議会の役割は行政のチッェク。しかし、その役割を果たす姿が見えない。『市民がチェックする必要がある』との多数の市民の声が聞こえてきた。
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日「あなたを落とす
なんて市民の良識を疑う。あなただけは残ってほしかった
あなただけは残ってほしかった」
あなただけは残ってほしかった との電話やメールが何通も入りました
（4ｐ参照）
ｐ参照）
。私は
8 年間、調査し、分析し、研修した上で、議会で発言。必
。
死で取組んできました。そして、その結果を市民に知らせてきました。その事
によって、多くの市民は、議会の事、松本市の事が判ってきたようです。
私は何度か「松本市議会は議会のすべき役割を果たしていない。首長の追認機
関となしている。そして、議会には菅谷市政へのチェック体制が必要であると
痛感し、時には釘をさしてきましたが、落選。ご支援頂きました皆様に本当に
申し訳なく思っています。ところで、今回の選挙に於いて、以下に記すような
今回の選挙に於いて、以下に記すような
想像もしない事が起こりました。3 ｹ月の調査結果を
調査結果を皆様にお知らせし、民主
想像もしない事が起こりました
調査結果を
的な市政構築の為に、問題提起をさせて頂きます。（以下はである調とする。）
想像もしない事とは松本山雅
山雅(以後山雅とする
山雅 以後山雅とする)の掲示版と市議会議員選挙に関わること
以後山雅とする の掲示版と市議会議員選挙に関わることである。
の掲示版と市議会議員選挙に関わること
当初、この問題は山崎の個人的問題と考えていたが「負け犬の遠吠え」で片付けてはいけない事
に気がついた。山雅掲示版と選挙行動により、松本市の行政形態、政治形態が、「いち営利企業
いち営利企業」
いち営利企業
の思うままになる可能性の高い形態になってしまったからである。以下説明する。

調査から山雅が選挙に
山雅が選挙に顔を出したのは
ある方が山雅のブログの印字資料を下さ
山雅が選挙に顔を出したのは市長選挙
顔を出したのは市長選挙であった。
市長選挙
った。驚いた。概要を記す。
菅谷市長の
回目の選挙（24 年 3 月）の直前の 2 月 27 日市長
菅谷市長
の 3 回目の選挙
市長選挙と山雅
と山雅関係者は「市長と山雅を語る会」を第一会館
「市長と山雅を語る会」を第一会館で行った。
「市長と山雅を語る会」を第一会館
市長は 2 月 13 日の定例市議会で「山雅を核とした街づくり
山雅を核とした街づくりをする。山雅に 1000 万円の追加出資
山雅を核とした街づくり
をする。山雅の練習会場の確保
山雅の練習会場の確保、広報活動に取組んでいるが更に…」と発言。山雅への出資額は
山雅の練習会場の確保
2000 万円となった。俗な見方をすれば、市長は 1000 万円出資のお土産を持って「山雅を語る会」
に参加したとも取れる。
その席で市長は山雅の団幕に「三度、感動を約束して下さい。菅谷」と書く。
（注私は「3 回目の選挙
その席で市長
三度、感動を約束して下さい。菅谷」と書く。
を勝利し感動を与えて下さい。それを約束して下さい。」と解釈する）。山雅関係者はそれに対し
山雅関係者はそれに対し、
山雅関係者はそれに対し
、
「皆、精一
杯応援しようぜ」と記している。尚、この時期は対抗馬が出馬を模索していた時期であった。それ
杯応援しようぜ」
にしても、山雅の筆頭株主である松本市長が山雅の選挙応援を得てもいいのか。
山雅の選挙応援を得てもいいのか。
その後、松本市は 15 億円の税金を山雅の拠点練習場に投じている。又、小中学生に観戦券を配布
億円の税金を山雅の拠点練習場
し、観戦動員にも協力している(小中学生は大人がつかないと入れない)。観戦動員者は選挙になる
と選挙投票者となる。今や松本市役所は全庁あげて山雅一色
市会議員選挙と山雅掲示板 である。
次に、市会議員選挙についてみる。
私は市と大きな関わりのある「山雅関係者に選挙を依頼する事は、好ましくない」と考え、
「山雅関係者に選挙を依頼する事は、好ましくない」と考え、選挙を
「山雅関係者に選挙を依頼する事は、好ましくない」と考え、
依頼する事は、全く考えていなかった。
Ｊ１のあ

