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に限らず、巨額ではないと
しても明白な事案は積極的
に立件してほしい。
「お答えできません」は警
察の常套文句ではあるが、
市の立件に向けての相談に
対し、
「不正受給分を分割で
返還する合意が成立してい
るのなら、立件は難しい」
との回答が事実であるな
ら、不正受給に厳しい目を
向けている市民感情を無視
するものであり、県警に対
する批判は免れない。立件
されなければ表沙汰にはな
らず、隠蔽との批判も起こ
るはずだ。
悪質な不正受給の場合、
直ちに支給を止めることが
できるものの、市が支給を
継続しているのは不可解
だ。生活保護費の中から返

発信！幕張海上花火」。
オープニングからフィ
ナーレまで打上げる花火
発
ショーは、約
のミュージックスターマ
インで開幕。第 回記念
特別プログラム「ＴＨＥ
ＭＡＫＵＨＡＲＩ ＨＡ
ＮＡＢＩ」として海上花
火と尺玉など大玉花火を
発の
メインに約
花火を打ち上げる。
そしてグランドフィナ
発の
ーレは、約
花火により満月の夜空に
銀一色の大空中ナイアガ
ラが登場するので是非、
ご観覧ください。
4
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40

還させるために生活保護を
継続しているとしたら本末
転倒であり、市民が許すは
ずもない。この女性は現在
も勤務を続けているし、生
活支援している男性が複数
いることを考慮すると、市
の手厚い「保護」の必要性は
ない。

スナック経営の事情

1

スナック勤めを把握した
市は女性経営者に受給者の
女性の勤務状況を照会した
ところ、度重なる照会によ
うやく応じた経緯がある。
本紙の取材によれば、勤務
実態や収入について過少申
告していることが浮上して
いるが、市はそれ以上の調
査権限はないとして、手を
こまねいているのが現状
だ。最初の訴えで勝訴した
家主はスナックの女性経営
者を相手取り給与の差押に
及んだが、すでに退職した
として差押えに応じていな
い。スナック系の飲食店の
経営者は経営規模を外部で
類推されることや、税務情
報に触れることを警戒して

夏の風物詩「ほおづき市」

今年の梅雨明
経営実態を明らかにしない
けは例年より
ことは多い。そのことから
日も早いと言わ
今回の市の調査に協力的で
れ毎日猛暑が続
はなかったことは容易に考
いている。このま
えられるが、現行制度では、
まだと夏の水不
市の調査には一定の限界が
あることは確かだ。この手 足が心配だ。地球の温暖化
の不正を確実に立証すると による異常気象で台風や水
なると、職員数からして困 害の規模が大きくなってき
難である。捜査権を持つ官 た上に地震も心配だ▼気象
公署が乗り出せば簡単だ。 学者の研究によると今、大
地震の発生率が一番高いの
年３５４憶円の保護費 は千葉県だという【 面・関
千葉市の生活保護費は当 連記事】。今すぐ起こるわけ
初予算だけでも年間３５４ ではないだろうが、大地震
億円に上っている。国費負 に備える心構えが必要であ
担等が２６ 憶円あるが、 ろう▼地震で一番怖いのは
それでも市の負担は 億円 津波である。もし仮に東日
と巨額だ。職員が激務に追 本大震災のような大地震が
われているとはいえ、不正 千葉県沖に発生し大津波が
が見逃されるかのような対 千葉市に到達したら大変な
応は納税者としてはとても 被害が予想される。とくに、
容認できない。
美浜区の場合、埋立地域な
県警と連携を強化し、摘 ので大部分が水没してしま
発がすすめられるよう仕組 う可能性がある▼先月の
を構築しなければならな 日～ 日まで震度 程度の
い。市選出の県議会議員に 地震が度々発生したことに
も働きかけるなどして県警 ついて国土地理院は千葉県
と協議する必要がある。市 東方沖の「スロースリップ」
の新たな対応が必要だ。 が原因という。この地殻変
【取材・武田弥太郎】 動が 月 日頃に検出さ
れ、 月 日以降は房総半
島沖で南側に移動し最大約
のすべりが起きたと発
表した▼ 月 日に千葉県
で 回の地震が相次いだ
際、震央が「千葉県東方沖」
「千葉県北西部」
「千葉県南
部」「千葉県南東沖」の ヶ
所に及んでいることから、
防災科学技術研究所ではこ
のスロースリップは
年に震度 ・ を記録し
た千葉県東方沖地震の震源
域に近づきつつあると分析
している▼災害は忘れた頃
に来ると言われるが、今日
明日に来るとは信じられな
い。 年以内には確実に来
ると言われている。
「備えあ
れば憂い無し」という諺が
あるが、あの東日本大震災
の大津波の恐怖を忘れず
に、常に警戒しておく心構
えが必要である。 （正）

