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（さわやかな風） 行政に科学を !!  

第28号
（24.11.1）

裏面へ続く

　　　　　　　　　　　　　　　 9月市議会では「生活保護世帯への教育支援、東日本大震災支援、男女
共同参画計画、職員の視察研修」について質問した。6月議会の関連から9月議会でも東日本大震災支援
について発言したので報告する。なお市長への質問のため、全て市長答弁とする。
■６月議会発言経過と要旨他（一部6月議会後の調査提言あり）　6月議会において「行政として避難者のため、
市民のために、いかなる支援が良いか」を提言した。現行施策は25年 3月まで継続する事を前提として
いるので、それ以降のあり方についての提言である。提言をするには調査し、レポート分析するのが私の
常である。調査のきっかけは、一部であろうが被災者が善意の支援を不適正に使うなどの記事が中日新
聞に載ったり、現地の議員から、私の耳にも届いた事からである。人が行動をするには、それなりの理由
があるはずである。当事者の問題もあろうが、行政の支援のあり方に問題があるとも考えられる。行政の
支援に問題があるとすれば、東日本に起きる事は、松本市にも起きる可能性がある。「行政として、どんな
支援が良いか」をテーマとして調査を開始、客観的立場で模索し、提言した。提言に賛否があって当然。決
めるのは市長と議会である。

　　調査は実態を正直に明らかにし、分析する事が
大切である。実態を明らかにできれば――私は正
直に提言が出来る。市民は支援の内容、費用など
を理解する事が出来る。（今までは全く判らな
かった。）そして、市民の理解が得られれば避難者
は松本市で心地よく生活できる。以上の理由から、
以下調査結果を正直に記させて頂く。
　

　長野県下並びに福島県の一部市町村を調査し
比較検討した。その結果、松本市の支援は
●他市町村と比較し支援が多岐にわたっていた。
●松本市のみ市民より避難者を優遇していた。
●放射能を理由とする避難者手続きは簡単。前住
所と避難先住所を書き、前住所を示す免許証など
があれば良い。その他の記述事項はない。所得に
関係なく全ての支援が受けられる。
●松本市のみ放射能を理由とする避難者の範囲
を「千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬」まで拡大してい
る。（塩尻市は1世帯に教員住宅提供のみ）。

①国の支援と方針
国は住宅費以外は何処にいても必要なので「自己
負担」との方針。住宅費については前述の通り。
②松本市の支援
・住宅費―出身地と国の支援参照の事
・保育料―長野市は強制的避難者（国の負担：表の

①分類の人）のみに保育料を支援。松本市は、強制
的避難区域以外の地域からきている人にも保育
料を市税（一部安心こども基金）で補助し半額減
免（半額のこと）。

・上下水道料―松本市（公営住宅減免入居者《無料
のこと》）、長野市、共に無料。

・その他の生活支援―長野市始め、何処の市町村も
実施していない。松本市のみ多岐にわたり市民以
上の支援がされていた。各種検診料、プール、入浴
施設利用、バス券利用など（表1）はその一端である。

注：福島県から松本市へ避難している人の市町村では

福島県内からの避難者に松本市のような支援をして
いない（電話調査）。

★提言①　避難者も大変な苦しみを抱えているが
松本市内にも母子世帯、障害者、病を抱えている人、
仕事がない人等、多くの苦しみを抱える人たちが
いる。あちこちの不動産業者は「不況の為に家賃不
払いのトラブルが多発している」と語った。ある母
子世帯関係者は「入浴施設やプールにいく経済的
余裕などない」と語った。（避難者は申請をすれば

★表中の①②③の分類。　これは松本市独自の区分であり、国や県の分類とは異なる。
①住宅を失った者。原発事故の警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点に居住していた者。
②自主避難者の内、配慮を要する者（災害時要援護者の他、福島県内や放射性物質汚染対処特別処置法に基づく汚染状況重
点調査地域に居住していた世帯で15歳未満の者を有する世帯）、医療が必要な者、福祉の手当が必要な者。なお放射性物質
汚染対策処置法は災害救助の法律ではない。

