市議会議員は見た(2 期目平成 23 年-27 年)・そして・その後
この原稿は私が議員在職中に出していた議員日記を中心にまとめたものである。そこに、27 年
から現在までの原稿を一部加えた。あくまでも当時の原稿を中心に記す。
なぜならば当時の市政の在り方が現在の姿となっていると思われるからである。
平成 23 年 5 月、私は市議会議員 2 期目のスタートをした。２期目も「市民の立場にたち、且つ、
「行政に科学を」との姿勢で任務を全うしたいと思った。
「行政に科学を」の姿勢とは調査研究し
た上で活動する姿勢である。私が、なぜ科学的な調査を最も重要と考えて行動するか。それは調査
により良い点、悪い点がより鮮明になるからだ。
ただ調査は正直に言わなければ意味がない。しかし、正直にいう事は大変な事である。
その為、時には大変な非難中傷を受たり墓穴をほった事も多々あった。
議会での質問は市⾧への質問のため答弁は菅谷市⾧とする。山﨑発言については山﨑とする。
タイトルの()は 27 年 4 月までは議会発言の年月、27 年 5 月以降は一市民の立場で書いている。
表や図の表示の数字は、その時に使用したままとした。

第1章

松本市民の

健康づくりが
危ない

?

医療(国保税はこれが基準)、介護に関心を寄せていた多く
の市民は平成 16 年度の市⾧選挙において、医師である
菅谷市⾧に多大なる期待を寄せて当選させた。
しかし、あれから 15 年。
松本市民の医療と介護、健康寿命、平均寿命等、悪化の
一歩を辿っている。行き来し方を見た時、菅谷市⾧は口
で宣伝するのみで「実行」が伴っていない故ではないか

と推測する。
山﨑は菅谷市政 10 年目に松本市民の国保税、介護保険料を調べ、びっくり仰天した。有賀市政
時より県内 19 市中の順位が悪くなっていた。1 番 2 番の高額な保険税、介護費用になっていた。
又、平均寿命も不健康期間も松本市は最悪であった。
先日、直近の 29 年度の国保税を調べたが、改善されていなかった。
又、医療費の多くを占める腎不全、統合失調症(精神疾患)、糖尿病が有賀市⾧時より増え、腎不
全は 1.7 倍、統合失調症(精神疾患)は 1.5 倍にもなっていた。又、一般会計歳出にしめる医療・介
護費の割合が 55%(29 年度)であり、県内 19 市の中で最も高かった。
「なぜ悪化したのか」。菅谷市政の今までの医療政策の一端を「山﨑たつえ市議会議員日記」を
中心に辿ってみる事とする。山﨑の「行政に科学を」の姿勢はこんな時に役に立つ。
:一般会計歳出にしめる医療・介護費の割合が松本市は 55%(29 年度)と県下で一番高い。
松本市の支出の 55%もの金が医療・介護に使われていると知り、19 市の収入額(歳入額)を比べて
みる事とした。驚いた。松本市は県下 19 市中で一番一人当たりの収入額(歳入額)が少なかった。
ある時から生活、地域、環境、経済、教育、文化など総てに健康をつけたが財政の健康は大丈夫で
しょうか? (歳入額は統計で見る日本より/人口は県市町村課より)
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1節 「実行されていない」市⾧発言。
市⾧が医師なので健康政

市⾧「国保税上げるが‥

策がさぞ、推進されている

検診率を上げ医療費を減らします」

かと思い「調査の山﨑」は、

と約束。しかし、守っていない。

う き う き す る 心 で 調査 し

言っただけ。(25.6 月議会発言)

た。
ところが‥平成 25 年 6 月、私は市⾧の 22 年
度の発言について調査し「なんだ、これは!」

と思った。
と言うのは菅谷市⾧は 22 年の議会で「国民健康保険は 2 年連続で増税させて頂く。ついては医療
費抑制に向けた、疾病の予防、早期発見、早期治療のための特定健康診査等の

46

受診率の向上及び…に取り組む」と述べていた。

44

調査の結果市⾧の「医療費抑制のために検診率を上げる」との発言は実行さ

40.
4

★ 主な癌の検診率も、表 1 の如く下がっていた。
大腸癌
17.5
16.8

胃癌
3.7
3.4

平成24

平成23

平成22

38

であった。

15.2
14.6

8

40

★特定健診の受診率は右のグラフの如く年々低下し 22 年 43.9 に対し 24 年 40.4

肺癌

9

42

れていなかった。

表1
検診率%
22 年度
23 年度

43. 43.

県内 19 市中の
松本市の検診率
胃がん

18 位

肺がん

10 位

大腸癌

3位

★ 又、松本市の各検診率は、胃癌 18 位、肺癌 10 位、大腸癌 3 位と低かった。
がん検診は死亡率第 1 位の癌の早期発見、早期治療の為に実施している。
山﨑は「検診率を上げるための今後の対策を伺いたい」と質問。
市⾧は「検診する人の意識に関わる事。複数の対策をきめ細かく実施していく」と答弁した。
市⾧の発言の成果が見えなかった事に、但、驚いた。
市⾧は「検診する人の意識に関わる事」と市民の責任にしている。そうだとすれば意識を変
革されていくのが行政のすべき事と考える。市⾧は私が、この指摘をした時その対策を建てるので
はなく、ほんの少数の人の癌検診のデータを探してきて「検診率が上がった」と発言していたのを
思い出す。私は市⾧のこの姿勢をみて市民歩け運動の状況も調べてみた。
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菅谷市⾧は 18 年度議会で「医師である自分の出

市⾧は「市民歩こう運動

来る事からする」と言い、
「人間の健康を柱とする」

をする」と言っただけ‥?

と発言。具体的に「全庁を上げて市民歩こう運動を

結果が見えない(25.12)

歩く事で健康づくりをするには、市民に歩く行動を

する」と発言した。
させ、それを習慣化する事である。
しかし、菅谷市政では「イベント

の時に歩く事を取りいれる企画やウォーキングマップ作り」のみが目立った。庁
舎の玄関には「まずは歩く事から始めましょう」と書かれたマットが敷かれた。
その姿はマスコミを通じ、良く報道されたので、市民には如何にも市民歩け運動
をしているように見えた。
山﨑は市民の行動の変化を見たいと思い、18 年から 25 年までの間に何かデータがあるか調べ
た。しかし、何もなかった。この時も驚いた。
有賀市政においても市民歩こう運動は実施されていた。中間報告、結果報告がつくられていた。コ
メント:市⾧は「以前より歩く人が多くなった」と自我自賛していたが‥数字では何も表れていな
い。菅谷市⾧の歩け運動は議会で言っただけの事。きちんとデータをとり推進し検討していかなけ
れば市民の行動を変える事は出来ないと思う。
そこで山﨑は、埼玉県東松山市を視察し 25 年 12 月市議会で提案した。同市は目標を定め、実施計
画、予算も計上し、実施に踏み切っていた。

