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（さわやかな風） 行政に科学を !!  無所属

第41号
（27.3.15）

★市長の肝いりの政
　策であり 61億円
　を要した新工業
　団地の売れ行き
　が不調。山崎は
　「不動産業者の力
　を借りたら」と提
　案（26.６）。

　注：22年度からの利子は8,300万円となっている。
★松本版「わさび田周辺への散策」27年
　２月議会（以後27.2と記す）
★農業の振興を。農業は松本市の基幹産
　業である。私は儲かる農業の推進、観光

　農業の推進
　を提案（24.
　12/26.12）。

★大名町のイルミネーションに魅せられた
　私は、同イルミネーションの継続と拡大を
　提言した。桜まつりにも実施された（25.３）。
★下諏訪町は婚活事業に一生懸命に取組

　　　

４年間の総括編　23年 6 月議会から27年 2 月議会まで16回の議会並びに臨時議会合わせて
17回発言した。 ４年間を辿る。  多岐にわたっている。紙面の都合上、 項目の羅列になるが、お許
し頂きたい。細部についてはホームページをご覧下さい。議員の仕事には行政のチェック、提案、
議会に出された事業などの審査などがある。市長への質問のため市長答弁とする。

地域を
企業を
元気に!!

　んでいた。町主催の講演会が行われ参
　加した後、視察。議会で婚活の推進を
　訴えた（24.6）。婚活事業は廃止の予定
　であったが、廃
　止されなかった。
　特に近年、重要
　になってきてい
　る。

★「多過ぎる市長の海外出張」との市民の
　声を理事者に届けた。（26.９）。
★乗鞍山頂のクマ対策と市長答弁。
　クマ対策の私の質問に対し、市は議会で
　事実に反する答弁をした。そのような答弁
　は良くないが、担当者
　は山崎に事情を話にき
　た。そのあり方は評価
　したい（26.12）。
　次のような事例があるからである。福島県
　以外からの避難者支援の金が国からきて
　いたのに、市長や関係職員は山崎が裁
　判で指摘するまで「市長権限で、市が減
　免（無料など）で対応」と言っていた。
　それにも拘らず山崎に一言の言葉もない。
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生活保護からの脱却

下諏訪町の関係者の皆さまと

福島県以外からの被災者支援については40号に記す。これは法的
根拠と税の使い方、市長の仕事は如何にあるべきかの問題でもある。

　部長は安曇野市９%（松本市0%）、課長
は塩尻市で12%（松本市６%）、課長補佐
は塩尻市で54%（松本市16%）、係長は塩
尻市で46%（松本市36%）である。
　特記すべきは部長職である。安曇野市
9%、長野市7%、塩尻市8%であるが、
松本市は0％だった。
　又、23年度からの長野市の女性部長数を
調査すると1人から４人配置されていた。
　私は「女性部長を増やして頂きたい」と
発言した。市長は「適任者がいなかった」
と答弁。私は「大松本市に適任者が、いな
い事はない」と発言した。

★生活保護世帯が急増している。
　生活保護世帯は連鎖すると言われる。
　それを断切る為に、埼玉県は生活保護
　世帯の高校進学率を上昇させる取組を
　し、実績を上げた。全国のモデルとなっ
　ている「埼玉県の挑戦」を視察し、提
　案した。
　（24.9）。

★「事業に予算はつきもの。議会へ出す
　文書に予算がついていない。それではきち
　んとした審議が出来ない」と指摘（23.12）。
★情報創造館閉館後の利用について質問
（26.3）
★新県立大学について（25.6/25.9）
★塩尻市のゴミが松本市の焼却場に入る事
　に反対する（23.６～ 24.４まで）。
★その他の質問は紙面の都合上省略。

　

　長寿社会になり、高齢者が増え
ている。高齢者にとって介護は大き
な関心事である。松本市の介護保
険料は長野県で最も高い（26.6）。

　市民の中には 「これ以上、 介護保険料を
上げて欲しくない」 との意見が多くなっている。
しかし、寝たきりになったら、使いたい。
　介護保険料の算出基盤は医療費である。
医療にかからないよう、予防に力を入れる政
策が、より必要といえる。
　算出方法の内容を検討し、介護保険料の
減額に努める事も必要ではないかと考え、
算出方法の研修会に参加し、提言した（26.9）。