③それ以外の自主避難者。

有料
上下水道局財政負担は170万円（料金の減収）。
①②の無料は「公営住宅に家賃減免（無料の事）
処置を受け入居する世帯」。

①②無料
③は有料。上下水道料

有料
保育料 市の負担（市税）146万円・基金48万円
（15歳以下の人は全部②に入るので③は不要）

①無料
②半額
③要相談（該当なし）

保育料、
幼稚園料

有料 市の負担（市税）約２世帯２万円①②③半額ファミリー
サポート事業

有料
1乗車
100円負担

市民は70歳以上と障害者。
交付される避難者は自動車のない世帯、
70歳以上、障害者。

①②③の内小学生以
下無料（100円は事業者
負担）中学生以上1乗車
100円（交付される人は
備考欄参照の事。）

福祉100円バス
パス券交付

有料 市民有料（生活保護世帯無料）
市の負担（市税）28人163，407円①②③無料がん検診等

各種検診

有料 市民有料（３歳以下無料）①②③免除。
（無料のこと）

波田保健福祉
センター入浴料

有料
100円負担

市民は70歳以上。
市の負担（市税）５枚分1,400円

①②③無料
（100円は施設負担）福祉入浴券交付

有料
避難者には無料で世帯全員がプール、入浴を利用で
きる通年券を交付。市民が購入の場合は１人世帯３
万円、２人世帯５万円。以後１人増える毎に１万円増。
松塩地区広域施設組合

①②③使用料免除
（無料のこと。備考欄参照）

ラーラ松本保養所
使用料減免券交付

有料 市の負担（市税）約６人５万円①無料
②③半額

放課後児童受入

27号で避難者欄を3分類しなかった為にミスをしましたので再記します。心からお詫び致します。

支援の一部
表1.松本市の支援の実態

避難者 市　民 備考（23年度実績その他）

（表1を参照）

以上の実態から提言した。

ラーラ松本保養所使用料減免券が受けられる。無
料で世帯全員がプール・入浴を利用できる通年券）。

・保育料―松本市平成23年度末（累積値）の保育料
未納世帯数は493世帯（未納額3793万円）である。
山崎調査によれば保育料の低い低所得者に未納
者が多かった。なお、市は避難者世帯には所得に関
係なく保育料半額（一部全額）を免除している。市
長は困窮する市民の事も考えてあげてほしい。
★提言②　市民より厚い支援は災害という特殊な状
況なので、緊急時は良いと思うが、それをいつまで
続けるか、期限の明示は必要ではないか。又、放射
能を理由とする「千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬」県な
ど広域からの避難者の受入に家賃まで市が対処す
べきか疑問が残る。（表面の1.松本市の支援の実態を参照）。
★提言③　子どもキャンプを見た時、松本市のみ、交
通費、宿泊費はもとよりお土産まで用意していた。
他市は宿泊費のみであった（長野市は朝食あり）。
自己負担は自助努力を要し、自立への気持ちに繋
がるのではないかと思う。神奈川県自治体学会で
岩手県のＡ議員が講演し「市民がもらう事に慣れ
てしまった。そんな市民になっては困る。『与える、
与える』の支援は被災者の為にならない。自立する
支援をお願いしたい」と訴えた。福島県の避難者支
援は自立的、建設的支援が多い。6月の私の提言に
対し、賛成の団体、反対の団体の動きがあった。
次に9月議会の発言を記させていただく。