東松山市の市民歩け運動を提案

埼玉県東松山市は市民が歩くことにより「医療

――医療費削減を目標(25.12)――

その実験をしていた。

費を安くできるか」との大きな目標をかかげ、

松本市は医療費が高く国民健康保険税、介護保
険料も他市に比べ極めて高い状況である。常々「医療費を安くする方法はないか」と考えていたの
で滋賀県で行われた医療費削減の研修会に参加した。
そこに埼玉県東松山市の市⾧と財政部⾧が参加していた。
財政部⾧と同席した時、医療費の話から市民歩け運動の話に
なった。何やら、市民総ぐるみで万歩計をつけ、それをデータ
化している様子。早速視察させて頂いた(左図は埼玉県)。
東松山市は人口 89,426 人、世帯数 3 万 6641 世帯。東松山
この写真 の作成者 不明な作成者 は CC

市は日本最大の国際ウォ～キング大会を開催している市であ

る。同大会は今年で 36 回目。25 年 11 月開催の参加者数は約 10 万人余。世界中からウォーキング
を楽しむ人々が集まるとの事。
東松山市は 24 年度医療費削減を目的に「健康⾧寿モデル都市プロジェクト事業」をスタート
3

させた。東松山市は「歩く事が医療費に反映するかやってみよう」と意気込んだ。
歩く事の効果をみる市民の実験である。
・予算は 1500 万円。
・参加者は公募。
・１万歩６ヶ月歩くコースに 105 人、普段の歩数ブラス 1000
歩 3 ヶ月歩くコースに 462 人が応募した。10 分間でほぼ 1000 歩となる。
・1 万歩コースの達成者
は 56％。・プラス 1000 歩運動は 58％が達成。
・体力測定、血液検査等検証した結果、好転。意識
調査では「体を動かすようになった、ウォーキングが習慣になった」等と多くの人が答えていた。
25 年度に山崎は視察した。2 年目であった。担当者は「25 年度は医療費との関係をぜひ検証
したい」と意気込んでいた。2 年目は規模の拡大を図り東松山市の 7％が参加した。25 年 11 月 28
日現在、一万歩 6 ヶ月歩くコースの登録者は 117 人、プラス 1000 歩 3 ヶ月歩くコースの実行者は
7000 人となった。人口の７％が実験台に立った。松本市の人口にすると 17000 人になる。市⾧、
副市⾧、職員も昼休みに 10 分間歩いている。歩いた人は毎日パソコンでデータを送信している。
東松山市の歩く運動の
結果はいかに?(26.12 議会)。

すごい！医療費の削減の結果が出た

東松山市の市民歩こう運動
のその後の実態並びに効果について 1 年後に問合せた。その結果を 26 年 12 月議会で報告した。
松本市の場合、
「歩く人が前より多くなった（市⾧談）」と抽象的であるが、東松山市の場合きちん
と数字を出している。万歩計を持ち、データを送信している人が人口（25.4.1 現在 61,258 人）の
12％ 7350 人である。松本市であれば 29,000 人が歩く計測に参加している事になる。
東松山市の市民歩こう運動の目的は「医療費削減」。
両市の医療費は右記の通り。松本市より低い。

国民健康保険者
東松山市

昨年、視察した時東松山市の職員は「医療費との関係が、 松本市
出るかどうか判らない」と不安気だった。ところが、見事

一人当り年間医療費
30 万 3662 円
32 万 6478 円

に実証されていた。
毎日一万歩を 6 ヶ月歩く運動の実践者は 98 名、平均年令 65.5 才。達成者 84 人。
一人月当りの医療費の減少額は 1469 円。
プラス 1000 歩運動 3 ヶ月―プラス 1，000 歩運動とはこの運動を始める時の歩数にプラス 1，000
歩する歩き。10 分で 1,000 歩になる。参加者 7,252 人。達成者成者は 3，465 人。平均年齢は 48.9
才。一人月当り 599 円減少している。
参加者群と非参加者群の医療費を比較すると 1 万歩運動者は 1 人月 4,876 円、プラス 1,000 歩運動
者は一人月 9069 円減少した。
山崎は「松本市は東松山市を参考にしたらどうか提案」(25 年 12 月市議会)。又、26 年 12 月
市議会で山﨑は「松本市においても市民歩こう運動、職員モニター調査並びに四肢筋力アップ検証
実験をされているが、その結果をお聞きしたい」と質問した。市⾧は「普通の歩きに 10 分プラス
する運動を職員モニター98 名で 5 ヶ月間実施した。結果の報告の準備中である」と答えた。その
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後結果の報告はない。
コメント:東松山市は市⾧はじめ市民ぐるみで、目標を持ち、計画をたて、予算化し実行し
検証している。松本市政の歩け運動にはそれが見えない。この姿を市政に取り入れてほし
いと願ったが実行した姿は見えなかった。
表 1/
年度
19 市
比較

国民健
康保険
税国保
高い順

医療費
高い順

15

5位

これは大変。国保税、介護保険

16

9位

3位

17

4位

4位

等‥県下一高額・悪化の一途

18

5位

5位

19

5位

4位

(26.6 議会)

20

5位

7位

21

5位

3位

22

5位

2位

23

6位

1位

検診率も市民歩こう運動も結果が見えない。

24

4位

1位

そこで国民健康税、介護保険料などが心配になった

29

8位

2位

ので調査してみた。松本市⾧は 16 年の就任から健康を政策の柱としてきた。
医療費の高騰に悩む市民は医師である市⾧に大きな期待を持っていたはずだ。
しかし、19 市の中での国保税等、松本市の順位は悪化の一途を辿っていた。
これには、又、又、山﨑は驚いた。どうなってしまったの‥と思った。
医療費（表 1）は高い方から 16 年度 9 位であり 24 年度は 4 位と悪くなって
いる。国民健康保険税は 16 年度 3 位から 24 年度 1 位と県下で一番高くなっ
ている。共に悪化している。直近の調査:29 年度も高い方から 2 番目と変わら
なかった。
介護保険料（表 2）は、16 年度は 4 位だったが 24 年度は県下 19 市で 1 番
高額になっている。
健康保険税額、介護保険料額(表 3)は大幅に増額している。

