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太極拳を習いませんか。太極拳はゆ
っくりした動きの中で、日頃動かさ
ない身体の部分を気持ちよく刺激
する高齢者に最適な運動です。稲毛
いきいきプラザの「太極拳コスモス
の会」では第１、第３金曜日の午前
９時30分から２時間、60歳以上の男
女が楽しく身体を動かしていま
す。費用は３か月ごとに3,500円、
見
学歓迎します。稲毛イキイキプラザ
（稲毛区稲毛東6-19-1℡242-8005）

千葉市を応援！歌声大会

本紙７月号、８月号で報じた悪質な不正受給について、クラブ勤めや複数の男
性からの援助を隠したばかりか、支給された家賃を払わずに転居し、転居費用も
保護費から支払わせるなどした女性が、千葉地方裁判所から破産開始決定を受け
ていたことが分かった。免責されれば不正受給分の返還に関する千葉市との合意
も効力がなくなるのではないかと、関係者は気をもんでいる。この女性は、合意
の前提となる収入証明書も低く偽造したほか、複数の男性から支援を受けている
ことを隠していたばかりか、保護受給中にローンで高級車を購入していた事実も
浮上しており、裁判所の判断に注目が集まっている。 【取材・武田弥太郎】

自己破産で追及をかわす狙いか
個人情報保護の立場か あり、退去間際には暴れ 保護を受給しているのに
ら市は詳細を明かさない て室内を損壊することを 高級車を購入し、露見し
が、この女性は勤めてい 繰り返して損害賠償もし て売却した収益は申告せ
たクラブからの給与があ ておらず、訴えられて敗 ず、支援者の会計事務所
ったとして不正を認め、 訴しても判決を無視した 職員名義で車を取得し、
クラブの女性経営者発行 ままでいる。こうした中、 現在も乗り回している事
の収入証明書を提出して この女性を新たに訴えた 実は破産管財人も事情を
千葉市との間で分割弁済 家主のもとに裁判所から 把握し始めており、刑事
の合意書を取り交わした 「破産手続開始決定」の通 事件に発展する可能性が
が、この収入証明書はク 知が届き、この不正受給 出てきた。また、破産申立
ラブ経営者が作成したも の女性が破産と免責を受 代理人となった東京の弁
のではなく、この女性が ける画策をしていること 護士が、事情を知りなが
偽造したものであること が分かった。
ら十分な確認をせず破産
が分かった。記載された 自己破産の申し立てに 申し立てを行った疑いも
内容をもとに合意が成立 は、正の財産と負の財産 出てきており、弁護士の
しているが、千葉市はま や生活の状況について正 責任が追及される場面も
んま と だま さ れ た 格 好 確に記載する義務がある 出てきそうだ。裁判所の
だ。その返済も支給され ところ、この女性は申告 破産手続開始決定は出た
る保護費からねん出され すべきことをあえて記載 ものの、事情が極めて悪
るとなると、市民として しなかったり、事実に反 質である以上、免責が認
は許しがたい感情が湧き する事情を多く記載して められるか否かに重大な
おり、このままでは詐欺 関心が移っている。
上がってくる。
この女性は保護費で支 破産罪に問われる可能性 生活保護受給者が車を
給された家賃の未払いも すら出てきている。生活 保有することは、他人名