る市に選

挙につい

て聞く。

「サッカ

ークラブ

は政治的

中立。市
に中立。

民感情か

ら」と答え

た。他の市

も同様に

えた。
答えた。

スポーツ
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者ではな

い。

市長選挙、
市長選挙
選挙、
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山雅ｆｃ

との選挙

のあり方

について、
について、

問題提起

するだけ

の事。
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ところが、
、選挙後、友人から、選挙告示日から
選挙告示日から山雅掲示板に山崎たつえを誹謗する書き込み
山崎たつえを誹謗する書き込み(山崎は
選挙告示日から
そのように取る)や、
「山雅の用地取得に…反対する議員は当選して欲しくない」等の書込みがされて
「山雅の用地取得に…反対する議員は当選して欲しくない」
いたとの連絡がはいった。私は「びっくり」。山雅を選挙対象とは全く考えていなかった山崎に山
山雅を選挙対象とは全く考えていなかった山崎に山
雅掲示版は大いに関心を持っていたのである。なお、山崎の実名が書かれた日は選挙告示日であり、市内に
一斉にポスターの貼られる日である。これは計画的に書かれたものとみる。何人かの市民は「山崎さんのみ、実名を
書かれたのは、きちんと議員活動をし、市民に多大なる影響を与えていたからである」と言った。

■山雅掲示版と選挙の実態――選挙後、山雅の掲示版を初めてみた。山雅掲示
山雅掲示
■山雅掲示版と選挙の実態――
版の書込みは文脈から、その関係者の書込みと推
と推測する
測する。前述の書込みを筆頭
版の書込みは文脈から、その関係者の書込み
と推
測する
に、山雅の掲示版は下記の枠内の如く、市議会議員に「いち私企業山雅の為の
市議会議員に「いち私企業山雅の為の
応援者を当選させよう」との趣旨の文が羅列されていた。山雅は「地域活性化
山雅は「地域活性化
応援者を当選させよう」
を目的」ではなかったのか… 又、「山雅は間違いなく政治経済を大きく動かし…」とも書かれて
を目的」ではなかったのか
いる。山雅は政治団体なのか
政治団体なのか」
政治団体なのか
上記の他に掲示版に記されている気に係る文言のいくつかを列記する。・「ポスター、公約などに利用するのは良い
が、当選したら頑張ってもらわないと」・「山雅に腹底から感銘している候補者は
山雅に腹底から感銘している候補者は GO」・「山雅を支えると言う候
山雅を支えると言う候
補者は好感持てる」・・「今、市議会議員選挙の結果いかんで、今後
今、市議会議員選挙の結果いかんで、今後 4 年間の、松本山雅を支援する体制が決まる」
補者は好感持てる
年間の、松本山雅を支援する体制が決まる
「スルーして立候補する方がおかしいよ」等。・（山雅）反対派の議員もいる事は確か。かりがねサッカー場の用地
かりがねサッカー場の用地
取得に反対した議員もいた…。
反対する議員には、これ以上当選して欲しくない
取得に反対した議員もいた 。…山雅を応援する私たちにとって、反対する議員には、これ以上当選して欲しくない
のが本音。・山雅を学び、感銘して、…夢やピジョンを語れる候補者が…ＧＯ。松本山雅にとっては重要な選挙
松本山雅にとっては重要な選挙にな
のが本音。・
松本山雅にとっては重要な選挙
りますね。松本山雅は間違いなく、政治経済を大きく動かし
政治経済を大きく動かし、
政治経済を大きく動かし、日本、世界に発信…。(この書込み時Ｊ
この書込み時Ｊ1 になり山雅は凄
い勢いだった)
い勢いだった)

