さぶられたことを思い出し
部長）○財政局財政部長・ ○選挙管理委員会事務局へ た▼と同時に、絶対に許せ
橋本欣哉（財政局資産経営 出向・選挙管理委員会事務 ないと憤った朝日新聞の意
部資産経営課長）○財政局 局長・石野隆史（建設局建 見広告も思い出した。被災
税務部長・深山秀文（議会 設総務課長）
者はもちろん、多くの日本
事務局次長）○市民局生活 【行政委員会等】
人がアメリカ軍の救援活動
文化スポーツ部長・那須一 ○経済農政局農政部農地活 に感謝していた時、朝日新
恵（都市局都市部都心整備 用担当部長・農業委員会事 聞は５月 日に「トモダチ
課長）○経済農政局農政部 務局長併任・松浦良恵（人 作戦はいらない」
「米海兵隊
長・加瀬秀行（経済農政局 事委員会事務局長）○教育 は撤退を」という全面広告
農政部農地活用担当部長・ 委員会事務部局へ出向・生 を掲載した▼「米軍のトモ
農業委員会事務局長併任） 涯学習部長・潮見尚宏（監 ダチ作戦は、真の良き隣人
○建設局下水道管理部長・ 査委員事務局長）○人事委 政策と言えるものなのか。
水道局次長併任・岡本啓史 員会事務局長・人事委員会 沖縄の基地の固定化（辺野
（建設局下水道管理部下水 事務局次長事務取扱・若菜 古への移設）、日米軍事同盟
道経営課長）○花見川区長 寧（人事委員会事務局次長） の深化への布石ではないか
・大崎賢一（生涯学習部長） ○監査委員事務局長・久我 と危惧します」という信じ
稲毛区長・宮尾孝（稲毛区 千晶（監査委員事務局行政 られない意見広告を、まる
副区長・稲毛区役所地域振 監査課長）○議会事務局次 まる１ページ使ってデカデ
興課長事務取扱）○美浜区 長・湊信幸（議会事務局議 カと掲載した。恩を仇で返
（以下省略） した朝日新聞にアメリカ政
長・植草栄司（経済農政局 事課長）
農政部長）○教育委員会事
府は抗議して欲しい。（Ｕ）
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