表 2/
年度
12-14

介護保険料
高い順
7位

15-17

4位

18-19

1位

21-23

1位

24-26

1位

16 年度と 24 年度を比較すると国民健康保険税は、年額 1 人約 1 万 1500
介護保険料は年額 1 人 2 万 6000 円高くなって

表3
一人当り年額
国民健康保険税円

いる。注）100 円単位まで算出。介護保険は月額×12 ヶ

介護保険料

円上がっている。

円

16 年度

24 年度

増加額

79,762

91,248

11,486 円

39,000

65,268

26,268 円

月で算出。

は(29 年度)19 市中高い方から 2 番目。保険料は 1 人当たり 105,097 円であ
る。悪い状況は変わっていない。
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健康を図る物差し、
「平均寿命」も松本市は他市

「健康を計る物差し」

より落ちる。（表 3、表 4 を参照）

平均寿命・健康寿命も

県下 19 市の中で 9 市が全国 50 位以内になっ

平均以下

ているが松本市の姿はない。9 市は上田市、諏
訪市、伊那市、大町市、塩尻市、佐久市、千曲

市、東御市、安曇野市である。
松本市は県下 19 市の中では、高い方から、
女性 12 位、男性 11 位である。

表 3 男性の平均寿命

表 4 女性の平均寿命

順

順

才

市

才

1 塩尻市

82

2 諏訪市

81.8

2 安曇野市

87.8

3 伊那市

81.7

3 大町市

87.8

11 松本市

80.8

12 松本市

87.3

山崎質問：以上の実態の元に質問する。
松本市の今後の健康政策を伺いたい。

市

1 佐久市

88

又、県下の 19 市の医療費をみる時、茅野市
佐久市は 10 年間にわたり県下で最低の医療費である。そこに、どんな要因があるか比較検討して
頂き、その結果を伺いたい。」
市⾧答弁：省略。納得のいく回答は得られなかった。
山崎は(前記の調査から)「国保税利用者は人口の１/４であり、国保税の納税
者は社会保険の皆様に比べると高齢者や、収入の少ない人も多い。ぜひ一般会
計からの繰入をし、国保税の減税をお願いしたい。又、介護保険料が県下一高
いが、その理由をお聞きしたい」と質問した。
市⾧は「介護サービスの利用者の増加、利用料の高い施設介護、居宅サービス
利用者の増加など」と答弁した。
コメント:議会での質問の為、私は茅野市を職員と一緒に視察しようとした。私が茅野市の課⾧の
了解を取った上で担当課に「以後の打合せ」を依頼した。2 日程して「先方の都合が悪い」と担当
課から連絡が来た。おや?と思った。
国民健康保険税、介護保険料が県下一高く（19 市中）、且つ、その順位が前市⾧時より年々、悪化
しているのに、市⾧は市民に、悪化の事実を語らない。
それどころか松本ボンボンの時、
第 1 回健康寿命のばそうアワードで優秀賞（ 2 位 ）
になったと菅谷昭市⾧は市民に壇上で披露していた。実態を知らない市民は手をた
たいていた。私は実態が悪いのに表彰は「おかしい」と思い調べてみると応募した
のは全国で 40 市町村のみであった。又、応募は作文をかいての応募で実態数ではない事が判った
(全国市町村数は 1797）
。
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⾧野県は健康寿命年齢（0 才が、健康で何才まで生
きられるか）と非健康期間も公表した。非健康期

健康寿命も最悪

間とは「要介護 2 以上」の期間である(表 3 参

特に女性は 17 番目 27.11)

照)。

松本市の健康寿命( 表 1 参照)は 19 市の中で、
上位から数えて女性 17 番目 83.33 才、男性 9 番目

79.32 才と中位以下。また、県全体の平均以下でもある(信毎 27.11.12 より算出)
表1
順位
1
2
3
4
10
17
18
19

表 3 非健康期間（年）
市名
男性:年
女性:年
松本市
1.97
4.16
東御市
1.82
3.7
安曇野市
1.78
3.75
上田市
1.71
3.7
5-9 は紙面の都合で削除
長野市
1.58
3.34
11-16 は紙面の都合で削除
須坂市
1.3
2.77
小諸市
1.25
3.17
伊那市
1.25
2.56

松本市 2010（平成 22 年）健康寿命
女性

男性

県内 19 市の中での順位

17 番目

9 番目

松本市健康寿命

83.33 才

79.32 才

非健康期間寝ている期間
松本市最悪(27.11)

非健康期間も松本市は一番悪い。一番⾧い期間寝ている。松本市の男性の非健康期間は 1.97
年、女性のそれは 4.16 年であり、他市に比し飛びぬけて⾧い。
男性の非健康期間の短い市は伊那市で 1.25 年（松本市と 0.72 年の差）
、女性のそれはやはり伊那市
で 2.56 年（松本市と 2.04 年の差）
。
菅谷市⾧は、一日も早く、⾧野県一「非健康期間」の短い伊那市、
須坂市へ職員を派遣し、調査検討したらどうか。多くの人は⾧い
年月、健康でない期間（非健康）を過ごす事を好まないだろう。
視察し、非健康期間が短期になる妙薬があれば市民は嬉しいはず。
コメント:山﨑は「10 年も健康を柱にし続けた菅谷市政の松本市
が⾧野県一、非健康期間が⾧い」とは、想像も出来なかった。
医療や介護を受ける立場になった時、当事者も経済的負担が大
変であるが国県市の負担も大きい。住民も予防に努め、健康な状態を維持するようにしたいもの。
そこで財政負担について山﨑は調査した。
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始めて調査したのは平成 26 年度数値
であった。そして(2019 年 10 月)最

松本市の一般会計に占める
医療・介護の割合

新情報の 29 年度数値を得る事が出来

松本市県下一悪い

た。普通会計歳出に占める国保、介
護費の割合は以下表のとおりであ

(28.4 山﨑たつえ通信)

る。
松本市の場合 26 年度は 49%であ
り、15 市の中で最高割合であり驚い
たが、今回はそれより高く 55%となっていた。15 市の中では最

⾧野県より

歳出に占める国保介護費

高値である。驚いた。

19 市名

26 年度%

29 年度%

松 本 市

49

55%

100 円の内の 55 円を国保税と介護費用に使っている事になる。

安曇野市

45

52%

29 年度一般会計（生活、地域、環境、経済、教育、文化などに使

上 田 市

42

51%

った金）は 897 億円、その内、国保（医療に使った金）が 279 億

須 坂 市

42

51%

円、介護に使った金が 216 億円、合計 495 億円。国保、介護費に

塩 尻 市

42

50%

要した金が 26 年度より 42 億円多くなっていた。
（県市町村課資料

飯 田 市

42

49%

佐 久 市

42

48%

長 野 市

40

48%

中 野 市

47

46%

小 諸 市

41

46%

千 曲 市

39

43%

駒ヶ根市

42

41%

東 御 市

35

40%

伊 那 市

39

38%

飯 山 市

35

38%

引用）。
松本市29年度普通会計歳出に占める
国保介護費/億円

495

国保・介護合計

897

普通会計歳出総額
0

200

400

600

800

1000

29年度/億円

岡 谷 市
諏 訪 市

広域処理

大 町 市

松本財政負担を
他市と比較

茅 野 市

全体的に全市の国保
介護費は高くなっているが、15 市の中で松本市が最
も財政負担が高い。松本市が最高で 55%、⾧野市は
48%、塩尻市 50%、飯山市 38%、伊那市 38%、東御
市 40%。⾧野市と 7%違う。松本市の財政は年間約