います。

り出し、町内氏子地域を巡
る神輿渡御が行われま
す。境内や近隣町内会には
多くの出店が並び、山車の
上でのお囃子の演奏、子供
神輿、検見川小児童による
金管パレードなどが披露
されます。
例祭期間中、境内では夏
の風物詩「ほおづき市」も
開催され大前にたくさん
のほおづき鉢が並べら
れ、境内に飾り付けられた
赤い提灯、それが昔ながら
の情緒を漂わせます。
検見川神社では多くの
方の御参詣をお待ちして
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■発行責任者・佐 藤 正 成

市 民ガ イド
千葉県立美術館
千葉県赤十字社奉仕団創設70周年
記念美術展。
「いつまでも変らない
人道への想い」日本赤十字社所蔵
美術展▼期日・7月14日（土）
～9月
24日（祝）
午前9時～4時30分▼会場
・第1、2、3、8展示室▼入場料・一
般300円、高校・大学生150円
（65歳
以上・中学生以下・障碍者手帳をお
持ちの方及び介護者1名は無料。▼
お問い合わせ電話043-242-8311

方法①小学校、絵画教室その他団
体から応募の場合・応募用紙に必
要事項を記入、小学校名と氏名を
作品裏面に直接記入、また団体応
募リスト（応募者の指名一覧表）
も
同封のうえ下記送付先へ郵送して
ください。②個人で応募の場合・応
募用紙に必要事項を記入、住所氏
名を作品裏面に直接記入し下記送
付先へ郵送して下さい◇作品送付
先・〒262-0003千葉市花見川区宇
那谷町1501-2（株）
ベターサービス
「エコ絵画コンクール」
係◇問い合
わせ・夏休みエコ絵画コンクール
運営事務局℡.043-242-6810（平日
10時～17時）◇本コンクールホー
ム ペー ジ www. arax-g. jp も ご 参 照
ください。応募用紙のダウンロー
ドもできます◇主催・チバテレビ・
一般社団法人千葉県環境財団
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Vol . 262
年間郵送購読料3,000円
130,000部配布

㈱ガイアロックス
2リットル入り
8,640円(税込)

千葉市花見川区大日町1274

動しています。☆問合せ・一般社団
法人良縁親の会℡075-213-0506

今●
月●
の
●

人
●

千葉モノレールの講話
千葉モノレールについての講話と
車両基地見学（都賀公民館主催▼
日時・7月28日（土）講師・西野則
一氏（郷土ちばに学び親しむ会理
事）興味のある方は都賀公民館へ
お電話下さい。TEL 043-251-7670