本紙報道で発覚した自衛隊のいじめ

義であっても認められて
いないが、それを承知で
名義を貸しているのが千
葉市でも有名な大手会計
事務所職員である。この
職員はこの女性の税務申
告を含め数々の不正行為
の相談に応じており、事
案によっては積極的に加
担している。不正受給の
相談にのっていることも
間違いないとみられてい
るが、事実が明らかにな
っても、この大手会計事
務所は、外部からの指摘
に対し、現在のところ、何
らかの対応をとるそぶり
を見せていない。
一方、この職員以外に
この女性との交友関係が
ある複数の男性のうち、
ひとりは現役の指定暴力
団の構成員であることが
分かっている。彼らにし
てみれば生活保護の不正
受給は手慣れたものだ。
厳正な対応が欠かせな
いのは当然だ。この女性
は複数のクラブ勤めをし
ていたが、市に申告した
のは一か所だけであり、
申告したクラブについて
も女性経営者の善意につ
けこみ、収入申告書を偽
造したうえ勝手に押印し
たもので、内部通報によ い、パワハラの実態を浮
るものではない。
き上がらせるに至った。
また、千葉の男性に対 加害自衛官の岐阜基地か
し、いじめは解決したと、 ら横田基地への異動も、
被害自衛官に虚偽の電話 処分の一環だという。
をかけさせてもみ消しを 自衛隊内部でのいじめ
図った岐阜基地の当時の やパワハラは相次いでお
隊長は、先月中旬の定年 り、自殺者が出るケース
退職前日に駆け込みで訓 も知られている。
告処分となり、退職金が そんな中で、実態が判
減額になったという。 明して処分に至るのは少
航空幕僚監部は岐阜基 数だと言われている。
地に所属する全自衛官に 本紙が報じなければ、
対する２度のアンケート 調査も処分もなかったの
調査や、複数回にわたる ではないかと考えると、
聞き取り調査などを行な そら恐ろしい気分になる

て市に提出した。
生活保護に関する情報
は強く保護され、一般に
公開されることがない以
上、外部が不正を察知し
て市に申告することは困
難であることから、これ
まで発覚しなかったし、
市がだまされていること
もわからなかった。
この女性から被害を受
けた家主が続出したこと
から調査が始まり、悪質
な不正受給が判明するに
至った。この女性の不正
は単に不正受給にとどま
らず、数々の犯罪行為が
繰り返されているから深
刻だ。これだけの不正が
積み重なっているのだか
ら、積極的な調査権限が
ないとは言わず、毅然と
した対処を求めたい。
この女性の不正追及に
は、市長や副市長が直接
関与する 必 要 が 出 て き
た。現場の職員にマニュ
アル以上の対応を求める
ことはできないから、陣
頭指揮やトップダウンで
真相解明に努めなければ
ならない。
千葉市民全体のため、
幹部職員が立ち上がるこ
とを期待したい。
一方で、自衛隊内部にい
じめやパワハラが多発す
る土壌があるとすれば、
根本的な対応策が求めら
れよう。
外部の者には中をうか
がい知ることはできない
が、いざというとき私た
ちの命を託すことになる
自衛官が、心おきなく日
常 業 務 に邁 進 でき る よ
う、勤務環境の整備には
これまで以上に努めても
らいたいと、切に願うば
かりだ。

今はどこでど
んな店を開こう
と自由勝手な時
代だが、一昔前
は同業者が商売
をしている場所には出店
してはいけないという道
義心があった。現代社会
は自由競争の時代、その
道義心は全く通用しなく
なった▼稲毛駅前につい
最近、Ｙ牛丼屋がオープ
ンした。そのハス向かい
には古くからＭ牛丼屋が
あり繁盛していた。地元
のメガネ屋さん使用して
いたが、よそから進出し
てきた大手メガネチェー
ンの影響で閉店を余儀な
くされた。その跡地に同
業者のＹ牛丼屋が開店し
た▼消費者にとっては価
格からサービス・味の果
てまでお互いに競い合い
美味しいものをより安く
提供してくれるのはあり
がたい話ではあるがこれ
を手放しで喜んでいてよ
いものだろうか▼今の世
の中は自分さえ儲かれば
他人はどうなってもよい
という風潮がまかり通っ
ている。弱小な個人商店、
美容院、床屋、小規模個人
飲食店、整骨院から大手
コンビニ、大型スーパー、
家電量販店に至るまで激
しい競争の波にさらされ
ている▼大 型店はそ ご
う、ダイエーに始まるが、
そのそごうも縮小されダ
イエーは破たんした。今
は家電から家具に至るま
で大型スーパーがはびこ
り地方の弱小商店街を破
壊している。これでは地
方はますます疲弊する一
方だ。郵政民営化も保険
の自由化も小泉元首相の
政策ではなく、実はこれ
らはすべてアメリカの策
略によるものだ。 （正）

