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25 年 12 月議会の質問が終わった。経済の健康、心身の健康について、市民歩こう運動への提言、

上高地観光施設について質問もした。「行政に科学を」との趣旨の元に調査に基づき発言している。

34 号をお読み頂くについて山崎たつえホームページ日々雑感を参照頂きたい（市議

会議員日記 33 号に避難者支援について細かな調査内容を記載してある） 

    

市長といえども、法的根拠なしに

事業をする事は絶対に許されな

い（地方自治法・山崎ホームペー

ジ日々雑感議員日記 33 号参照の

事）。 

 

山崎たつえの市議会議員日記 
無所属 第 34 号(25 年 12 月 15 日) 

390-0851 松本市島内 6595 ｆａｘ 0263-87-7055 

ホームページ http://www.tatsue.jp/「日々雑感」再開再開再開再開しました。しました。しました。しました。 

他の市町村の避難者支援と大きな違い？ 

私の避難者支援の調査は 24 年 3 月に実施した。某大学の通信教育「財政学」のレ

ポート提出の為であった。調査は時には思わぬ姿を表わす。松本市の避難者への

支援は他の市町村と大きく異なっていた。 

大きな差異がある時、社会学的には「なぜか」を追及する必要がある。私は大学

院修士課程（修了）で社会学を専攻していたので、尚の事、その必要性を感じた。

私は 1111 年年年年 8888 ｹ月にわたり調査をし続けた。ｹ月にわたり調査をし続けた。ｹ月にわたり調査をし続けた。ｹ月にわたり調査をし続けた。その結果「「「「松本市の支援は法令に違反松本市の支援は法令に違反松本市の支援は法令に違反松本市の支援は法令に違反

しているしているしているしている」事が判明した。他の市町村がまともだったのである。 

私が指摘した点は二点指摘した点は二点指摘した点は二点指摘した点は二点ある。福島県からの避難者への飛びぬけた生活支援と千

葉、埼玉、茨城、栃木県等からの避難者受入であった。 

このような指摘があった場合、企業ならば、即、調査をする。しかし、市長は山市長は山市長は山市長は山

崎崎崎崎を批判するようなを批判するようなを批判するようなを批判するような記者会見記者会見記者会見記者会見をした（24.8.8 市民タイムス、信毎報道）。又、某

議員も議会で山崎を批判するような発言をした。（即、調査すべきであるのに…。

私に調査資料を見せてほしいと来る人もいなかった。 

 

税金は市民からの預かり金である。その使用は事前に市民に判るように説明する責任がある。 

千葉千葉千葉千葉、、、、茨城県等茨城県等茨城県等茨城県等のののの知事知事知事知事はははは    

避難避難避難避難のののの必要性必要性必要性必要性をををを認認認認めていないめていないめていないめていない。。。。 
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放射能の避難者受入の法律は災害救助

