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生活保護不正受給の女性の破産

どうなる海浜病院！統合か！
25

千葉市の医療を巡る複雑な事情

れ られ なくな る 見 込み
だ。一方、この女性は不正
受給について詐欺容疑で
書類送検されているが、
千葉地方検察庁は破産審
理の終結を待って刑事処
分を決める見込みで、免
責不許可になれば刑事事
件として立件される可能
性も高まってきている。
生活保 護 の原 資 は我
々の税金であり、真に救
済が必要な人々 以 外 に
不正に支給されることを
断じて許してはならない
のは明らかだ。関係者に
よる厳正な調査と、当局
に対して厳重な処分を求
めたい。
次回期日にはその方向
性がはっきりと示される
はずだ。

今後の審議次第で千葉市の医療を左右する

から、裁判所は引き続き
破産管財人にこの女性に
対する詳しい調査を求め
た模様だ。
裁判所が厳しい姿勢を
見せていることから、破
産は認められたものの免
責は不許可になる公算が
高くなったといえよう。
免責されれば不正受給
した分を市が返還させる
ことや、住宅を損壊させ
た損害について賠償させ
ることなどが困難になる
ものとみられていたが、
免責不許 可 にな る こと
で、この女性の責任は免

スタッフの労働条件の向
上の必要性など、私たち
の知ることのない課題が
老朽化が激しい海浜病院の建て替えを巡り、医療、会計、建築、コンサルタ
あることも浮上した。
ントなどの各方面から選出された委員で構成される「あり方検討委員会」が
医療関係以外の委員か
設置され、先月 日、二回目の委員会が開かれた。移転新築や青葉病院との統
らも積極的に斬新な意見
合などが浮上している中、地域住民からは海浜病院の移転は地域医療に重大
が示された。
な影響を及ぼすとの懸念の声も上がっており、両市立病院の今後を決める「あ
医療の必要性
り方検討委員会」の審議の行方に注目が集まっている。【取材・今村敏昭】
高齢者にとっても妊産
婦にとっても、子育て支
援の側面から見ても、医
医療体制の充実は大学 との連携の構築が不可欠 の問題や国が定める診療 療の充実はどの世代にと
病院や民間病院、診療所 であるが、一定の利潤の 報酬による「不採算診療 っても絶対的に重要であ
などのすべての医療機関 確保が経営を支える民間 科」にかかわる問題、将来 る こと に 変 わりは な い
病院と公立病 の人口減少に向けて建物 が、千葉市が抱える現在
院の立場の違 の用途変更のやりやすさ の医療事情をもとに、人
いや、救急医 の確保など、実に多くの 口構成の推移や社会事情
療と回復期の 問題を抱えていることが の変化を予測しながら今
医療、看護に 明らかになった。
後を考えていく必要があ
負担がかかる また、市内には市立病 り、単なる病院の改築問
診療科や産科 院を利用しづらい区や地 題では済まないことだけ
医療、小児医 域があったり、診療科に
療、精神科医 よっては市外・県外から
療など、それ の患者の流入があること
ぞれが様々な も議論された。
問題に直面し 小児科医が将来成人の
医療に携われるような医
ている。
これに医師 療体制の確保の必要性も 宗教法人毘沙門堂が経
・看護師不足 述べられ、すべての医療 営する納骨堂を巡る訴訟
の判決が下された。
住民側が千葉市を相手
取った納骨堂経営許可の
差止と建築基準法違反の
是正命令を求める２件の
行政訴訟については千葉
地裁は先月 日、いずれ
も住民側の訴えを却下す
る判決を言い渡した。
原告住民側の原告適格
（訴える資格）を認めなか
ったものとみられる。
一方で、ネットの書込
みが名誉棄損に当たると

要性を認め、今回の期日
が追加されたものだが、
発覚した隠 し財 産 のう
ち、金融機関に対する過
払い金の返還請求につい
ては、破産管財人が金融
機関を相手取った返還請
求訴訟が終結していない
９
日に３回
ことから６月１
目の期日が設けられた。
この借入金の使途につ
いて、女性は当初裁判所
にガンの治療費に充てた
と説明していたが、実際
はクラブの客に対する贈
り物やその他の用途に使
ったことが分かったこと

