高すぎる介護保険料を安くしたい

（省略）

〈市民からの投書

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。

第38号

パート１〉

山崎質問 「市長は海外にばかり行か

ないで、松本市にいて、松本市の事をし
てほしい」との声があったが…。

市長答弁 25年度は３回。

「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。

無所属

（さわやかな風）行政に科学を !!

山崎たつえ 〒390-0851 松本市島内6595 FAX0263-87-7055
26年9月議会では正規職員の長期療養者、国民健康保険、介護保険、松本山雅と税、市長の
海外出張、避難者支援について質問した。市長の政治姿勢のため、全て市長答弁とする。

（以下省略）

参考：松本市から台湾高尾市行き
26年３月市長、５月副市長、７月大石部長。
そして10月市長２回目の再訪。
〈市民からの投書

私あてにきた松本山雅と税に
ついてのメール（文面は紙面の都合で省略）に
対して市長の見解を伺う。又、市民の声を
聴くためにアンケートの実施を。

市長答弁 30億円の支出の事実はない。

山崎発言

（仮称）
かりかねサッカー場は15億6,600万
円。松本市はサッカーが盛んである。市民の
利用に供する為に整備する。
この施設は松
本山雅フットボールクラブの練習拠点と
して活用頂く。
アンケート調査は、市民の皆様
のご理解を頂いていると考えるので実施しな
い。

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。

正規職員の長期療養者 70人 4.06%
山崎質問

パート2〉

山崎質問

（山崎質問市長答弁省略）

人の割合が高い。その理由と対策を伺う。

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
26.9.1

精神

その他

職員課調

疾患数

疾患数

Ｈ20

22

26

Ｈ21

21

Ｈ22

長期

正規

療養者数

職員数

48

2.84%

1,691

29

50

3.01%

1,662

25

23

48

2.70%

1,780

Ｈ23

29

30

59

3.36%

1,755

Ｈ24

21

23

44

2.52%

1,748

Ｈ25

32

38

70

4.06%

1,723

合計

（長期療養者とは １ヶ月以上の療養者）

市長答弁

職員の心の健康づくり計画に
のっとり、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）

疾病別長期療養者の正規職員に対する割合
3.00％

山崎たつえの履歴

2.50％

●1940誕生 ●筑北中学 ●蟻ケ崎高校 ●長野県短期大学卒 ●長野県職員 ●高校教師 ●放送大学へ編入卒業
●61才～63才新潟大学大学院修士課程《社会学専攻》修了 ●2007～市議会議員
著書・論文

（26.10.15）

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 ／ 2004『スウェーデンへの旅』／
2006『おびえる妻たち』郷土出版 ／ 2010『市議会議員は見た』 他

4

1.50％

1.86％
1.65％

1.49％
1.20％

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。市長一人が走
りまわるよりも70人の職員に頑張って
頂いた方が、市民にとって良い結果が出
ると思う。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。

1.35％

1.00％
0.50％
0.00％

■ 誤字脱字がありましたらお許し下さい。
■ ご意見がありましたら FAX： 0263-87-7055 へお願いします。 〒390-0851 松本市島内6595

2.00％

2.41％

山崎たつえ

H23
精神疾患

H24

H25

その他の疾患

1

あきれた議会答弁

頂周辺並びに畳平を視察し、議会答弁に
不快感を覚えた。実は市長答弁の内容は
岐阜県・高山市での取組みだったのである。
その為９月25日市長あてに調査レポートを提
出した。

議員チェックの重要性

クマ対策と山の観光

市長への調査レポート

私は９月10日熊発言をした。その後
各新聞社は熊について大きく報道した。

質問のきっかけ

ガイドが松本市管理の
登山道を、団体を引率し登り終わった時、
ふと背後をみると、クマが登ってきた。高山
市側にパトロールがいる事を知っていたので
直ぐに高山市のパトロールに連絡し、登山道
を閉鎖してもらった。そんな経過から「松本
市側にもパトロール隊を設置してほし
い」と関係者が強く切望してきた。

山崎質問 「乗鞍岳は山岳観

光の人気スポット。登山客も多い。観光客
の安全のために（松本市側に）クマを監視
頂ける人の配置をお願いしたい」（紙面の都
合上、山頂のクマ対策のみについて記す）

の声がある一つのケースであった。これからも一人一人の声を大切にしていきたい。
2

は岐阜県・高山市、乗鞍国際観光株式会
社等で構成する乗鞍環境協議会である事が
判明した。同組織は平成21年9月19日岐阜
県地籍の畳平の店舗にクマが入り人身事故
が起きた時に出来た。この組織に松本市の
姿はない。
この組織の活動を支えるのが、環境パト
ロール並びに飛騨森林監督署の森林パト
ロールである。