900 億円。ここから、松本市にとって国保（医療に要する費用）
、介護は財政上からも大変な問題
といえる。個人の自覚の問題と言っているわけにはいかない。国も県もその対策に躍起となってい
る。この時に医師である松本市⾧のうたっている健康寿命延伸の政策が実績を上げていれば世界中
8

から視察団が押し寄せるであろうが、残念ながら実績が上がっていない。
:一般会計歳出にしめる医療・介護費の割合が 55%(29 年

27 年度一人当たりの

27 年度

度)と県下で一番高い。余りの高さに歳入を比べてみることとした。驚

収入額(歳入額)
27 歳入/27 人口単位

飯山市

843,237

った。健康の成果がパットしない為か生活、地域、環境、経済、教育、

大町市

616,157

文化など総てに健康をつけたけれど経済の健康は大丈夫ですか? 山﨑

伊那市

532,108

は調べてありませんが‥。(注:一人当たりの収入額を出すのにこの計算で良いか

佐久市

522,348

は判らないが単純計算で算出してみた。正確な数字が判り次第報告します。歳入額は

東御市

505,601

統計で見る日本より/人口は県市町村課より引用)

小諸市

496,130

駒ケ根市

477,242

中野市

451,873

上田市

450,180

千曲市

444,735

飯田市

439,871

安曇野市

426,518

長野市

422,354

塩尻市

421,674

須坂市

421,514

岡谷市

420,694

諏訪市

418,105

松本市は 19 市の中で一番高額な国保税であるはずである。しかし、国

茅野市

416,064

保税の高額な順位が、県下で 1 位 2 位になったのは現市政になってから

松本市

382,049

いた。松本市は県下

19 市中で一番一人当たりの収入額(歳入額)が少なか

松本市の言い訳 ?――「医療環境が充実している分、医療費
がかさむ」
前述したが菅谷市⾧は 22 年の市議会では国保税を上げるについて
「検診率等あげて予防医療に努める」と値上げを自らの予防医療の不足
と語った。しかし、山﨑の調査でそれが実行させていなかった事判明し
た為か 28 年 5 月には国保税の値上げに当たり「県内でも医療環境が充
実している分、医療費がかさむ傾向がある」と(市民タイムス 28.5.14)と社会
環境の責任にしている。
「松本市が、医療環境が充実している為高い」とすれば、前市⾧時も、

である。なお、山﨑は医師と医療費の関係を議員在職中に調べたが関係
がなかった。

加入者千人対 29 年度

平成

平成

平成

平成

平成

17

22

27

28

29

H17 年と
H29 年の
比較

松本市民はどん

高血圧性疾患

91

104

106

107

108

1.2

糖尿病

29

32

34

34

34

1.2

な病気にかかっ

統合失調症

16

20

21

23

24

1.5

気分感情障害うつ

9

11

13

14

14

1.6

ているか(表２)

脳梗塞

7

9

7

8

8

1.1

腎不全

3

4

5

5

5

1.7

虚血性心疾患

9

9

7

8

6

0.7

国保、後期高齢者主な疾病別件数の推移
国民健康保険加入者数

9

松本市の保健衛生より引用

88，979 人

松本市の医療・介護が多額なのは、病気をする人が多いからと思われる。健康な体つくりをし、
病気を減少させれば、医療費(国保税)・介護費も減少するはずである。
そこで、松本市民は、どんな病気にかかっているかを調べた。松本市発行の著書「松本
市の保健衛生(平成 30 年 7 月発行)」より国民健康保険、後期高齢者の主な疾病別件数を調べた。
右表は主な病気千人に対して何人が罹っているかの数値である。
1 位が高血圧、2 位が糖尿病、3 位が統合性失調症(精神疾患)である。
次にどの病気が増加しているかを見た。
:(前頁表参照)平成 17 年と平成 29 年とを比較すると最も急増
しているのは腎不全 1.7 倍であり、次は気分感情障害うつ 1.6 倍、次が統合失
調症 1.5 倍、そして糖尿病 1.2 倍と続く。
松本市に急増している病気は腎不全と心の病気と言える。次に記すが、この二つが医療費支出の
1 位 2 位となっている。

国保後期高齢者の主な疾病別医療費の

医療費が

平成17円

1 番高額なのは腎不全であり、

平成22

気分勘定障…

虚血性心疾患

松本市の場合、

高血圧性疾患

るはずである。

糖尿病

フ化した(右図)。その病気を減らせば医療費も安く出来

統合失調症

次にどの病気に医療費が多いかを調べグラ

120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
腎不全

多額な病気は? (下記表右図)

脳梗塞

推移 松本市の保健衛生（表19）

平成29

2 位は統合性失調症(精神疾患)、
3 位は高血圧性疾患、4 位は糖尿病と続く。高血圧は減少傾向にある。1 位 2 位は最近急増してい
る病気である。
国保、後期高齢者
医療費

平成 17 円円

平成 22 円

平成 29 円

17 年に対し 29 年倍率

腎不全

58,097,970

78,652,450

113407490

2.0

統合失調症

95,260,690

91,470,460

106516180

1.1

糖尿病

37,314,510

44,518,540

43351330

1.2

高血圧性疾患

68,300,040

75,008,250

60181340

0.9

気分感情障害うつ

13,092,740

14,168,470

16627070

1.3

脳梗塞

21,905,310

21,203,570

27442410

1.3

虚血性心疾患

24,923,110

21,203,570

29052440

1.2
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松本市の場合、腎不全並びにその予備群である糖尿病そして、心の病気の予防に集中的に力を入れ
れば医療費を減少させる事が出来るのではないかと推測する。
最近松本市内に透析医院の看板が目に着く。腎不全で透析寸前になった知人が 92 歳で今も
元気でいる。彼は徹底的な医療、食事、運動の管理に努めた。

⾧野市

人数

割合

そして、今も毎月検査に行っているといった。

人工透析

243

100%

腎不全は人工透析や腎臓移植をしなければならなくなる病気で

糖尿病

有

137

56%

糖尿病

無

106

44%

ある(インターネット )。人工透析は糖尿病が悪化してなる場合も多い。 26 年度/⾧野市被保険者数 89713
⾧野市の資料(右表)によれば、人工透析の人の 56%が糖尿病よりな