法である。福島県の方は災害救助法の適

用を受けている。従って福島県知事から

「平成 27 年 3 月まで避難者として受入

れてほしい。但し家賃のみ負担する（そ

の他は何処にいてもかかる費用の為自

己負担）」との要請書がきている要請書がきている要請書がきている要請書がきている。 

しかし、千葉、埼玉、栃木、茨城、群馬

県の知事は平成 23232323 年年年年 11111111 月末月末月末月末以後、長野以後、長野以後、長野以後、長野

県知事に県知事に県知事に県知事に避難者受入の要請をしていな

い。千葉、埼玉、栃木、茨城、群馬県の

地元県知事が「避難する必要がない」と

している証である。 

★★★★1111 世帯世帯世帯世帯 65656565 万円万円万円万円のののの補助補助補助補助 

それにも拘わらず、松本市長は、千葉、

茨城県等から 24 年 2 月より避難者とし

て受入を開始した。 

何の調査もせず「放射能が心配」と言う

のみで家賃、上下水道料、入浴料、ラー

ラプール券など等無料にし、保育料は半

額にしている。7 月までで 1111 世帯世帯世帯世帯 65656565 万万万万

円の補助円の補助円の補助円の補助である。である。である。である。    

山崎質問：山崎質問：山崎質問：山崎質問：「市民から『千葉、茨城県等

の避難者は所得証明を取り、市民と同じ

処遇にすべきではないか』との意見が多

く聞かれる。再検討を提案する」。 

市長回答市長回答市長回答市長回答：✾汚染状況重点調査地域の為、

受入れている。✾終わりの見えない避難

生活の中で、将来設計をじっくり検討頂

く為、決めさせて頂いた。✾議会に相談

して決めた。27年 3月まで継続する」（要旨）。 

山崎山崎山崎山崎のののの反論反論反論反論：「✾汚染状況重点調査地域

から受入」と答弁。汚染状況重点地域の

法律…」は瓦礫処理の法律。避難者を受

入れても良いとする法律ではない。法令

違反である。 

★税は情実で使用してはならない。 

✾「終わりの見えない避難生活の中で…」

と情実で支援したと答弁している。 

私が「ある市民が苦しんでいるので、救

ってあげてほしい」と言った時、情実で

市は市税をくれますか。法に準じていな

ければ市は税金を出さないでしょう。 

市長とて、市長とて、市長とて、市長とて、同じ同じ同じ同じである。法治国家だから。 

憲法 89 条には「公の事業としない慈善

事業に対し税を使用してはならない」と

ある。法的根拠がなければ公の事業とは

出来ないはず。✾「議会に相談して決めた」

と答弁しているが避難者受入区域拡大を議会が

知ったのは実施後である。又、議会に出された

文書も誤解を招くものであった（日記33号参照の事）。 

★松本市は法的根拠のないのに国★松本市は法的根拠のないのに国★松本市は法的根拠のないのに国★松本市は法的根拠のないのに国にににに補補補補

助金を助金を助金を助金を申請し使用。それが判り、平成申請し使用。それが判り、平成申請し使用。それが判り、平成申請し使用。それが判り、平成

22222222 年度分の年度分の年度分の年度分の返還を求められている返還を求められている返還を求められている返還を求められている。。。。 

「法的根拠がないお金を使用した場合

どうなるか」の一例を記す。会計検査院

の検査で松本市は国税の使い方が法令

に違反していた事が判り国から国税 3

件 1969 万円の返還を求められている。

22 年度分である。市は 12 月議会審査に

訂正を出している。 

★市民は市長に返還してもらわな

ければ――避難者への生活支援並び

に福島県以外への支出は市税である。市



3 

 

長が市税の使途に法令違反した場合、市

長は市民に返還しなければいけないは

ずである。 

市長に監査請求市長に監査請求市長に監査請求市長に監査請求――――――――法的根拠のない、又、

「千葉、埼玉、茨城県知事も避難を認め

ていない地域からの避難者に 1 世帯約

65 万円の補助は不当である。私は「市

長は市民に、そのお金を返すよう」求め

監査請求をした。 

しかし監査委員会は受理しなかった。監査委員会は受理しなかった。監査委員会は受理しなかった。監査委員会は受理しなかった。同

事務局は一つの理由として「山崎は市税

を使用」としているが「減免である」と

言った。減免とは使用料を免除する事。

本来だと市の収入になるもの。納得のい

かない話である。 

ここでここでここでここで議会議会議会議会のののの姿姿姿姿をみるをみるをみるをみる。。。。    

24 年 12 月議会で千葉、茨城県等からの

避難者受入についての山崎発言に対し、

理事者と山崎とどちらの言い分が正し

いのか議会から動議が出された。しかし、

議会は理事者に追認し、その議論を放棄

した。その為もあり避難者に対し市税を

1 世帯 65 万円支給すると事となった。 

その為、前議会運営委員長、前副議長に

も監査請求

をした。 

 

 