✿山崎発言：東日本大震災に伴う避難者支援に
ついての質問に先立ち、先に配布した6月議会
報告（以下「チラシ」とする）の中で 6項目につ
いて記載ミスをした。（表1の避難者欄を3分
類しなかった為にミスが生じました。）この場
をお借りして関係各位に深くお詫び申し上げ
る。９月議会の山崎のチラシで、訂正し、皆様に
再配布させて頂く。なお、市は 27 号チラシを
チェックし「17項目にミスあり」と文書を送付
してきた。しかし、市が指摘した17項目中、10
項目は市の指摘ミスだった。又、市の文書に 2
項目の市のミスがあり、市のミスは12項目と
なった。

市のミス2事例
　市の指摘ミス12項目の中から（発言時間の関
係で）2事例のみを述べる。
市のミス①  議会前、担当課に「民間住宅を借りて
いる避難者への国の補助金は？」と聞くと「自己
負担」といった（証拠文書あり）。調査すると「市が
関わり、出身地域など条件が合えば、国の補助が
頂ける事」が判ったので６月議会で「避難者に連
絡して差上げては…」と提言した。提言は「参考に
なったら、どうぞ」という趣旨のもの。しかし市は
「( 山崎が提言する前に ) 既に避難者に連絡して
いた」のに、「その事をチラシに書いてないので山
崎のミスである」とした。しかし、市から私は議会
中も、議会後もそのような話は聞いていなかった
のでチラシに書く事は出来ない。従って、これは
市のミスである。
市のミス②  私が「（福島県の子ども受入につい
て）松本市のみ食費、交通費、入場料から土産代ま
で、市費で接待」とした事に対し、市は「『土産代ま
で払っていない』従って山崎のミス」とした。しか
し、市は写真代 2万円を払っていた（64名分証拠
文書あり）。これも市のミスである。

市長は正直に回答を
✿山崎質問：「松本市長は 12 件について良く検
　　　　　　  証し回答を下さい。」
しかし市長は（前述のような証拠文書があるの
に）９月20日、12項目について何ら具体的な回
答もせず『前回の回答に誤りがない』と答えてき
た。山崎は「私も正直に言っているのですから、市
長も正直に言ってほしい」と返信した。

　　　　　　

　議会運営委員会 (以下「議運」とする )の開催
にも同じ事があった。同委員会は議会の運営そ
の他について協議する委員会であり、全議員に
開催を知らせることになっている。山崎のチラ
シについては 8月 6日に協議されたが、山崎は
広島、四国へ公務出張中であり、山崎のチラシに
ついて協議するとは聞いていなかった。（チラシ
の件の協議がされるとしたら、山崎は開催を了
解しなかった。）なお、一部議員も議運の開催を
聞いていなかった。マスコミにはしっかり連絡
していたらしく、次の日、山崎について大々的な
記事が信毎、市民タイムスに出た。

■山崎が「今後の避難者支援について」質問すると市長は「国

や県の動向を注視しながら被災者のおかれている状況や
意向を把握し、議会と相談しながら決めさせて頂きたい
と思う」と答弁した。（以上9月議会報告）
編集後記
■ 私の提案のための調査は結果的に市の支援の
チェックとなった。松本市のあり方は議会で報告
され、了解されている。しかし、議会が了解したも
のであってもチェックは、されなければならない。
企業において、新たな事業がスタートした時、一
年後に「その結果はどうか」をチェックするのは
当たり前の事である。

■ 私は調査するまで「支援は無条件に良い事」と
思っていた。たまたま、ある噂が耳に入ったので
調査し、多くの実態が判ってきたが、判れば判る
ほど疑問が生まれてきた。
★たまに見知らぬ人から「山崎さんの言うとおり」と声をかけ
られる事がある事を申し添える。
★私は市民の皆様から「議員の活動が判らない」との声を良く
お聞きするため、年 4回、議会の度にチラシを出している。
チラシを出す事は精神的にも経済的にも大変な事である。
慎重には慎重を期していますが、御指導のほどをよろしく
お願い致します。
★参考：山崎著 ❀「子どもリフレッシュ支援について」公表。
❀中期・長期的避難の場合　非公表。　❀被災者への行政
サービスと税の公平性について（放送大学財政学　単位認
定レポート）。