人/⾧野市資料

っている。
人工透析は本人も非常につらいものであるが、各自治体の財政にとっても大変な課題である。年間
1 人約 500 万円を要するともいわれている(28.8.3 ⾧野県健康福祉部プレスリリース)。
上記資料は次の資料より作成した。・松本市の保健衛生――平成 26 年度 26 年 5 月の疾病件数と費用・松本市の
国保――平成 26 年度被国保者数・⾧野市資料――依頼し、送付頂く。・伊那市資料――依頼し、送付頂く。・5
県下 19 市の一般会計並びに医療費、介護費用――⾧野県より送付頂く。・信濃毎日新聞――市⾧選挙記事
28.3.30 ・信毎フォーラム記事 28.9.25・市民タイムス 国保関係記事 28.5.14。・⾧野県プレスリリース「人
口透析患者の減少を目指して」28.8.3

正規職員の⾧期療養者

松本市役所職員が危ない

70 人 4.06%

⾧期療養者多発(26.9 議会)

山崎質問：松本市正規職員の 4.06%・70 人が休んでい
る。精神疾患 2.3%・32 人その他の病 気 2.21%・38 人。
精神疾患では係⾧以下の人の割合が高い。その理由と対
策を伺う。（⾧期療養者とは１ヶ月以上の療養者）
疾病別⾧期療養者の正規職員に対する割合
26.9.1
精神
職員課調 疾患数

Ｈ20
Ｈ21
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25

22
21
25
29
21
32

その他
疾患数

合計

長期療
養者数

正規
職員数

26
29
23
30
23
38

48
50
48
59
44
70

2.84%
3.01%
2.70%
3.36%
2.52%
4.06%

1,691
1,662
1,780
1,755
1,748
1,723

市⾧答弁：職員の心の健康づくり計画にのっと
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り、適切な対策を講じていきたい。（以下略）
山崎発言：本市は健康寿命延伸都市を目指すとしている。足元からの実践をお願いしたい。市職員
の⾧期療養者 70 人は好ましくない。民間企業なら倒産である。特に精神疾患では主査以下の数値
が高い。主査以下は係⾧以上 0.63%に対し、3.7 倍の 2.33%である。又、全国の 10 万人以下の市
の平均値と比較しても松本市は高位。（数値省略）職員が働きやすい環境にあるか等、職員の心に
入って対処頂きたい。職員の⾧期療養について市民から「取上げて頂き嬉しい」との投書がきた。
松本市職員のその後の状況を知りたいと思っていた時、松本市の「精神疾患による⾧
期病休者の状況」が松本市発行の「松本市人材育成基本計画」
（平成 28 年 3 月発行）に掲載されて
いた。山﨑が質問したのは平成 26 年であるが、ここ

精神疾患の

正規職員

から、その後も増加の傾向にある事が判った。正規職

み

人数

員の 1.96%が精神疾患⾧期休暇を取っている。全国

平成 26 年

31 名

1.78％

平成 27 年

34 名

1.96％

平均よりもかなり高い。100 人に約 2 人の精神疾患に

発生率

全国平均
1.24％

よる⾧期病欠者はひどい。

2節

健康の宣伝に奔走する松本市⾧
菅谷市⾧は世界健康首都会議を開催した。
山崎は「２日間で予算額 620 万円、参加国はドイツとスウ

世界健康首都会議
(23.12 議会)

ェーデンの２ヶ国のみ。これでは世界首都会議と言えない
のではないか。商品で言うと過剰包装ではないか」と質問。
市⾧は「健康寿命延伸都市を実現した暁には世界健康首都
が実現する事を確信している」と答弁。山崎は「松本市の

旅費持ちでの参加である。
『皆で健康について考える』という会議であれば、旅費は自己負担で参
加して頂くところに意義があるのではないか」
予 算

と質問。

内 訳

同時通訳及び機器

コメント:外国人に講演をさせただけで世界会
議とはおかしな話。足元の市民の健康が県下一
悪いのでは世界の健康に影響を及ぼせないので

予 算 額
200 万円

Ｍウイングホール（無料）
、運営費、
企画展示、プロジェクター、報告書

290 万円

参加者旅費、謝礼（10 名分）

60 万円

レセプション（懇親会）

70 万円

合

は‥。

計

620 万円

「健康寿命延伸の最初の明文化」は「菅谷です」と市⾧
‥だが調べてみると「違う」 (25.3 議会)
平成 24 年 9 月議会で松本市⾧は「国の健康日本 21 の第二次計画において『健康寿命延伸』と
いう文言が初めて明文化された。松本市が他に先駆けて取り組んできたことから、健康寿命のリ
ーデイング都市の衿持をもって…全国の都市を牽引する意気込みで取り組んでまいりたい…」と
12

述べている。その為、私は「健康寿命延伸」の言葉は菅谷市政で誕生した言葉と思っていた。
しかし、松本市の健康づくり政策を検討していくと、松本市政で最初に、この言葉が登場した
のは平成 14 年、前市⾧時の「第 1 期健康づくり政策」である。更に調査すると、そのスタート
は平成 12 年であり、国の「健康日本 21」の政策の基本的な目標として「健康寿命延伸、生活の
質の向上」が記されていた。
「文芸春秋」の冒頭に菅谷昭
市⾧の大きな写真。

文藝春秋に

３頁掲載で内１頁は市⾧の顔。

「健康都市」
の宣伝
26.12 議会

掲載費 432 万円。
タイトルは菅谷昭。小さく松本
市⾧と書かれている。
議会に予算が出された時、内容は「健康寿命延伸都市」と説明され
た。公費を使うのでタイトルは「松本市」と思ったら…。私は 2 回
スウェーデンを視察した。同国は福祉、環境等、市民の生活実態を

改善し、その姿を見せている。実態に感動し世界中から視察団が押し寄せていた。宣伝をしなくて
も…。東松山市の様な実績を積み重ね、取材記事で取上げて頂ける松本市であってほしい。私は広
告の予算に反対した。
ある市民談:「すごい!」と思ったら「432 万円の松本市税を使っての宣伝広
告」とは、がっかり。(26.12)

前述のよう最悪の健

海外へ松本の健康寿命延伸

康実態であるのに…
「松本市の健康政策

の説明? 市民が松本の健康

発信のため」外国に

政策が良いと勘違いする

まで菅谷市⾧は行
く。写真は台湾へ行
く前の記者会見記事(信毎 28.4)
・台湾・ドイツへの旅費 762 万円。
・あらゆる所に「健康寿命延伸都市」のポスターを張りめぐらしてい
る。このような宣伝が困るのは「実態を知らされていない市民が松本市
の健康政策が効果を上げている」と勘違いすることである。
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他市と比較を
したがらない松本市