松本市民には生活困窮者が多い。 

市民の暮しは

大変である。

市営住宅の家

賃を払えない

人が 18％もいる。又、生活保護者は平

成18年度に比し、1.5倍となっている。

避難者支援を反対するのではなく、市民避難者支援を反対するのではなく、市民避難者支援を反対するのではなく、市民避難者支援を反対するのではなく、市民

の暮しも考えながら、合法的に実施すべの暮しも考えながら、合法的に実施すべの暮しも考えながら、合法的に実施すべの暮しも考えながら、合法的に実施すべ

きと考える。きと考える。きと考える。きと考える。    

「松本市は 20 年度から市民歩こう運動

を推進。以来、環境整備、ウォーキング

マップ作り、ウォーキング大会等実施し

てきた。同事業は 5 年間で 679回 23，

323 人が参加（年平均 4664 人）。啓発

活動を行いながら歩く習慣の定着化を

図ってきた」（理事者答弁）。 

ところで私は埼玉県東松山市の市民歩

こう運動を視察した。東松山市の歩こう

運動は凄いと思った。長い歴史の上に全全全全

市民市民市民市民参加の運動参加の運動参加の運動参加の運動を展開していた。 

12 月議会で同市の実態を紹介した。 

◆◆◆◆東松山市の国際ウォーキング大会東松山市の国際ウォーキング大会東松山市の国際ウォーキング大会東松山市の国際ウォーキング大会    

同市は人口 89,426人、世帯数 3 万 6641

世帯。東松山市は日本最大の国際ウオー

キング大会（日本スリーデーマーチ）を

開催している市である。今年で 36回目。

25 年 11 月開催の参加者数は約 10 万 2

千人。参加費は 3日で一人 2000円。世

界中から、ウオーキングを楽しむ人々が

集まり 3 日間歩く。50 キロから 5 キロ

市営住宅全入居世帯 2568 

家賃未納者 463 

未納者割合 18％ 

18 年度 999 世帯 

25 年度 1493 世帯 

生活保護世帯数 

市民歩こう運動への提言 

これは凄い！ 

埼玉県東松山市の事例 
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コースまであるので 12 市町村にまた