★国も女性の地位向上に努めている。女性
が十分に能力を発揮し、生き生きと働いてもら
う為には男女が平等に評価される事が重要で
ある。女性の地位向上問題については３回
発言した（23.6/24.2/27.3）。27年３月議会で
は女性管理職数について松本市、長野市、
安曇野市、塩尻市を調査した。各市とも相
変わらず男女差は大きかった。26年度の各
役職に女性の占める割合は表の通りである。

注）松本市に比し中信各市はがんばっている。

女性の地位をあげて
女性部長の誕生を

介護保険を使いたい。しかし、
余りにも高い。何とかして…。

松本市

0

6

16

36

女性の占める割合（%）

部長・同級

課長・同級

課長補佐

係長

長野市

7

5

11

14

安曇野市

9

10

7

31

塩尻市

8

12

54

46

視察した時お世話になった先生方と



　ジェネリック薬品の推進を（25.10）その他
提言（26.6/26.9）。

　市長は22年議会で「国民健康保険税は2
年連続で増税させて頂く。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受診率の向上
及び…に取り組む」と約束。
　しかし、山崎が25年３月、検証すると「特
定検診率は上がるどころか、下図の如く低
下」していた（25.６）。
　特定健診は死亡率の高い癌、心疾患、
脳血管疾患などの早期発見、早期治療の
ために実施されている。

★主ながん検診も22年度より23年度の方が
　低下していた（数値略）。

№２　
国民健康保険税値上げと
実行しなかった約束

№４
市民歩こう運動の実態 調査の結果

　　これで世界健康首都会議？

№３　
職員の長期療養者の多発

検証の結果次の事が判明した。

★市民は医療費、国民健康保険税、介護
　保険料などの高騰に悲鳴を上げている。

山崎たつえの議会での提案

              （26.6）
　それら費用は医療費が基本になっている
ので、医療費の低減が重要。10年来、
医療費の県内最低値を示しているのは佐
久市と茅野市である。佐久市や茅野市の
健康政策を視察し、参考にする事を提案
した。

　　　　  （26.4/26.9）
　国民健康保険税の軽減の為に、松本市税
からの補填を提案。健康を柱としているので
あれば、その位の事をしても良いと考えた。
　27年度は、国民健康保険税が赤字となる
ため市税から補填される見込み。

三つ目
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菅谷市政は16年度スタートし、まず人の健康を政策の
柱とした。10年の推移を検証してみると……

悪化か？ 足元の改善に力を入れて！ (13回質問)

　東松山市は医療費削減を目標に、市長始
め、人口の7％が、万歩計をつけ歩け運動
をしていた。25年のデータを取り寄せると医
療費が削減されていた（26.12）。
　又、東松山市ではウォーキング大会も行わ
れていた。同大会は世
界中から参加者10万人
を集めていた（25.12）。

山崎の提案の結果

　平成26年度、松本市は100名をモデル
に万歩計をつけ、計測し、データ化した。
更に27年度は、実施者を拡大する事として
いる。

　以上は議会で発言した健康問題であり、
実態である。
　市長は世界健康首都会議をし、「松本か
ら世界に健康政策を発信する」と言うが…。
　この会議は「松本市の旅費持ちで、外人
講師を呼んできて、講演をさせている会議で
ある。世界会議とは言えない」との声もある
（23.12　議会）。

以上は議会で発言した健康問題。

　松本市の正規職員の内4.06％ 70人が
長期療養者との事。「民間企業であれば、
倒産である。本人はもとより、家族はど
んなに心を痛めている事か。
　市民の為に働いてくれる職員の健康管理
を、まずきちんとして頂く事が市長として一番
大切ではないか」と提言。
　なお、長期療養者とは１ヶ
月以上の療養休暇の人を指す。
（26.１２）

 　平成18年度から市長は「市民歩け運動
に力を入れてきた。しかし、市民一人一人が、
どの位歩くようになったというような具
体的データはなく「どんなイベントをし、何
人参加した」程度の実績しかなかった（25.6）。

山崎たつえの議会提案

　市民歩け運動を実施している埼玉県東松
山市の話を聞き視察し、提案した（25.12）。

（25.６）

（26.12）

（25.6）
（23.12）

（25.12/26.12）

（27.2現在）

一つ目

二つ目

№１　国保税、介護保険料など
10年間の県内自治体での順位は16年
度より悪化の一途を辿っていた。
介護保険料は県下一高くなり、
国民健康保険税は19市中で
一番高くなっていた。
平均寿命も県内９市が全国50位以内で
あるが、松本市の姿は見えない。（26.6）
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■ 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。  
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