松本市⾧は松本市の健康寿命が他市と比べ「最悪」との結果が出ると、松本市のみの算出方法
で算出した数値を発表。山崎は議員在職中、担当課⾧に「この数式に他市の数値を入れて比較す
べきだ」と言った。同じ数式で堂々と他市と対峙し結果を出すべきと思ったからである。右の表
(信毎 28.5.24)は 13 年間の健康寿命の伸び。厚生省のデータでも健康寿命は年々伸びている。

健康寿命延伸都市宣言
早すぎでは(25.3 月議会)

3節

25 年の議会に健康寿命延伸都市宣言の審議が出され
た。私は、同宣言をすることは早すぎと反対した(25.3
議会)。健康実績が 19 市の中で極めて悪いからである。

市民団体「松本市の医療と福祉を考える会」

(会⾧米沢光夫・事務局⾧山﨑たつえ)が 28 年 2 月に発足。実
績の上がらない菅谷市政の健康政策の現実を憂い設立した。
同会では、より多くの皆様にご理解頂く為に市民の協力でチラ
シ(写真右)を配った。又、記者会見をした。
次第に多くの皆様にご理解を頂けるようになった。
平成 27 年 3 月の市⾧選挙では各市⾧候補の皆様にも説明をさ
せて頂いた。各市⾧候補者は「実態のない現市政の健康政策」
を理解し、市民に訴えていた。
市民に配ったチラシの資料は次の通り。松本市議会議事録、山崎たつえＨ
Ｐ、厚生労働省ＨＰ、⾧野県ＨＰ、⾧野県並びに松本市よりの資料、信濃毎
日新聞、市民タイムス、を元に作成した。表 1: 厚生労働省資料。県並びに松本市より。表 2: ⾧野県 HP より。表
3：.信濃毎日新聞（27.11.12

）。⾧野県健康福祉部調査(27.4.17)。健康寿命とは平成 22 年において 0 才の人が、健

康で何才まで生きられるかの数値。表 4: ⾧野県は非健康期間とは「要介護 2 以上の期間」としている。非健康期間
の順位は山崎たつえ作成。表 5: 松本市職員課より。この紙面の「理論的根拠、数値」をご希望の方は下記に連

絡下さい。誤字脱字がありましたらお許し下さい。又、連絡頂けましたら幸いです。携帯 090-9666-9113
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市⾧選挙が終わった翌日の平成 28 年 3 月 14 日の信濃毎日新聞は「松本市の健康寿命延伸は課
題」と大きく報道した。そして、健康づくりの検証の必要性を社説でも言及していた。

4 節 菅谷市政の健康づくりの変遷
身体の健康を柱としてスタートした菅谷市⾧。市民も身体の健康に期待していた。しかし、国保
税、介護保険料など菅谷市⾧になってから、それらの県内(19 市中)順位は悪化の一途を辿っている。
直近の 29 年度の国保税も高い方から 2 番目である。私の関わった調査並びに議会の中から菅谷市
政の健康政策の推移を簡単にまとめてみる。
①. 市⾧は市民歩け運動を提唱――菅谷市⾧は「医師である自分の出来る事からする」と言い、
「人
間の健康を柱とする」と発言。平成 18 年議会で「全庁を上げて市民歩こう
運動をする」と発言した。菅谷市政ではイベントの時に歩く企画やウォーキ
ングマップ作り等のみが目立った。庁舎の玄関には「まずは歩く事から始め
ましょう」と書かれたマットが敷かれた。その姿はマスコミを通じ、良く報
道されたので、市民には如何にも市民歩け運動をしているように見えた。しかし、山崎が調査する
と菅谷市⾧になってから市民歩け運動の過程や結果のデータが何もなかった。
又、市⾧は平成 22 年度に国民健康保険税を二年続けて上げるにつき「医療費抑制のために検診率
をあげ病気の予防に努める」と約束したが、主たる検診の検診率は下がりっぱなしであった。
② 山﨑は、菅谷市政がほぼ 10 年になろうとする 25 年国保税、介護保険料を調査した。前記の如
く、有賀市政時より悪化の一途であった。
③ やがて菅谷市⾧は、生活、地域、環境、経済、教育、文化など総てに健康をつけた。
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健康創出の企業を誘致すると新工業団地の造成をし、意気込んだが、28 年 3 月現在、半分も売
れていない。
④ ほどなく、市は健康寿命延伸について大掛かりな宣伝を始めた。26 年 12 月号の文芸春秋では
423 万円もかけて健康寿命政策を宣伝。27 年には「松本市の健康政策を世界に発信する」とド
イツ、台湾に行き宣伝した。バス、駅への看板など街中は勿論の事、あらゆる文書に健康寿命
延伸都市の名前が書かれた。市民の中には、⾧野県で一番の健康づくりの良い市と思うように
なった人も多くなったと聞く。
⑤ 生きがいつくり政策に転換――そして、平成 27 年頃になると菅谷市⾧は松本市の健康寿命延
伸都市の目標を「健康づくりの延⾧とし生き
がいつくりを目標とする」と言いだした。
「生

実態がないのに健康の大宣伝をする松本市。
それをあざ笑うがごとく―

きがいつくり」ならば、健康づくりの様に数

平成 26 年には国の平均寿命が発

値が出ない。山崎は前述してきたように健康
にかかわる調査をしたり、視察をしては議会
で何回か提案したり指摘をしてきた。松本市
⾧は実行しようとしなかった。その結果、市
民タイムスさえも 28 年 2 月には「ピンチと

表された。
又、27 年度 4 月には⾧野県が健康寿命年齢を
発表した。両者とも、松本市は県平均以下の
惨憺たる結果であつた。

なった国保」の記事を載せるようになった。

5節
■

議会で発言してきたその他の健康問題

ジｪネリックカードの普及促進を(25.9 議会)
松本市の国民健康保険税、介護保険料は 19 市で一番高額である。医療費

が高いからである。山﨑は「如何にしたら医療費を安くできるか」の研修会
があり参加した。そこで埼玉県所沢市の市会議員から「所沢市では薬局で
薬を頂く時に、
『ジェネリックを希望します』と書いたカードを健康保険証
と一緒に提出する制度をつくった（患者からは言いにくい為）
」との話を聞いた。そこで山﨑は「そ
の制度の導入」を提案した。市⾧は「その導入に向け、関係機関と協議を重ねている」と答弁した
が今だ、実現していない。