「学び直し」で教育困難校改革に成功
校法人千葉敬愛学園

校長・白鳥

敬愛学園高等学校

秀幸さん

（67歳）

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
価格

600,000円セット （税別）

上級セットプラン
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。

3

12

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

7月号

市原市出身の白鳥秀
啓発指導重点校」
（生徒一
人一人が夢を持ち、学習
幸さんは法政大学法学
することの楽しさ・大切
部・文学部を卒業後、
県
さ・素晴らしさを再発見
立木更津高等学校等に
長沼コミュニティセンター
できる学校づくり）に指
勤務。その後、
県総合教
①「親子でわくわく♪リトミック」 育センター研究指導主
定されていた。
リズムに合わせてタンバリンを叩 事等を経て、平成12年
白鳥さんは「めげない、
いたり、走ったり踊ったり♪親子 に県立幕張総合高等学
ぶれない、あきらめない」
で楽しく体を動かしましょう！▼ 校教頭、平成15年に県
という戦術で教職員とと
対象・1歳以上の親子、
定員15組
（事 教育庁教育振興部指導課教育課程 もに改革に取組んだ。
木版画の神様 平塚運一展
前予約制）参加費無料▼長沼コミ 室長、平成16年に県立姉﨑高等学
生涯、版画三昧！102歳まで生きた
生徒指導では、乱れた服装・頭髪
ュニティセンター大広間
木版画のレジェンド待望の回顧
校校長、平成20年に県立幕張総合 は直してから再登校させるという
②「怪談～住職の本当にあった怖
展。本展は生きる版画史ともいえ
高等学校校長に就任。平成24年か 指導を実践。タバコ所持禁止の指
い話～」千葉にある本円寺の住職
る木版画家・平塚運一の作品約300
「教育困難校の
ら市 原市 教育委 員 会教 育 長を 務 導。学力に関しては
が体験した背筋の凍るようなこわ
点を紹介する大規模な回顧展。最
め、平成28年に敬愛学園高等学校 学習のつまずきは小学校低学年で
ーい話を聞いてみませんか▼日時
初期の版画雑誌掲載作品から、100 結婚支援「良縁親の会」
の読み・書き・計算という土台学力
校長に就任している。
歳を超えて制作した最晩年の作品 ☆開催日時・7月18日（水）13時～ ・7月29日（日）16時～17時30分▼
の不十分さにある」と考え、
「学び
稲毛区にある敬愛学園高等学校
まで80年におよぶ旺盛な版業をし ☆開催場所・三井ガーデンホテル 会場・長沼コミュニティセンター
は昭和28年に創立。創立者で初代 直し」できる教科として学校設定
千葉（千葉市中央区中央1-11-1）
☆
大広間▼参加費300円（当日お支
っかりと時系列でお見せします。
を独自に
校長の長戸路政司さんは建学の精 教科「マルチベーシック」
参
▼会期・７月14日（土）
～９月９日 定員・80名（先着順）☆募集内容・ 払）定員20名（事前予約先着順）
開発。
義務教育段階まで遡り、
教材
神として「敬天愛人」を掲げた。
（日）▼開館時間・10時～18時
（金 独身の子供を持つ親御さま☆参加 加方法・受付またはお電話でご予
を準備し学習を進めた。生徒が自
「敬天愛人」
とは
「謙虚に自分自
費・1万3千円☆申込締切・7月9日
約下さい☆長沼コミュニティセン
・土曜日は20時まで）＊休館日・第
身を見つめて他人を心から尊重す 己評価できる「学習診断カルテ」
も
１月曜日（８月６日、９月３日）
▼ （月）◇失敗しない結婚を目指し ター℡043-257-6731
る真の優しさ」を表している。
作成。
また、
「
総合的な学習の時間」
て、子供の結婚を真剣に考えてい
観覧料・一般1,200円（960円）
大学
ギヤラリー古島
同校の生徒総数は約1143人。昨 は進路指導とキャリア教育を中心
生700円（560円）小中学生、
高校生 る親同士が集まり物事の価値観や 「夏のくらし 涼・雅・粋展」6月
無料＊障がい者手帳をお持ちの方 ライフスタイルについてなどを話 30日（土）～7月9日（月）
「アート 年度の大学・専門学校等の進学率 に実施。常に再出発が意識できる
と名付
とその介護者は1名無料（）内は団 し合い、気の合った方とお互いの の散歩道‐夢を追う旅人たち‐」7 は約84％。部活動では女子バレー 「スターティングブロック」
体20名以上、市内在住65歳以上の 子供のプロフィールを交換すると 月14日（土）～7月24日（火）
＊7月 ボール部や女子バドミントン部等 けた。
方の料金▼お問い合わせ、千葉市 いう"親によるお見合い"のスタイ 19日（木）休廊★★7月25日（水） が活躍。朝の10分間読書を実践し、 「学び直し」3年目で、卒業生の
未
中央区中央3-10-8千葉市美術館℡ ルはすでに定着しつつあります。 ～9月6日（木）
夏期休廊★★ギャラ 考える力や想像力を身に付けてい 進路は進学者22％、就職者53％、
全国仲人連合会などの追跡調査に リ ー 古 島 ℡ 043-243-3313 Fax る。１年間の海外留学制度は、
043-221-2311（代）
今年 定者25％。3年間で同校の評判が向
よれば恋愛結婚の離婚率が約40% 043-241-3041（JR西千葉駅西友側 20周年を迎え、当初はイギリス、
平成
一 上し、入試倍率も確実に上昇。
夏休みエコ絵画コンクール
昨年度からニュージーランドで実 25年度末に退学者ゼロを実現。白
テーマ『未来のごみ箱』
☆みんなの に対し、お見合い結婚は離婚率わ 徒歩２分）
鳥さんは「授業で"わかった・でき
践した。
アイデアで「こんなふうになった ずか10%程度にとどまっているそ 多田屋稲毛店7月のお話会
年収から 7月のお話会（読み聞かせ会）
らいいな」を言葉ではなく絵で表 うです。お見合い結婚は、
白鳥さんは平成16年に県立姉﨑 た"と思うことで自信と意欲が持
は7月
現してください。◇応募資格・千葉 家庭環境まで相手の詳細を事前に 20日（第３金曜日）となります。
☆ 高等学校校長に就任したが、当時、 てる。学習や部活動や生徒会活動
県内の小学校に通う小学1年生～6 確認できる安心感があるから「こ 書籍、雑誌のご用命は多田屋稲毛 同校の生徒は金髪や茶髪、喫煙、
学 にも積極的に取組める。教職員の
年生◇応募規格八つ切り画用紙一 んなはずじゃなかった」感がすく 店へ。ご自分で検索出来るタブレ 力不振、遅刻、
退学等の様々な問題 思いやりのある指導が大切」と語
人一作品のみ、未発表のオリジナ ないのかもしれません『生涯未婚 ット設置しました。＊Tポイントカ を抱 えた荒れた 学 校だ っ た と い った。
未来の ー ド が ご 利 用 に な れ ま す 。 電 話
ル作品に限ります◇募集期間７月 率を下げ、出生率を上げる」
う。同校は県教育委員会から
「自己
【取材・浦野美智子】
１日（日）～９月20日（木）
◇応募 日本の礎のために良縁親の会は活 043-253-8145
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大地の恵みガイアロックス