■掲示板によれば、山崎については当選して欲しくない一議員とされたといえる。
山崎については当選して欲しくない一議員とされた
掲示板に「山雅の用地取得に反対した議員は当選して欲しくない」との掲示があ
るからである。山崎は 26 年 9 月議会で質問している。
市民から「多額な税金を、いち私企業の行うサッカーに投入する事に反対
多額な税金を、いち私企業の行うサッカーに投入する事に反対」とのメールや意見を受
多額な税金を、いち私企業の行うサッカーに投入する事に反対
けたからである。市長は「山雅の練習拠点として 15 億円を使用」と答弁した。又、12 月のサッカ
ー場予算審議にも、反対者のいる事を察知
反対者のいる事を察知したので「広く市民の声を取入れて欲しい」
広く市民の声を取入れて欲しい」との立場
反対者のいる事を察知
広く市民の声を取入れて欲しい」
で山雅の予算に反対した。
■山崎が上記の質問をしたのは、私の政治姿勢
山崎が上記の質問をしたのは、私の政治姿勢からである。
山崎が上記の質問をしたのは、私の政治姿勢
✾議会発言に当たり、自分の選挙に「得か損か」は考えない。
議会発言に当たり、自分の選挙に「得か損か」は考えない。自分の選挙の事を考えたら、何も言
議会発言に当たり、自分の選挙に「得か損か」は考えない。
えなくなるからである。
❀議員の役割に
議員の役割に「市民の声を市政に届ける」役割がある。私は市民から声が届けば、山崎の意思と
議員の役割に
山崎の意思と
は関係なく、小さな意見でも代弁し発言した。
は関係なく
山雅についても、反対意見の要望があったので質問した。特に反対運動をしていたわけではなかっ
た。その為、山雅に反対するリーダーは「反対運度をしない」と怒った。彼のこの態度は、選挙後
も続いていた。私が反対行動をする場合は、調査し、納得する必要があるが、避難者支援の訴訟事
件も抱えていたので、調査どころではなかった。支持者の中には、選挙の事を考えない山崎の態
支持者の中には、選挙の事を考えない山崎の態
度を「要領が悪い」と叱る人もいた。
度を「要領が悪い」と叱る人もいた
2

■選挙経過と結果
なにはともあれ。山雅の掲示板に山崎の事が書かれた為か、選挙の告示後、後援会員
に電話をすると「山崎さんは山雅に反対したので、今回は投票出来ない」との声が聞
「山崎さんは山雅に反対したので、今回は投票出来ない」との声が聞
かれるようになった。又、何人かの市民が「山崎さん、山雅の事は言ってはいけない
かれるよう
よ」と言って来た。かりがねサッカー場予算に反対したのは、山崎たつえと某議員。山崎たつえは
票を落とし落選
落選。
前回より 668 票を、某議員は 1281 票を落とし
落選
。
なお、山崎は、前回の選挙では全議員の中で最も票を伸ばしていた。
■山雅の掲示版への書込みと選挙結果の因果関係は明確ではないが、結果から当事者としては山崎
山崎
と某議員の落選は山雅の掲示版への書込みが効を奏した？とも推測する。
と某議員の落選は山雅の掲示版への書込みが効を奏した？
■議会と山雅にも触れておく
議会と山雅にも触れておく(26 年度の議会)。議会には山雅応援団がある。「全会一致で入会して
議会と山雅にも触れておく
欲しい」との強い要望だった。前述のような団体とは思わないので私も入会した。市議会応援団が
市議会議員選挙 1 月前の 3 月、、議員の年間ゲーム観戦回数の一覧表
議員の年間ゲーム観戦回数の一覧表を印刷し配布
。
議員の年間ゲーム観戦回数の一覧表
以上の調査から次のような構図となる。皆様は、どう考え
以上の調査から次のような構図となる。皆様は、どう考え行動しますか。
どう考え行動しますか。
■上記のように市長も選挙依頼、議会も応援団、
市長も選挙依頼、議会も応援団、かりがねサッカー場予算に反対した議員は落と
議員は落と
市長も選挙依頼、議会も応援団、
せの選挙行動。そして、反対した議員は落選。
その結果⇒山雅にとって都合の良い松本市の体制が出
（26 年度在籍議員で見た時）。
その結果⇒ 山雅にとって都合の良い松本市の体制が出来たといえる
山雅にとって都合の良い松本市の体制が出
この体制は山雅の予算が出されれば、議会は簡単に通過する体制と考えて良い。又、山雅につい
山雅につい
て「チェックする機能がない」市政体制ともいえる。更に、今後も「山雅の意に
今後も「山雅の意に沿
て「チェックする機能がない」市政体制
今後も「山雅の意に
沿わない議員は
選ばないように」と掲示版で呼び
選ばないように」と掲示版で呼びかけられるとしたら
山崎の様に)議会で、反対の声を代弁
議会で、反対の声を代弁する
呼びかけられるとしたら(
かけられるとしたら(山崎の様に)
代弁する
議員はいないであろ
う。今回の掲示版での書き込みは山雅について反対意
反対意見
議員はいないであ
ろう。
反対意
見を出させない
見せしめ
せしめにもなっている。
■民
的な市政運
営の為に、市民の皆さまは、どう考え行動し
行動していかれるか
ていかれるか問
題提起する
起する。
民主的な市政
運営の為に、市民の皆さまは、どう考え
行動し
ていかれるか
問題提
起する
。法の
問題ではない。山雅に入込みすぎ、家庭破綻した声も聞こえてきた。