納骨堂訴訟二件に判決

は明らかだ。それだけに、
昔、稲毛駅は東
委員だけに終わらず、現
側に改札口がな
場の医師や看護師などの
かった。逆に西口
医療スタッフの参加がな
は京成稲毛駅が
いのが残念だが、今後の
あり、浅間神社の
委員会運営の中で、これ 門前町として浅間通り商店
らの人々からも意見を聴 街があり賑わっていた。も
取する場を設ける必要が っとも、ＪＲ稲毛駅より京
あるのではないかと感じ 成稲毛駅の方が先にできた
られた。
こともある▼稲毛駅東側は
医療の最前線で活躍す 軍用地や工場があり原野に
る医療スタッフは患者に 近い状態だった。戦後、小仲
直結しており、患者の気 台地区は住宅地として開発
持ちに一番近いと考えら され、多くの人が住むよう
れるからだ。
になり小仲台新向会という
審議の行方が千葉市の 自治会が結成された。初代
医療を左右するから、慎 会長に林三蔵氏が就任した
重で充実した議論を期待 ▼林三蔵氏は最初に手掛け
したい。
たのは稲毛駅東口に改札を
今後も積極的な取材を 開設することであった。そ
続けたい。
の後、都市ガスの導入、電話
敷設などの実績を上げ千葉
市議会議員選挙ではトップ
当選した。そして仲よし公
園や稲毛図書館、交番、小中
台小学校の建設、保育園の
開設に尽力を注いだ。小仲
台新向会自治会長として、
日本一美しい街を掲げ国に
も働きかけ実現した▼林三
蔵氏は香川県の出身で、当
時大平正芳国会議員と親交
があることを自慢 してい
た。総武線に快速電車が走
ることを知り、稲毛駅に快
速を止める運動を始めた。
当時は快速停車はメッセ等
の計画もあり幕張駅に停車
する計画があったが、林氏
は大平議員など に働きか
け、ついに稲毛駅に快速を
停車させることを実 現し
た。市議会では鋭い質問を
展開する実力者でもあった
▼小生が小仲台自治会長を
していた頃、林氏は「市議会
通信」を発行。虫眼鏡で見な
ければ分からないほど小さ
な字だった。菓子折りを持
参し、この新聞を町内に配
布して欲しいと依頼された
ことが懐かしい。（正）

して博全社が住民側代表
を訴えた裁判では請求の
一部を認め、先月 日に
住民側に賠償を命じる判
決を言い渡され、三件と
も住民側の主張が認めら
れなかった。
この判決に住民側は納
得していないことから、
控 訴するもの と 見 込 ま
れ、舞台を東京高裁に移
して審理が行われること
になる。特に二件の行政
訴訟の原告適格や、訴え
の利益の有無についてが
二審の大きな争点になる
見込みで、原告弁護団も
この点の主張の補強と立
証 に 全 力を傾 け る 方 針
だ。これに対して、住民側
は３月 日に「裁判報告
会」を開催し、近隣住民の
意向を無視した不当な判
決と控訴すべきと意見が
一致した。

住民側、一審ですべて敗訴

毘沙門堂・稲毛陵園

占
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「あり方検討委員会」開催される
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免責不許可の可能性高まる！

クラブ勤めでの収入や
複数の男性からの支援な
どの収入を隠し、千葉市
をだまして生活保護費を
受給していた女性が自己
破産を申請していた問題
３
日に千葉地方
で、先月１
裁判所で２回目の破産審
理が行われた。
通常ならば昨年の 回
目の審理で免責許可が決
定されて手続きが終わる
はずだったところ、財産
隠しや裁判所に対する虚
偽の申立てなどが相次い
で発覚したことなどから
裁判所が厳重な調査の必
1