24 年９月松本市議会報告

1. 松本市の支援の実態

2.松本市の避難者支援の内容

3.提言

★松本市の支援の特徴

出身地域により住宅費に次のような違いが生ずる。
✿家が全壊した世帯と福島県からの避難者――
国の災害救助法の適用区域であるため、住宅費
は国の負担で無料。
✿放射能を理由とする「千葉、埼玉、茨城、栃木、群
馬」県からの避難者――（放射能については）災
害救助法の適用地域外であり、市は「15歳未満
の子どものいる世帯に当面の間、家屋を提供す
る場合は公営住宅を無償貸与」と回答。（つまり
市が負担）。24.10.16日現在13世帯36名（公
営住宅分。その他は未調査）

★避難者の出身地と国の支援



市民が税の使途を知るのは当たり前であ
り、税の使用は平等でなければならない。税

は市民・事業者が納め、市に預けているだけの事である。
避難者支援についても、市は内容を明らかにし市民に合
意頂く事が、避難者が松本市に快く住む事が出来る事に
繋がるのではないか。しかし「支援の内容を明らかにさ
れたら避難者は居づらくなる」との意見もある。市民の
税金をいくら使っても、「こっそり支援する」のが良いの
か。市民の皆様は、どちらが良いと思いますか？

　　調査は実態を正直に明らかにし、分析する事が
大切である。実態を明らかにできれば――私は正
直に提言が出来る。市民は支援の内容、費用など
を理解する事が出来る。（今までは全く判らな
かった。）そして、市民の理解が得られれば避難者
は松本市で心地よく生活できる。以上の理由から、
以下調査結果を正直に記させて頂く。
　

①国の支援と方針
国は住宅費以外は何処にいても必要なので「自己
負担」との方針。住宅費については前述の通り。
②松本市の支援
・住宅費―出身地と国の支援参照の事
・保育料―長野市は強制的避難者（国の負担：表の

①分類の人）のみに保育料を支援。松本市は、強制
的避難区域以外の地域からきている人にも保育
料を市税（一部安心こども基金）で補助し半額減
免（半額のこと）。

・上下水道料―松本市（公営住宅減免入居者《無料
のこと》）、長野市、共に無料。

・その他の生活支援―長野市始め、何処の市町村も
実施していない。松本市のみ多岐にわたり市民以
上の支援がされていた。各種検診料、プール、入浴
施設利用、バス券利用など（表1）はその一端である。

注：福島県から松本市へ避難している人の市町村では

福島県内からの避難者に松本市のような支援をして
いない（電話調査）。

★提言①　避難者も大変な苦しみを抱えているが
松本市内にも母子世帯、障害者、病を抱えている人、
仕事がない人等、多くの苦しみを抱える人たちが
いる。あちこちの不動産業者は「不況の為に家賃不
払いのトラブルが多発している」と語った。ある母
子世帯関係者は「入浴施設やプールにいく経済的
余裕などない」と語った。（避難者は申請をすれば

★東電や福島県からの補償金について
 市民は被災者の生活の心配をしている。市民にとって被災者
に補償金が入る事は嬉しい事。精神的経済的もろもろの迷惑
料として国、東電、福島県は（原発が関係ないといわれる地域も
含め）全福島県民に子ども20万円～60万円、大人4万円～8万
円を支給（国、東電、福島県の負担割合並びに補償額は被災状
況により異なる）。強制的避難者については東電から毎月1人
10万円～12万円の補償。