ご注文は電話043-298-5656
http://www.chiba-shinbun.co.jp メール=info@chiba-shinbun.co.jp
■発行・㈲稲毛新聞社 〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-5-2-1001 043-256-4414㈹ FAX 043-256-4494

星霜録

16

2018年

20

※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

第16回雅倶楽部日帰りバスツアーのご報告
5月25日（金）にうかい烏山・多摩陵墓に行ってきました。
雅倶楽部会員41名の参加で楽しく過ごすことが出来ました。

旅立つ故人への
思いやり…

検見川ホール
●JR総武線新検見川駅徒歩4分
●京成検見川駅徒歩8分
●国道14号線・京葉沿線近く

●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嚆

月 日（水）～３日（金）

1

検見川神社例祭・ほおづき市

検見川神社の恒例の例
祭・名物のほおづき市が今
年も例年通り開催されま
す。例祭は 月 日（水）
から 日（金）の夜の還幸
祭まで多くの祭典・行事が
例年通りのスケジュール
行でわれます。
例祭期間中は、神輿が繰
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FAX043-256-4494

決め手を欠く不正受給対策、市の苦悩と県警の及び腰

30

7
5
0
0

043-256-4414㈹

中央区内のスナックで働いて得た収入を申告しないまま生活保護を受給
したばかりか、支給されているはずの家賃も満足に支払わないまま住居を転
々とし、その転居費用まで生活保護から出させている悪質なケースが明らか
になった。この女性は市の事情聴取に対し不正を認めたが、経営者と結託し
て収入を過少申告したほか、現在も勤務を続けていながら退職したと虚偽の
申告までしている。市は有効な対策を打ち出せずにいるが、表向きは市と女
性が不正受給分の返還について合意が成立していることから詐欺での立件
については県警が難色を示すなど、野放し状態だ。漫然と支給を続けている
千葉市の姿勢にも批判が高まっている。

2

千葉市稲毛区小仲台2-5-2-1001

を使用することも認められ
ていないが、市もこの情報
は把握している。 とかく警
察は経済事犯を扱いたがら
ない。特に「詐欺」は私たち
が思うよりはるかに有罪に
持っていくハードルが高い
からだ。しかしながら、本件
のような生活保護の不正受
給は例外的に詐欺の立件へ
のハードルは低いから、市
も積極的に告発を検討すべ
きであるし、県警も捜査を
開始すべきである。
不正受給が後を絶たない
のは不正受給者への対応が
手ぬるいからにほかならな
い。生活保護の原資は私た
ちの税金である以上、不当
な使われ方に目を光らせる
必要もある。ときおり立件
される巨額の不正受給案件

第 回記念を迎える幕
張ビーチ花火フェスタは
月 日（金）午後 時
分から約 時間に渡り幕
張海浜公園を中心に開催
される。
今年は第 回目を迎え
約 万発の花火が幕張の
夜を彩る。千葉市の幕張
でしか見ることができな
い迫力満点の海上花火を
体感できる。
大会テーマは「世界に

7

130,000部配布

不正の隠蔽、安易な支給継続に批判も

30

真夏の夜の風物詩幕張ビーチ花火フェスタ

年間郵送購読料3,000円

この受給者の女性は、平
成 年４月に花見川区内の
住居を出た際、１年分の賃
料と原状回復費用を払わな
かったことから、家主に提
訴され敗訴している。
平成 年４月から平成
年６月までは若葉区内の知
人宅の一部を賃借し身を寄
せていたが、ここでも不相
当に室内を棄損したまま原
状回復せず、ひと月分の家
賃を支払っていないことか
ら、この家主からも提訴さ
れている。
この間スナック勤めを続
けていたことが明らかにな
っているが、車を所有して
いることを市に指摘される
と自己名義の車を処分し、
知人名義で車を取得しなお
す狡猾さだ。他人名義の車

7
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スナック勤め高級車乗り回し生活保護

第 回記念・幕張ビーチ花火フェスタ

月 日（金）午後 時 分～ 時 分

7

〒263-0043

INAGE-SHINBUN

7月号

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔嚆

稲毛新聞

2000年10月ＪＬＮＡブロンズ優秀賞受賞・2007年12月ローカル新聞大賞ノミネート（ＢＳフジ）

2018年

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

日本地域新聞協議会加盟紙

総合案内0
0 12 0 - 5 3 3 - 99 0

ホームページ