12月議会後に追記）

（注：松本森林管理署のパトロールはバックに組織が
ないので飛騨のような活動は不可能）

一口メモ
3

二六年十二月議会で再度質問

9月10日に私が発言した後、各新聞は熊の報道を大きく取り上げた。一人の声の後ろに多く

の追跡調査をする議員もいる事を認識頂
きたい」と記した。レポートをみて、関係
者が、即、来たので「岐阜県・高山市に
準ずる組織の構築」を提言した。又、道路
脇への看板の設置も依頼した。（以下枠内は
市長は﹁長野県側関係行政関

一人の声の後ろに多くの声があると言う。クマの問題は一人のガイドの声であった。しかし、

■ レポートに私は「議員の中にも市長答弁

■ 調査を進めると乗鞍山頂関係機関組織と

5）調査から見えてきた事
■ 松本市の事を聞いている答弁に、他市
の組織を使った上に、クマの監視までさ
せている。
■ 市議会の市長答弁で岐阜県・高山市の
組織のことを述べるなら「岐阜県・高山市

小屋の前に立つ山崎

係の連携による取組みが出来

ところが議会終了３日後の９月21日乗鞍山

た」と報告があったの
で道路わきに建てられ
ていると思ったら、避
難小屋の奥の窓にポ
ス タ ー が 貼ってあっ
た。（以上調査レポート）

るよう働きかけていく﹂と前

岐阜県・高山市の取組みを答弁！

■ なお、
「看板をつけ

向 き な 答 弁︒又︑私は﹁事 実

では、山頂関係機関が…、パトロールや
利用制限を含め、…対策をすでに行って
おり状況に応じ、市や関係機関へ通報され
る仕組みが構築されている。」
この答弁に私は喜び感謝した。

4）岐阜県・高山市の組織を松本市の組
織の如く議会答弁
■ 疑問に思った私は9月22日松本市に「市
長答弁によると、『組織がある』との事。組
織図並びに其々の役割、その仕組みが出来
た日時を知らせてほしい」と尋ねた。勿論、
松本市側にそんな実態はないので、その回
答はなかった。

に反 する答 弁にお 詫 び の 言 葉

市長答弁 「乗鞍岳山頂並びに畳平周辺

等の乗鞍山頂関係機関」との言葉を入れる
べき。市長答弁を聞いた私はすっかり「松
本市が実施している」と思った。
■ 乗鞍山頂への松本市からの登山客も多
い。何はともあれ、山崎の調査並びにチェッ
クにより松本市のクマのパトロールの実
態が明らかになったと言える。クマ対策
を松本市として、どうするのか。

があればよかった﹂と発言︒

１）市の役割――（環境省のクマ類出没
対応マニュアルによる）「市町村はクマ類の
保護管理を担う最前線の自治体として住
民への普及啓発、被害防止に重点を置い
た取組みが重要である」。
2）松本市の領域――乗鞍山頂周辺の登
山道は岐阜県、長野県地籍が入り組んでい
る。山頂周辺の肩の小屋や天文台に行く道
路等は松本市の地籍である。一部登山道を
松本市は国から借りている。
3）松本市地籍にクマ出没を見た
■ 12時頃、松本市エリアの天文台への道
路をクマが横断した。飛騨森林管理署のパト
ロールが監視体制にはいる。岐阜県のマニュ
アルでは500m以内
にクマを目視した場
合は、その場に張
付く事となってい
る。岐阜県の環境
パトロールは私たち
の前で登山道を閉
綱で登山道の閉鎖をする
鎖し観光客を近づ
パトロール
けないようにした。
■ 午後１時頃、松本市エリアの大雪渓にク
マが出た為、松本森林管理署のパトロール
が監視に行く。

以上は、松本市の地籍で起っていた事
であるが松本市の姿が見えない。松本市
は最前線で活動しなければならない立場で
あるはず。
クマの監視に当たったのは岐阜県の環境
パトロールと森林管理署の森林パトロールで
ある。共に人道的立場から松本地籍のク
マの監視もしていた。

議員の仕事の一つは行政の
チェック。しかし命がけ。