■介護保険料を安くしたい。研修に行き提言。(26.9 議会)
平成 26 年８月４日、東京、日本経営者協会主催の「介護保険料、国保税」の研修会に参加した。
出張続きで過労ぎみであったが、どうしても受講したいと思った。
「県下一高い松本市の介護保険料を安くするには、どうしたら良いか。その為に介護保険料の算
出は、どのようにして決められているか。算出方法が判れば松本市の介護保険料軽減に対する対策
がたてられる」と考えたからである。
受講料は１万８千円と高額であった。「介護保険料の決め方」や同保険制度の問題点の説明を受
けた。９月議会で次の質問をした。（山崎質問市⾧答弁省略）
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山崎は「介護サービス見込み量や介護保険を決める基礎調査などを他市あるいは県の平均値と比較
し、どの部分が高いのか、且、なぜ高いのかを検討し、介護を受けなくても良い身体維持政策につ
なげて頂きたい。それをしなければ県下一高い松本市の介護保険料は、いつまでたっても軽減され
ない」と質問した。納得する回答は得られなかった。

■医療費削減の実績を出している市や村を視察しては?(28.2 記)
菅谷市政は、口では「運動、健康」を推奨した。しかし、市民の実行、改善の姿が見えない。
「行
政の在り方に問題があるのでは？」と考え、議会でも他の自治体の実例に触れるよう提案してきた。
埼玉県東松山市への視察 (山崎たつえ 25.12/26.6 議会)。又、茅野市や佐久市への視察も提案した。茅
野市や佐久市は 10 年来県下一、医療費が安いからである(26.6 議会)。松川村は日本一の⾧寿自治
体である。村⾧は「食生活改善推進員や保健補導員の力が大きい」と話された（某議員議会発言）
。
新聞は「松川村は翌年、8700 万円の国保の医療費が削減された」と報道した。

菅谷市政へ望むこと

山﨑は平成 17 年から議員と
して菅谷市⾧の身近で健康政策
を見てきた。今回、その足跡を
辿ってみた。
平成 16 年医師である市⾧に

市民は多大なる期待をもった。しかし、松本市の医療・介護等、現状は悪化の一途であり、現在も
その状況は変わっていない。市⾧はその責任をどうとるのか。
国保税、非健康期間、健康寿命、平均年齢など他市に比し実態はきわめて悪い。最近は
腎不全、精神疾患がどんどん増えている。又、市の職員に精神疾患が多発している。
市の職員の精神疾患はトップの在り方にも問題があるのではないかと推測する。
ところで、なぜ、そのような状況となったか。まとめてみる。
・市⾧は政策を言いっぱなし。「計画、予算、実施結果」が見えない。
・松本市民に市民の健康の実態を知らせていない。
・松本市⾧は、いかにも健康な市のような情報を流し続けている。
東松山市の事例の様にキチンとした計画、予算、実施計画の元に地味な活動の積み重ねが必要では
ないか。マスコミ受けする事ばかり考え行動していたのでは、市民の健康増進は図れないと思う。
市民に「(19 市中)国民健康保険税、介護保険税は県下一高い、非健康期間も県下一⾧い、財政負担
も県下一高い等」について明らかにし、市民に認識して頂く事だと思う。市民は実態を知り、自ら
健康に立ち向かうのではないかと思う。医師の市⾧‥との思いを捨て成績を上げている県内他市を
視察し学ぶ事も大切ではないでしょうか。
何はともあれ松本市が真の意味の健康寿命延伸都市となる事を祈念する。
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一人一人の市民が健康の実態を認識し、それに取組めば、松本市の医療費は削減
され、元気な市民が多くなるはずである。山崎は「生活習慣を変える事により健康
が増進され、医療費の削減になるか」の人体実験を試みた。次に記す。

第 2 章 山﨑たつえ
の健康づくりへの
実験

現在の病気は生活習慣により起こっている。菅谷市政は
「口で言うのみ」で市民の生活習慣の改善に至っていな
い。マスコミ向けの政策ではなく、市民が生活習慣を改
善する政策を展開すれば医療費は削減されるはずであ
る。
ここで山﨑の体力づくりへの実験を記す。山﨑の実験は

平成 27 年からスタートした。運動と食生活に心がけ、毎日実行した。データは記録し見える化し
ながら取り組んだ。その結果、医療費削減の結果が出た。

メタボと高血圧症
「この身体はなんだ。
自らの健康管理をまずせ
よ!」との内なる声

私は議員中、他市に比し松本市の健康保険
税が余りにも高い事を問題視してきた。しか
し、ふと、わが身を見た時、高血圧で且つ、肥満であ
る事を改めて意識した。「これは何だ!まず自分が健
康管理をしなければいけないではないか」と内なる
声が叫んだ。

保管していた特定検診の結果や医者からのデータを改めてみた。血糖値が出て
いた時もあった。山﨑は管理栄養士として保健所に勤務していたので、これら
の知識はある。高血圧と肥満は現在の生活習慣病(糖尿病や脳・心臓・頭等の
疾患)の原因となつている。肥満、高血圧をなくすことが現在の病気を防ぎ、
医療費の高騰を防ぐひとつとなるはずである。
私は 27 年 9 月肥満是正の人体実験に挑む事にした。
直近の 27 年度の特定検診の結果を見た時、俗にいうメタボ。
「メタボ」の判定の数値は腹
囲とＢＭＩであるが共に高い。血圧 170-200、体重 69kg、腹囲 107 ㎝であった。毎日 1 時
間の運動と食事を実行する事にした。当初、歩いて減量に挑戦した。しかし、体が重く歩くこと
自体大変で続かなかった。
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次に地元にプールがあるので水泳をすることにした。水泳は全く泳げなかった。1 ｹ月半、クロー
ルの練習に通った。しかし、足のバタバタが出来ない為、泳げなかった。
諦めかけていた時、ふと、背泳ぎをしてみた。すると泳げた。大きな腹囲
が浮力になり浮いたのではないかと思う。それに自信がつき、以来、毎
日、1 時間泳ぎ続けた。
運動の他に食事も気をつけた。特にビールに注意し、当分、止めた。大好きなコーヒーも砂糖、ミ
ルクを控える事にした。習慣化している暮らしを変える事は大変である。私もいつまで続くか。自
分との挑戦であった。
「今は飽食時代、車時代。それが病気を作っていると言われる。食べすぎない事と運動の実行が健
康維持の特効薬」――そのことを心に刻み 7 ｹ月努力した。
その結果、血圧 130 前後、体重 61kg、腹囲 95 ㎝となり、高血圧症の薬は、もういらない状況とな
った。私の年間医療費約 12 万円(内約 4 万円は自己負担)。私程度の高血圧症の人 5000 人に市が
「食事と運動」を実行させたら、6 億円の医療費の削減となる。
私は悪戦苦闘の末、高血圧症を退治した。肥満もほぼ退治した。
それから 1 年の月日が流れた。
平成 27 年から 28 年にかけて 10
㎏の減量をした私は安心し運動
をしなくなった。すると一年後瞬く間
に体重過多となり体が重くなった。
平成 29 年の暮れの事。