〒263-0043

ゆ う げ つ ジ ュ エ ン

2019年

想い出の人

■発行責任者・佐 藤 正 成

市 民ガ イド
千葉市美術館
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先駆者浅井忠9（浅井忠の京都時
代）北詰コレクション（メタルア
ートの世界Ⅲ彫金の魅力）コレク
ション名品展（パルビゾン派の画
家たちを中心に）▼会期4月14日
まで▼入場料・一般300円・高校大
学生150円・中学生以下、
65歳以上
の方・障害者手帳をお持ちの方と
介護者1名は無料▼県立美術館℡
043-242-8311

メアリー・エインズワース浮世絵
コレクション-初期浮世絵から北
斎・広重まで オーバリン大学美
術館所蔵-メアリー・エインズワ
ース（1867-1950）
はアメリカでも
早くに浮世絵の収集をはじめた
幕張フィルハーモニー
コレクターの一人です。海外の中
第51回定期演奏会◇日時4月28日
（日）14時開演、
開場13時20分
（ロ
ビーコンサートやります♪）◇会
場・千葉市民会館大ホール◇入場
料・500円（当日/前売）小学生・
65歳以上は無料、就学前のお子様
はご遠慮下さい。プログラム♪ボ
ロディン/交響曲第2番♪ドヴォ
でも浮世絵コレクターの多いア ルザーク/交響曲第9番「新世界よ
メリカですが、コレクターの殆ど り♪指揮：直井大輔問い合わせ・
が男性の中で彼女は男性と肩を 043-274-1772（渉外宮本）◎チケ
並べる目利きのコレクターとし ットプレゼント・幕張フィルハー
て知られていました。本展は現地 モニー管弦楽団第51回定期演奏
を5名様にプ
調査を踏まえメアリー・エインズ 会のチケット（ペア）
ワース浮世絵コレクションから レゼントします。ご希望の方は4
珠玉の200点をよりすぐり紹介す 月15 日 ま で に 〒 263-0043千 葉 市
る、初めての里帰り展です。▼会 稲毛区小仲台2-5-2稲毛新聞プレ
期・4月13日（土）～5月26日
（日） ゼント係へお申込み下さい
開館時間10時～18時（金・土曜は 秩父観音めぐり
20時まで）＊休館日5月7日（火） ★ 毎 月 一 回 日 帰 り バ ス に て 実
第一回目は4月17
▼観覧料・一般1,200円（960円） 施、（合計八回）
大学生700円（560円）小中学生、 日（水）★旅費・一人一回12,000
高校生無料＊障害者手帳をお持 円（ご朱印の代金は別）▼集合場
午前6時50分★お
ちの方とその介護者1名無料（）
内 所・四街道駅前、
は前売り団体、市内在住65歳以上 一人でも参加可（初心者歓迎）資
の方の料金★オープニング記念 料請求は「巡礼の友若葉会」携帯
割引・4月13日（土）
の初日は観覧 070-3604-5840（本田）まで。
料が半額になります▼問い合わ 花輪の森ウインドオーケスト
せ・千葉市美術館（中央区中央 ラ第27回定期演奏会（吹奏楽）
▼日時・4月21日（日）
14時開演▼
3-10-8）℡043-221-2311（代）
会場・千葉市民会館大ホール（中
千葉県立美術館
具象彫刻展-具象彫刻の先駆者た 央区要町1-1℡043-224-2431）入
ち-彫刻家宮坂慎司と県美の収蔵 場無料、お子様連れも入場可♪プ
作家たち。同時開催★近代洋画の ログラム「マゼランの未知なる大

陸への挑戦」樽屋雅徳
「第五組曲」
アルフレッド・リード「ポップス
ステージ」ほか♪指揮・渡辺定路
ほか▼問い℡080-3340-6758

出前うたごえ喫茶
ステージリーダー（司会者）が新
宿ともしび歌集「うたの世界111」
の中からお客様のリクエストを
もとに選曲し、みんなで歌いま
す。▼日時・４月13日（土）開演
14時▼会場・青葉の森公園芸術文
化ホール（飲食はロビーでお願い
します）★司会・吉田正勝・清水
正美、ピアノ・田口順子▼入場料
（自由席）前売り1,200円、当日
1,500円★新宿ともしび歌集「う
たの世界 111」
（お持ちの方はご
持参ください）当日販売1冊340
円、当日レンタル1冊100円▼主催
お問い合わせ・青葉の森公園芸術
文化ホール、千葉市中央区青葉町
977番1号℡043-266-3511