がる。 

平成平成平成平成 24242424 年度健康長寿モデル都市プロジ年度健康長寿モデル都市プロジ年度健康長寿モデル都市プロジ年度健康長寿モデル都市プロジ

ェクト事業をスタートさせた。ェクト事業をスタートさせた。ェクト事業をスタートさせた。ェクト事業をスタートさせた。    

目的――医療費の抑制、健康長寿社会の

実現。そして「歩く事が、どの位の効果

があるのか、やっと見よう」と言う事に

なった。歩く事の効果をみる市民の実験歩く事の効果をみる市民の実験歩く事の効果をみる市民の実験歩く事の効果をみる市民の実験

である。である。である。である。・予算は 1500 万円。・参加者は

公募。・１万歩６ｹ月歩くコースに 105

人、普段の歩数ブラス 1000 歩 3 ｹ月歩く

コースに 462人が応募した。私がジムで

実験してみると 10分で 1000 歩だった。 

・1111 万歩コースの達成者は万歩コースの達成者は万歩コースの達成者は万歩コースの達成者は 56565656％。％。％。％。歩数平

均は 10508歩。全国平均が男性 7225 歩、・

プラスプラスプラスプラス 1000100010001000 歩運動は歩運動は歩運動は歩運動は 58585858％％％％が達成し、平

均歩数は 8221歩。 

・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。 

◆◆◆◆    東松山市東松山市東松山市東松山市のののの 7777％％％％がががが参加参加参加参加 

25 年度は規模の拡大を図った。25 年 11

月 28日現在、一万歩 6 ｹ月歩くコースの

登録者は 117人、プラス 1000 歩 3 ｹ月歩

くコースの実行者は 7000700070007000 人人人人となった。

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。（延人数

は約 65 万人となる。松本市の 24 年度延

人数 8273人）。市長、副市長、職員も昼

休みに 10 分間歩いていると聞く。同市

の凄い所は毎日の毎日の毎日の毎日の実行がある実行がある実行がある実行があるところ。

3 ｹ月続くと習慣化すると言われる。同

市のシステムは万歩計をパソコンにつ

なぐとデータの送信が出来るシステム

になっていた。同市は「歩く事が医療費

に反映するかやってみよう」と意気込ん

でスタートしたもの。「多くの事例によ

り、今年は医療費との関係をぜひ検証し

たい」と述べた。 

山崎質問山崎質問山崎質問山崎質問：松本市でも取入れたらどうか。

理事者答弁理事者答弁理事者答弁理事者答弁：松本市でも 10分間歩こう

運動を促している。 

上高地観光施設上高地観光施設上高地観光施設上高地観光施設のののの決算決算決算決算についてについてについてについて 

上高地観光施設の決算を見た時、6 年前

を思い出した。当時、同施設は赤字続き

の為廃止すべきなど様々な意見が出さ

れた。今年度は黒字だった。10 年の推

移をみた時、19 年度から黒字が続いて

いた。山崎質問：山崎質問：山崎質問：山崎質問：ホテルの倒産が続く現

在、そこにどのような努力があったのか、

伺いたい。市長答弁市長答弁市長答弁市長答弁：省略。山崎感想山崎感想山崎感想山崎感想：

様々な努力の結果であった事が判った。 

又、「又、「又、「又、「松本市の観光パンフレット松本市の観光パンフレット松本市の観光パンフレット松本市の観光パンフレットを皆で

持参しましょう」と提案した。と提案した。と提案した。と提案した。    

大名町を通ると夢夢夢夢

の世界のようなイの世界のようなイの世界のようなイの世界のようなイ

ルミネーション。ルミネーション。ルミネーション。ルミネーション。

感動した。「これは

松本市の名物にな

る」と直感した。 

山崎たつえの履歴 1940(S15)誕生・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 著書・論文---

多数。誤字脱字、ご意見がありましたら fax 

0263-87-7055 まで連絡をお願いします。 

「おかしい事はおかしい」といえる社会を形成したい。 

山崎たつえのホームページを再開しました。山崎たつえのホームページを再開しました。山崎たつえのホームページを再開しました。山崎たつえのホームページを再開しました。市議会議員日記など掲載。市議会議員日記など掲載。市議会議員日記など掲載。市議会議員日記など掲載。 
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松本市は政策の柱を健康としている。そ

の内、心身の健康と経済の健康の成果を

伺った。その課程で多くの資料をみた。 

★経済の健康の成果！経済の健康の成果！経済の健康の成果！経済の健康の成果！市作成「市税概要」

を元に 18 年度と 25 年度を比較した。 

・法人税収法人税収法人税収法人税収は、18 年度に比し 25 年度は

減収。 

・市民の税収市民の税収市民の税収市民の税収は 100 万円以下の低所得

者層が 18 年度に比し 1.9％増加。 

・生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯は 

 18 年度に比し 1.5倍。 

・市営住宅家賃未納世帯が市営住宅家賃未納世帯が市営住宅家賃未納世帯が市営住宅家賃未納世帯が 463 世帯。全

入居世帯の 18％。 

★身体の健康の成果！身体の健康の成果！身体の健康の成果！身体の健康の成果！19 市と比較した。市と比較した。市と比較した。市と比較した。 

平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命――長野県は全国 1 位。50 位

以内に 26 自治体が入っているが、松本

市の姿はない。 

医療費医療費医療費医療費――高い方から 4 位。23 年度よ

り悪い。 

・国民健康保険税、介護保険料――国民健康保険税、介護保険料――国民健康保険税、介護保険料――国民健康保険税、介護保険料――1番高い。 

健康を柱としてスタートした菅谷市政

は 10 年になる。経済の健康、心身の健

康の成果を市民はどう評価するか    

    

    

    

    

    

    

市民団体や議員、職員など視察、研修等

のおり松本市の宣伝パンフレットを持

参したらと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

一口メモ――25 年 11 月議会改革について講

演を聞く機会があった。東大名誉教授大森彌（わ

たる）氏は「市長と議員には権力が与えられて

いる。一人権力は市長である。市長は暴走して

はならない。その為に議会がある。松本市議会

は機能を果たしているであろうか？ 

 

 

 

22 年 23 年 24 年 

5 位 6 位 4 位 

19 市の一人当りの医療

費の高い方からの順位 