「歩くのが楽しい」と心から
思える靴に出逢えていますか？
歳を重ねていくと、とて 悩みを抱えていたこと。だ 巻き爪の他…冷え・膝通・腰
も感じる靴選びの大切さ… からこそ「お客様一人ひと 痛等を招きやすいのです。
履きやすい靴に出逢えた時 りの足の悩みにしっかりと 重い体を支 えているのは
は、本当に嬉しいものです。 向き合いたい。」と石川さん 「足」。
「健康は足裏から」。
モノレール千城台駅より は語る。靴に携わり 年。そ 元気な時こそ「足」は無
人以上の方々 口。でも魚の目や外反母趾・
徒歩 分。千城台南中学校 の間
通用門前のクリーニング店 の足を計測してきた実績は 膝・腰・肩に痛みを感じた
から 軒目。静かな住宅街 本物です。ここではまず、足 ら…それは「歩き方を改善
の中に見つけた、靴の専門 の計測から入ったあと、靴 するサイン」なのです。
店「靴のファミリー」。
を選んで頂き、そこでお客 「靴のファミリー」には様々
温もりを感じる名前の通 様のお悩み相談を受けたあ な足に悩みをお持ちのお客
り、家族の絆とチームワー と歩行トレーナーが歩行を 様が、遠方からも多数来店
クで、フットケアから購入 チェックします。歩行の基 されます。長時間働く方、立
後のアフターフォローまで 本のポイントは「 点歩 ち仕事の方、足にトラブル
トータルコーディネートを 行」。歩きやすい足裏全体歩 を抱えている方、靴の悩み
行ってくれるから大変嬉し 行と、重心の取り方が大切。 を解決したい方、ご旅行予
図 の よ う 定のある方、靴の専門店「靴
い。
店内には、レディースを中
に 正 し く のファミリー」にぜひ一度
心に、足にやさしい靴や、イ
点 で 歩 ご相談されてみては…？
く、足裏に あなたの「笑顔」になれる
ンポートの靴も豊富に取り
揃えた「大人かわいいデザ
あ る ア ー 一足が必ずここにはありま
イン」で、若い方々にも大変
チ 状 に あ す。稲毛新聞を見て来店さ
る 足 底 筋 れた方には特別な割引があ
人気。履きやすい靴＝どこ
か地味でデザイン性に欠け
を 使 っ て ります。
るといった印象だが、ここ 歩くことが大切とのこと。 ぜひお声がけ下さい。
ではデザイン性の高さが際 そこで靴の基本となってい
立ち、見ているとワクワク るのが「足裏バランス」。
してくるほど素敵な靴がい 地面との接点として働く足
っぱいだ。
の裏は、接地面の状態を感
そして更に嬉しいのが、 知し、自らの体を支え歩く
お気に入りの一足を見つけ 為に、上手にバランスをと
たら、自分の足に合わせて っているのです。
インソールを使ってカスタ ①筋力を鍛え②関節を痛め
マイズできること。
にくく③履くだけで姿勢を
シューフィッターの資格 正しく保ち④血行を促進し
を持つオーナーの石川さん て冷えを改善し、
「歩けば体
の靴への想いは熱い。きっ は改善されやすくなる」と
かけは約 年勤めていた百 いうわけです。合わない靴
貨店で担当した靴屋での経 や浮き指歩行は、筋力のア
験。たくさんのお客様に関 ンバランスや筋力の低下・
わる中で、多くの方が足に 外反母趾・魚の目・たこ・
9
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市民活動ステップアップ講座

うたとも歌の力2018秋冬▼日時・10
月25日 (木)開演10時～終了16時30
分▼会場・千葉市生涯学習センター
大ホール (千葉市中央区弁天3JR千
葉駅北口歩7分)▼参加費・500円＊
当日受付でお支払い下さい。会場定
員298席どなたも参加できます▼プ
ログラム・第1部10時～12時抒情歌・
抒情歌謡・フオーク、
第2部12時30分
～14時30分抒情歌謡・青春歌謡・ポ
ップス、第3部14時40分～16時30分
歌謡曲昭和ヒットパレード★6時間
歌声マラソン…朝から夕方までみ
「PR大作戦!～印象に残る話・文章の
組み立て方～」▼日時・10月27日
(土)18:00～20:00▼会場・千葉市民
活動支援センター会議室(中央区中
央2-5-1)★内容・印象に残る話の組
み立て方や、表現のしかたなどを学
ぶ講座。゛ひとりよがり゛から脱却
し、応援してくれる人を!増やしま
しょう。＊講師・吉本精樹氏(東京話
し方センター代表、一般社団法人ス