私は避難者支援を反対
しているのではありません。

在職中から、避難者支援に取組んできた。市の言う事に
疑問をもったからである。しかし、私が「避難者支援に
私が「避難者支援に
反対している」と誤解している方がいるとか。残念で
ある。きちんと調べて発言し欲しい。

何事も税金を使用するには、税を使用する決め事（法律）が絶対に必要と法律で決め
ている。それは「税金は市民からの預かり金であり、預かり金を勝手に使ってはいけ
ないからである」。市の財政課は「そんな事は常識」といって資料をくれた。しかし、
議員の中にも、その事を知らない人がおり、「法律と関係なく実行する事が大切」と
言った議員もいる。(その場合、他の自治体は法律を知っていて募金でしている)。
■山崎は福島県以外からの避難者支援について 24 年 12 月議会で問題視した。松本市長は同支援
を市の条例の「市長権限で支援」と言ったからである。山崎の調査から、他の市町村で「市長権限
で支援と言っている所はなかった事等から山崎は「それはおかしい」と問題視した。
■結論から先に言う
結論から先に言う。26 年 12 月末、私は住民訴訟に踏み切った。
結論から先に言う
3
昨日、保健所で健康な食生活についての研修会があり健康弁当の試食もしました。私は子どもの教育を非常に
大切にしてきましたので、先日「本当の学力をつける本」の著者蔭山英雄先生の講演を聞きに行きました。感
動しました。野菜づくりに挑戦をしたり、ラーラ松本で水泳を初歩から習い始めています。全く泳げません。