ラーラ松本保養所使用料減免券が受けられる。無
料で世帯全員がプール・入浴を利用できる通年券）。

・保育料―松本市平成23年度末（累積値）の保育料
未納世帯数は493世帯（未納額3793万円）である。
山崎調査によれば保育料の低い低所得者に未納
者が多かった。なお、市は避難者世帯には所得に関
係なく保育料半額（一部全額）を免除している。市
長は困窮する市民の事も考えてあげてほしい。
★提言②　市民より厚い支援は災害という特殊な状
況なので、緊急時は良いと思うが、それをいつまで
続けるか、期限の明示は必要ではないか。又、放射
能を理由とする「千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬」県な
ど広域からの避難者の受入に家賃まで市が対処す
べきか疑問が残る。（表面の1.松本市の支援の実態を参照）。
★提言③　子どもキャンプを見た時、松本市のみ、交
通費、宿泊費はもとよりお土産まで用意していた。
他市は宿泊費のみであった（長野市は朝食あり）。
自己負担は自助努力を要し、自立への気持ちに繋
がるのではないかと思う。神奈川県自治体学会で
岩手県のＡ議員が講演し「市民がもらう事に慣れ
てしまった。そんな市民になっては困る。『与える、
与える』の支援は被災者の為にならない。自立する
支援をお願いしたい」と訴えた。福島県の避難者支
援は自立的、建設的支援が多い。6月の私の提言に
対し、賛成の団体、反対の団体の動きがあった。
次に9月議会の発言を記させていただく。

✿山崎発言：東日本大震災に伴う避難者支援に
ついての質問に先立ち、先に配布した6月議会
報告（以下「チラシ」とする）の中で 6項目につ
いて記載ミスをした。（表1の避難者欄を3分
類しなかった為にミスが生じました。）この場
をお借りして関係各位に深くお詫び申し上げ
る。９月議会の山崎のチラシで、訂正し、皆様に
再配布させて頂く。なお、市は 27 号チラシを
チェックし「17項目にミスあり」と文書を送付
してきた。しかし、市が指摘した17項目中、10
項目は市の指摘ミスだった。又、市の文書に 2
項目の市のミスがあり、市のミスは12項目と
なった。

市のミス2事例
　市の指摘ミス12項目の中から（発言時間の関
係で）2事例のみを述べる。
市のミス①  議会前、担当課に「民間住宅を借りて
いる避難者への国の補助金は？」と聞くと「自己
負担」といった（証拠文書あり）。調査すると「市が
関わり、出身地域など条件が合えば、国の補助が
頂ける事」が判ったので６月議会で「避難者に連
絡して差上げては…」と提言した。提言は「参考に
なったら、どうぞ」という趣旨のもの。しかし市は
「( 山崎が提言する前に ) 既に避難者に連絡して
いた」のに、「その事をチラシに書いてないので山
崎のミスである」とした。しかし、市から私は議会
中も、議会後もそのような話は聞いていなかった
のでチラシに書く事は出来ない。従って、これは
市のミスである。
市のミス②  私が「（福島県の子ども受入につい
て）松本市のみ食費、交通費、入場料から土産代ま
で、市費で接待」とした事に対し、市は「『土産代ま
で払っていない』従って山崎のミス」とした。しか
し、市は写真代 2万円を払っていた（64名分証拠
文書あり）。これも市のミスである。

市長は正直に回答を
✿山崎質問：「松本市長は 12 件について良く検
　　　　　　  証し回答を下さい。」
しかし市長は（前述のような証拠文書があるの
に）９月20日、12項目について何ら具体的な回
答もせず『前回の回答に誤りがない』と答えてき
た。山崎は「私も正直に言っているのですから、市
長も正直に言ってほしい」と返信した。

　　　　　　

　議会運営委員会 (以下「議運」とする )の開催
にも同じ事があった。同委員会は議会の運営そ
の他について協議する委員会であり、全議員に
開催を知らせることになっている。山崎のチラ
シについては 8月 6日に協議されたが、山崎は
広島、四国へ公務出張中であり、山崎のチラシに
ついて協議するとは聞いていなかった。（チラシ
の件の協議がされるとしたら、山崎は開催を了
解しなかった。）なお、一部議員も議運の開催を
聞いていなかった。マスコミにはしっかり連絡
していたらしく、次の日、山崎について大々的な
記事が信毎、市民タイムスに出た。