ギャラリー古島
「第10回ワイス展-中島尚子水彩
教室展-」４月５日（金）
～４月10
日（水）「アクセサリー三人展」
石田昌子（彫金）鳥居温代
（七宝）
高橋和恵（彫金）４月12日（金）
～４月17日（水）「草木染衣展」
４月19日（金）～４月24日（水）
TEL043-243-3313・ 043-241-3041
(JR西千葉駅西友側徒歩1分)

千葉トヨペット桜まつり
▼場所・稲毛海岸千葉トヨペット
▼4月6日（土）
チュバチュバワンダ
ーランド①12時～②14時～4月7日
（日）
のイベント▼池田貴広による
ＢＭＸショー、自転車の乗り方。
①
10時～12時②13時～16時▼キッズ
フラダンス11時～ヒップホップダ
ンス13時～▼ストラックアウト午
前の部10時～13時、午後の部14時
～16時▼親日キッズメカニック体
験（４～１０歳対象）。
▼トレーニ
ング体操他様々なイベント多数。

今●
月●
の
●

人
●

0歳～小学6年生まで無料の銭湯
稲毛区轟町の「ビバークランド」
代表 佐藤裕之さん（66歳）

千葉市内の銭湯
はわずか12軒、若
葉区と緑区には１
軒もない中、昔な
がらの銭湯の良さ
を守り続けている
銭湯が轟町にあっ
た。その「ビバーク
ランド」では０歳
児から小学６年生
までを無料にしている。
子どもたちに、昔のように学
年を超えての友人付き合いの
場として銭湯を提供したいか
らだという。昔の銭湯にはあっ
た社会経験の場を提供するこ
とは使命だと代表の佐藤さん
は言う。その思いを実現させる
ために、千葉県下でここだけが
子どもたちの入浴料を毎日無
料にしている。轟町小学校だけ
にとどまらず、市外からも子ど
もたちがやってくるというか
らすばらしい。それだけではな
い。母子家庭・父子家庭の場合
は中学生まで親子ともに無料
にしているというから念が入
っている。一方で、６５歳以上
の高齢者が１００円で入浴で
きるサービスを実施している
日曜日には、多くの入浴客が訪
れるという。
佐藤さんの、「みんなのために
という気持ちがないと銭湯は
やっていけない」との強い信念
は、木更津の金田漁港に佐藤さ
ん自慢のロードセラミックを

活かした入浴施設
を作ろうとしてい
ることにも表れて
いる。厳しい漁の
後に体を温めたい
という漁師たちの
思いをかなえるた
めだ。関係者専用
でスタートさせる
ものの、ゆくゆく
は一般開放して地区興しに役立
てたいとの思いがある。
そして、佐藤さんのこだわり
はこれだけにとどまらない。ビ
バークランドが「かけ流し」の銭
湯であることもうれしい。通常
の「循環方式」の湯とは異なり、
都会にいながら地方の温泉気分
を味わえるし、より清潔でお湯
の切れがいいからだ。
街中の銭湯に露天風呂がある
だけでも驚きだが、それ以外に
も様々な銭湯施設が併設されて
いたり、専門的なボディケア、
フ
ェイスケアも受けられるから、
心も体もリラックスできるよう
に細かい精神がいきわたってい
る。ここには、家庭のお風呂でも
今はやりのスーパー銭湯でも味
わうことのできない、ゆったり
とした憩いの空間があると感じ
られた。ビバークランドを大事
に思ってくださる方ならどなた
でも利用可能だ。癒しの銭湯風
呂「ビバークランド」は稲毛区轟
町1-8-5。電話043-287-3636。
【取材・今村敏昭】