26 年 1 月、弁護士を自費で依頼。弁護士は「外交や防衛と同じに避難者支援は国の
仕事。国から松本市に金が来ているはず」と松本市を調査。すると松本市には国か
ら金がきていた。申請は松本市長が国にしていた。国は 23 年 8 月に原発避難者特例
発避難者特例
法を制定していたのである。
■ なぜ国
なぜ国は法律を
法律を特別につくったのか。
特別につくったのか。
「市の条例での市長
市長権限
権限での
での無料貸与
無料貸与」は、おお
」は、おおむね貧困
むね貧困者に
者に限
られている。
市長
権限
での
無料貸与
」は、おお
むね貧困
者に
限られている
しかし放射
放射能の避難者には
放射能の避難者には貧困
能の避難者には貧困者も
貧困者も豊
者も豊かな人もいる。貧富
かな人もいる。貧富に関係なく、支援される
貧富に関係なく、支援される法律
に関係なく、支援される法律でなけれ
法律でなけれ
ばならないからである。
ばならない
■ 避難者支援は「市長のお蔭ではなかった」。市長が「市長権限で支援」と
言い続けていた為、山崎は避難者から「市長のお蔭。国や東電は何もしてくれない。山崎はその市
長を訴えるとは」と言われた。
市長は国から金が来ている事を、なぜ。明らかにしなかったのか。「その方が聞こえが良かったか
ら」との市民の声も…。
■ 国家等金が来ている事を山崎が明らかにすると市長は
市長は避難者支援の事はピタリ
ピタリと言わなくな
市長は
ピタリ
と言わなくな
った。■市長は市民に、山崎に、
った。■市長は市民に、山崎に、国
■市長は市民に、山崎に、国に謝ってほしい。ところで松本市に国からきた金の使途先が不
ってほしい。
明である。避難者から、その金の
避難者から、その金の使途
使途について調査依頼がきている。
について調査依頼がきている。住
訴訟とは
とは別
の方法
避難者から、その金の
使途
について調査依頼がきている。
住民訴訟
とは
別の方
法で調
査をする必
査をする必要がある。
（マスコﾐアンケー
マスコﾐアンケート）菅谷昭市
政の 10 年の評価に対し、山崎は
「全く評価しない」と回答

菅谷市政は平成 16 年度に誕生した。
菅谷市政の主要事業の 10 年を各課から数値の提
出を頂き数値を追った
数値を追った。
数値を追った
驚いた事に、成果が全く見えなかった。ある方が「山崎さんは市

減額となった。菅谷市政にも、この様な、目にみえた実績が欲しい
目にみえた実績が欲しいと思う。結果
目にみえた実績が欲しい
が見られないのは菅谷市政の政策展開に問題があるのではないかと推測する。
■山雅掲示版の事件を公にするか、否か苦悩
山雅掲示版の事件を公にするか、否か苦悩し、多くの人に聞いた。賛否両論、入り混
山雅掲示版の事件を公にするか、否か苦悩
じった。しかし、中年女性の皆さまは
中年女性の皆さまは「15
億円もの税金の使用に、反対を言えない松本
中年女性の皆さまは
市は良くないね」とつぶやいた。
つぶやいた。私は、はっとした。そして、最近読んだマララさんの
マララさんの
つぶやいた。
自叙伝を思いだした。タリバンは女性への教育を禁止している。マララさんは「それは
自叙伝を思いだした。
おかしい。女性に教育を」と訴え続けた。スクールバスに乗込んで来たタリバンは、マ
ララさんの頭に銃弾を撃ち込んだ。九死に一生を得たマララさんに世界はノーベル平和
賞を送った。私は山雅掲示版について公にする事
山雅掲示版について公にする事とした。今後、山雅の掲示版で「誹謗
「誹謗
山雅掲示版について公にする事
中傷される事」を恐れ、
「議員が、議会で市民の声を代弁してあげられなくなる可能性が

（支援者からの手紙の一事例）

平均寿命日本一になった。その結果、松川村の 26 年度の国保税は 9100 万円の

大変残念に思っております。お元気そうで益々輝いてい

民健康保険税の都市間順位は有賀市政時より悪くなっていた。北安曇郡松川町は
北安曇郡松川町

前略

菅谷市政が一番目に上げた政策は健康であった。9 年間のデータを比較すると国

らっしゃるので嬉しく思います。

一例を示す。

山崎さんみたいな大事な視点から、ちゃんと見えて自由に物が

評価しない」と回答した。細部は山崎たつえ市議会議員日記 41 号参照頂きたが、

言える立場の人の必要性を強く感じています。

など全くなかった。素直に数値を分析していっただけであった。その為、
「全く
など全くなかった

本当に残念に思います。何人かの人に…以下省略。

長の批判をし過ぎる」と言った。しかし、私は「市長のこき下ろし」をする積り
しかし、私は「市長のこき下ろし」をする積り

出来る事は好ましくない」と思ったからである。
出来る事は好ましくない」

★山崎たつえの履歴――1940
誕生・蟻ケ崎高校・ 長野県短期大学卒・ 長野県職員・高校教師・新潟大
山崎たつえの履歴――
学大学院修士課程修了・2007～2015.3 市議会議員 4著書・論文---多数。誤字脱字がありましたらお許
著書・論文
がありましたらお許
へお願いします。390-0851 松本市島内 6595 山崎
し下さい。意見がありましたら fax 0263-87-7055 へお願いします。
たつえ＆「松本市を良くする会」
ご支援を頂ける方は右記へお願いします。郵便振込 00540-3-80917 山崎たつえ年 1000 円。