太極拳の講座

る。
発表では、
「いじめの内
部通報により岐阜基地で
アンケート調査を実施し
て判明した」としている
が、実態は被害自衛官か
ら相談を受けた千葉市内
の男性が航空自衛隊幕僚
監部に連絡したのが始ま
りであり、本紙が二度報
じて世間に明るみになっ
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男性の仕事・子育て
両立支援シンポジウム

防衛省が減給処分発表

だまされ放題の千葉市、生活保護の不正受給

▼日時・10月28日（日）14時～16時
30分（13時30分開場）▼会場・三井
ガーデンホテル千葉（JR千葉駅から
徒歩7分）▼内容・第1部・
「蝶野流！
仕事・子育てモチベーションアップ
術～男性が仕事と子育ての両立を
図るために～」講師・蝶野正弘さん
（プロレスラー、アリストトリスト
(有)代表取締役）第2部・パネルディ
スカッション「男性の家事・子育て
への参画、育児休業の取得促進に向
けて」▼定員・250人(申し込み先着
順)▼申込方法・参加希望者全員の
郵便番号・住所・氏名・電話番号、
託児を希望する場合はその旨を書
いて郵送またはFAX。Eメールも可。
▼受付期間10月19日 (金)必着▼問
い合わせ・申し込み先・〒260-8667
(住所記載不要)県男女共同参画課
TEL043-223-2372
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保護費返還の女性が破産申請

音楽室＊参加費無料・定員15組(事
前予約先着順)対象・1歳以上の親子
▼参加方法・受付もしくはお電話で
ご予約下さい (11月13日締切)長沼
コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー
TEL043-257-6731

磯辺公園の前、磯辺三
小そばに地域活動センタ
コンドルズ日本縦断大起動ツアー ー「くるみ」がある。
2018千葉スペシャル公演▼日時・10
角地にありくるみの看
月21日(日)15時▼会場・千葉県文化
板がなければ通りすぎて
会館 (千葉市中央区市場町11-2)＊
しまうような施設だ。中
入場料・全席指定一般3,000円、
学生
は一般家庭・家屋とあま
2,000円、小学生以下1,000円▼問い
り変わらない。
合わせ・千葉県文化会館 (℡
訪問した日は避難訓練の日で災害
043-222-0201)
ダイヤルの使い方を習った後、道路
音楽療法士の「うたカフェ」
をわたって前にある磯辺公園に逃げ
▼日時11月13日（火）
・12月11日
（火）
いずれも14時～15時▼場所・ＫＫＤ る訓練に入った。車イスを自力で逃
ｕｏ（千葉市中央区本千葉町1-11千 げるも公園に入るためのわずかな段
葉中央ビル3Ｆ、ホテルバリアンそ 差で入れないという光景を見た。
理事長の清水さんには男のお子さ
ば）▼参加費・1,000円
（うちドリン
ク代500円）＊定員20名（先着順・事 んが3人おり、まん中の子に大変重い
前申し込み要）▼内容・音楽療法士 障害があった。市原から磯辺に越し
による呼吸・発声・手遊び・歌体操。 て来て、上と下の子を磯辺四小に通
唱歌・フォーク・歌謡曲・シャンソ わせながら真ん中の子は特別支援学
ンとバラエティに富んだプログラ 校に通っていた。四小の学校行事の
ム＜毎月第2火曜日実施＞申し込み 時は支援学校の子をつれてこない訳
先090-3501-7103（熊澤）
にはいかなかったが学校はそれを暖
ギャラリー古島
かくむかえてくれた。自分の息子が
「おかや木工芸展」-栗・黒柿-10月 磯辺の街が支援学校の子にもやさし
12日（金）～10月22日（月）＊10月 い街になって欲しいと言う願いを持
18日（木）休廊「コグレモタロウ作 った。
陶展」10月26日
（金）
～10月31日
（水） 平成18年11月、磯辺地域に障害の
▼ギャラリー古島℡043-243-3313 ある人の居場所がなかったので「ワ
Fax 043-241-3041（JR西千葉駅西友
ークホームくるみを作り支える会」
側徒歩２分）
を設立、磯辺に住む人々600人の寄付
多田屋稲毛店10月のお話会
・支援を受けた。
10月のお話会（読み聞かせ会）は10
平成19年（息子21歳の時）ワークホ
月19日（第3金曜日）
となります☆書
ーム「くるみ」を立ち上げた。こわれ
籍、雑誌のご用命は多田屋稲毛店
ることのない強さを持ち中身のつま
へ。ご自分で検索出来るタブレット
った感動を多くの人にプレゼントし
設置しました。＊Tポイントカード
ていきたいと言うそんな想いをこめ
がご利用になれます。
て「くるみ」と名づけた。
電話043-253-8145
ワークホームは昭和61年千葉市の