■山崎が「今後の避難者支援について」質問すると市長は「国

や県の動向を注視しながら被災者のおかれている状況や
意向を把握し、議会と相談しながら決めさせて頂きたい
と思う」と答弁した。（以上9月議会報告）
編集後記
■ 私の提案のための調査は結果的に市の支援の
チェックとなった。松本市のあり方は議会で報告
され、了解されている。しかし、議会が了解したも
のであってもチェックは、されなければならない。
企業において、新たな事業がスタートした時、一
年後に「その結果はどうか」をチェックするのは
当たり前の事である。

■ 私は調査するまで「支援は無条件に良い事」と
思っていた。たまたま、ある噂が耳に入ったので
調査し、多くの実態が判ってきたが、判れば判る
ほど疑問が生まれてきた。
★たまに見知らぬ人から「山崎さんの言うとおり」と声をかけ
られる事がある事を申し添える。
★私は市民の皆様から「議員の活動が判らない」との声を良く
お聞きするため、年 4回、議会の度にチラシを出している。
チラシを出す事は精神的にも経済的にも大変な事である。
慎重には慎重を期していますが、御指導のほどをよろしく
お願い致します。
★参考：山崎著 ❀「子どもリフレッシュ支援について」公表。
❀中期・長期的避難の場合　非公表。　❀被災者への行政
サービスと税の公平性について（放送大学財政学　単位認
定レポート）。

９月松本市議会報告
山崎がチラシの記載ミスに謝罪。

しかし市長にも山崎以上のミスあり！

表面もどうぞご覧ください
■市政に対するご意見をお気軽にお寄せ下さい。　〒390-0851 松本市島内6595 ＴＥＬ：0263-47-2698 ＦＡＸ0263-87-7055 　山崎たつえ 

山崎たつえの学歴・職歴……1940(S15)誕生・筑北中学・蟻
ケ崎高校・長野県短期大学卒・1960～1970長野県職員・
1994～2000高校教師・1996～1999放送大学へ編入卒業・
2001～2003新潟大学大学院修士課程≪社会学専攻≫修了
・2008～市議会議員

山崎たつえの著書・論文……1965日本栄養改善学会・学会
賞受賞/1979『母が語る子育て論』明治図書出版/1986『続
母が語る子育て論』明治図書出版/スウェーデンへの旅
2004/『おびえる妻たち』2006郷土出版/2010『市議会議
員は見た』アットワークス社他

※24年10月時点での調査です。お気づきの点がありましたらご連絡下さい。

山崎のチラシに 17 項目のミスがあるとの文
書を市長は山崎の公務出張中に山崎宅に送付
してきた。26日夜遅く帰った私は「明日以降に
検討し、回答を」と思っていた。ところが、市長
は山崎が出張から帰った翌日の 8 月 27 日午
前中、山崎には電話連絡の確認もないまま、山
崎批判の記者会見をした。
✿山崎質問：私の出張は議会事務局も知って
いた。市長は私に17件の確認もせず（確認す
る時間も与えず）なぜ記者会見をしたのか、
見解をお願いする。市長の山崎批判の記事は
28日に大々的に新聞報道された。
♦市長答弁：議員配布のチラシに関わる 17
項目の内容に関する事前確認のご質問につ
いてですが、記者会見の前々日には議員のお
手元へ届いていることを、郵便物等配達証明
書で確認している。
✿山崎発言：（出張中であり）私の自筆ではあ
りません。（考える時間も与えず、又、大変重
要な配達証明付きの手紙であるのに本人確
認もしない）このような松本市政を大変悲し
く思う。 市民の皆様へ ─なぜ、他の市は同様の支援を

しないのでしょうか。

?

市長は山崎の公務出張中、
山崎の確認も取らず山崎批判の記者会見

議会も山崎の出張中「山崎のチラシについて」協議した

こっそり支援と…