表 2:松本市体
育館測定

体
重
筋肉量

30．7.11 測
定
62.5
57.8
36.8
36.5

体脂肪率

37.6

28.7

8.9

27.2

25.3
132

1.9

ＢＭＩ値
最高血圧

29．１２．２４

148（2 月調
査）

差
4.7
0.3

適正値
（基準値）
51.3kg
17～27
18.5～24.9

（注：体脂肪基準値、ＢＭＩ基準値は松本市塾年体育大学資料より引用）

「これは、いけない」と思った。
平成 30 年 1 月から筋力をつける事と体重減を目標として市営のジム行きを開始した。ジム通い
にしたのは自己管理のためである。運動は、継続する事が最も大切であるが人は弱い。自宅では怠
け心が生じてしまう。かといって余り金をかけることも出来ない。定期券を購入し月 1800 円で通
った。
又、総合体育館で、月、1 回、体組成検査をしてもらう(1 回 300 円)。筋力アップ、体重減、体脂肪減、
おまけに身⾧まで伸びるなど、確実に効果が上がっている(表２参照 )。
又、私の体力年齢は 5８歳と記されていた。検査をしてもらい、結果が見え
るとやる気が起きる。
なにはともあれ継続は大変。時間がないわけではない。
「行きたくない」と
の心が、時には起こるのである。健康維持は、人に依頼するわけにはいかな
い。自分が努力するより方法がない。3 年前、肥満で 10 分歩くのも大変だ
った私。今は、体が軽くなり歩くのが楽しくなった。私は人が「良い」と進める事は実行する。体
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操教室の先生の話、インターネットでの調査、雑誌での報道などを見聞きし工夫しプログラムを組
んでいる。

標準体重の重要性――余り痩せるのは良くないよ
減量作戦ひとつにしても、様々な風評が耳に入る。それとも戦わなければならない。私の減量作
戦を聞き知人の中には「少し、太っていた方が、病気になった時、良いよ」と力説する人が多い。
余り言われると私も「そうかな?」と自信がなくなる。
そこで、体重について調べてみた。ネットに次のように書かれていた。
標準体重とは、ヒトが肥満でもやせでもなく、一定期間内の死亡率や罹患率が有意に低いなど、
最も健康的に生活ができると統計的に認定された理想的な体重のことであり、年齢・身⾧・体
脂肪率といった要素の全部、あるいは一部から求めるものである。
山﨑の身体について指導して下さる人は標準体重と比較し指導下さるが、上記の記述を見て納得し
た。オリンピック選手は一日に何回となく体重計に上るとのこと。体重が増えると体の動きが、鈍
くなるのであろうか。世界的指揮者の西本知美氏もコンサートの時「タクトを振るのに、体重が増
えると腕がすれる。その為、体重管理はきちんとしている」と話した。
生活習慣病予防の健康管理は食事管理と運動がポイントであるが、「体重の測定」が自己管理に、
いかに大切かを認識した。

羽生選手の言葉に励まされる
私も運動に行きたくない時もある。その時、羽生選手の言葉を思い出す。
五輪メダリスト羽生選手は金メダルを獲得した時「自分に勝った」と言った。
彼の競争相手は世界の強豪ではなく自分であった。
人は弱い。自分に負けてしまう。健康⾧寿のために、病気回復の為に、運動は続け
なければ効果がない。自分の弱さに負け中断しがちである。羽生選手を見習いたい
ものである。短歌を作った。己に勝った羽生選手の一言に吾の心の強く震える

猫背是正は
可能か?

私か次に挑んだの猫背是正である。
娘が 29 年の暮れに「お母さん、猫背だね。

猫背だと、体のバランスが崩れ、膝や足に痛みが出てきて、将来、寝たきりに
なりやすいそうよ」と言った。実は友人から「猫背は体重が減ればなおる」と
言われていたが、体重が減っても治らなかったので、気になりだしていた。
そこで 30 年 1 月より、猫背の是正にも取組むことにした。
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なぜ、私が猫背になったか。姿勢の事など、全く考えずに、パソコンを打ち続けた為ではないか
と思う。私は 61 歳で新潟大学大学院に入学したが、修士論文を書く時は、パソコンの打ち過ぎで、
指が動かなくなった時期もあった。議員中も、すごい時間パソコンと向き合っていた。議会発言は
年 4 回していたが発言は理論的根拠のもとにしたいと思ったので調査、分析、リポート作成に明け
暮れていた。議員中の視察レポートも問題点など調査をしてはまとめ提出していた。ホームページ
に公表してあるが、レポートの数はかなりの数である。
私の背中は、ツルツルし肩甲骨が見えない。猫背是正に多くの方の助言で使用する機械は選定し
た。胸筋、背筋の運動の機械で７ヶ月続けた。猫背は少し、是正されてきたようであるがまだまだ
である。
この方法は的確であったことを後にネットで知った。ネットには次のように書かれていた。参照：
Noriko 先生談：「(一例を抜粋」人間はそのほとんどの作業を前で行い、後ろで何かを行うことは
ない。このとき使われるのは胸の筋肉。多くの人は日常生活の動作によって、この筋がすでにこり
固まっている。この胸筋と対になっているのが、肩から背中にある僧帽筋（背中の筋肉）。胸筋が
こり固まってカチカチに縮んでいると、僧帽筋が引っ張られてしまい、猫背や肩こりや原因になっ
てしまう。(省略))
私はジムで凝り固まった胸筋を和らげ、背中の筋肉を強くしていたのだと思う。
何はともあれ、私は「自分が、猫背にしたのだから、是正が出来るはず」と思い、その改善に努め
ている。

「正しい姿勢が猫背を治す」――猫背是正にもっと良い方法はないか、模
索した。するとネットに「正しい姿勢が効果的」と書かれていた。社団法人日本
生活習慣病予防機構理事の Noriko 先生は「猫背是正には「正しい姿勢を取る事」
。正し
い姿勢とは『5ｋｇの頭を首や肩に、チョコンと置く方法』である。
」と記していた。そ
こで、私はやってみた。なんと体が楽な事か。そして、背筋がピンとする。私は、猫背
是正のため、「正しい姿勢の習慣化」を目指す事にした。

私の人体実験は 27 年 9 月から 4 年が経過した。私にとって悪い健康状態等隠しておきたいことで
あつたが、どなたかの参考になればと思い公表した。血糖値まで出たことのあった私であるが運動
と食事の生活習慣の改善により高血圧も肥満も解消し、今は快適に暮らしている (30 年記)。
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