基 地 に所 属する １ 等 空
尉。前任地の岐阜県各務
原市にある航空自衛隊岐
阜基地で複数の部下の隊
員に、侮辱的なあだ名を
つけたり、
「俺より給料高
いくせに」などと暴言を
吐いたばかりか、バイン
ダーで頭部を叩くなどの
暴行に及んでいたことが
明らかになったことによ

星霜録

独自事業として一般家庭
の居室などを利用して在
宅の心身障害者のつどい
触れあいの場として、ま
た軽作業を通じて自立へ
の意欲、社会参加をめざ
しており、市内に居住す
る15歳以上の心身障害者
と運営者が5名以上集まればスター
ト出来る。障害の種類や程度はさま
ざまだが市から補助を受けることが
出来、各ホームワークでは個性豊か
な活動が展開されている。
平成27年4月「くるみ」はＮＰＯ法
人を取得、10月から地域活動支援セ
ンターとなり、創立10年めの平成28
年6月には地域の人を招いて10周年
お礼の会を開した。
「くるみ」は地域の行事すべてに参
加して「くるみ」を理解してもらう努
力をして住んでいる。火曜日にはそ
ば・うどん店を開いたり、日中活動と
して軽作業・リサイクルショップの
運営をしている。また小中学校の福
祉学習に協力させてもらっている。
清水さんは東京生まれ、磯辺に住
みはじめ35年経つ。子どもは３人共
磯辺っ子。障害を持つ次男も安心し
て暮らせる街であることを願ってい
る。12年前600人の多くの人の支援に
より出来た「くるみ」今も磯辺四小時
代に出会った方々が理事として運営
にかかわっている。
ちなみに副理事長の林峯子さんは
磯辺四小の時教頭だった人。清水さ
んは人と地域にめぐまれたと述べて
いる。
【取材・川村 文彦】

地域活動支援センター「くるみ」
代表者理事長
清水 典子さん（64歳）

人
●

磯辺地域に障害のある人の居場所
今●
月●
の
●

市 民ガ イド

んなで歌い放題。60曲熱唱…構成
「日本の心/昭和の青春」
抒情歌～歌
謡曲・秋冬編。
300人大合唱…千葉市
生涯学習センター大ホールを歌声
天国に▼主催・問い合せ・NPO法人う
たともクラブ℡043-238-8180
トーリーテリング協会理事)▼定員
・24名(申込み先着順・市内優先)▽
申込方法・講座名「PR大作戦」、お
稲毛区民祭り
名前、お住まいの区、連絡先を明記
日時・10月21日（日）
午前9時10分～ し千葉市民活動市民センターまで
午後3時まで。会場・穴川中央公園 ℡ 043-227-3081
（稲毛区役所隣）▼稲毛区民の手作 親子で絵本とリトミック
りイベント。子供から大人まで終日 リズムに合わせて歌っておどって
楽しめる催しや出店をたくさん用 ♪タンバリンやマラカスも使って
意しています。500人規模で行う稲 ごきげん★かんたんな工作も!▼開
毛区民音頭は圧巻です。ご家族やお 催日11月15日 (木)10時～11時30分
友達を誘って是非ご来場を。
▼場所・長沼コミュニティセンター

本紙５月号、８月号で
既報の自衛隊内部での部
下に対するいじめ問題が
決着した。
横田基地に所属する自
衛隊員が、前任地でのい
じめを認定され、減給処
分になったと防衛省が発
表し、大手報道機関各社
が取り上げた。
処分を受けたのは横田

20
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