ご支援頂きました皆様へ
山崎たつえ後援会長宮坂慧
島内後援会長小林一太
390-0851 松本市島内 6598 山崎たつえ
ｆａｘ

0263-87-7055
電話 47-2698

この度は山崎たつえをご支援頂きましてありがとうございました。
皆様のご期待にそえず、すみませんでした。
心からお詫び致します。
早いもので 7 月の声を聞く時となりました。
選挙後、避難者支援の裁判書類の提出、後に記す山雅の掲示
ていました。

版の調査に追われ

ようやく、別紙の通信が出来ましたので送らせて頂きます。
山雅に関する事は、様々な考え方があり、調査に
ｹ月を要しました。
山雅に関する事は、
調査に 2 ｹ月
税の使用、並びに選挙のあり方について皆様に問題提起させて頂きました。
最近は、テレビを見る時間、絵を画く時間も出来ました。
下の絵は今年 6 月、我が家の庭にさいたバラを画いたものです。
在籍中、調査、研究、等に追われ、そんな
そんな時
間が全くなかった事に気がつきました。必死で議員活
そんな
時間が全くなかった
動に取組んでいましたので、気分爽快です。
調査依頼がきていますので、少し、静養してから調査して上げようかとも思っています。機会があ
りましたら、皆様にもお知らせしたいと思います。
又、在職中、多
多忙の為、応援頂
の為、応援頂いているのに、伺
いているのに、伺えないお宅
えないお宅が沢山ありまし
た。時間が出来ましたので、お
邪魔させて
させて頂
きたいとも思っています。
お邪魔
させて
頂きたいとも
何はともあれ皆様のご支援を心から感謝いたします。
最後に、皆様のご健康とご多幸を祈念致します。
27 年 7 月 15 日

松本市は市長を筆頭に全庁あげて「山雅」に、ひた走りしている。
元気な事は良い事。今回は山雅掲示板と松本市の選挙のあり方についてご検討頂き
松本市の選挙のあり方についてご検討頂き
たい。
市民の皆さまへ
次頁に記したように山雅掲示板と選挙の問題を調査し、衝撃を受けた。このレポートを公にするか、
5

否か、長い間、悩んだ。敵をつくる事になるからである。しかし、後に記すマララさんの自伝から
(6p 参照)、そして、J1 を抱える市の回答から公にする決意をした。ある市は「サッカー団体は選
挙とは全く関係しない。市民感情から中立です」と言われた。
松本市は大いに関係しているように見えた。なお、松本市は小中学校を使い、17,000 人の生徒に
観戦券を配布していると聞く。生徒には親がつかなければならない。従って、サポーターは山雅一
人のものではない。市民の皆さまは、この問題を、どう考えられますか。中立でなくても良ければ、
候補者は、山雅を選挙に利用すれば良いし、山雅も
候補者は、山雅を選挙に利用すれば良いし、山雅も候補
者は、山雅を選挙に利用すれば良いし、山雅も候補者を利用すれば良い。
候補者を利用すれば良い。
しかし、そうなった場合、多数を
多数を占め
占める山雅が、市長選挙、市議会議員選挙を
る山雅が、市長選挙、市議会議員選挙を握
多数を
占め
る山雅が、市長選挙、市議会議員選挙を
握る事にもなりか
ねない。市政はサッカーのみではない。その事も良く考えて:検討頂
ない。市政はサッカーのみではない。その事も良く考えて 検討頂きたい。
検討頂きたい。
参考:27 年７月 24 日、地域づくりに取組んでおられる有名な方が講演に来られた。講師は「行政とは何をするところ
か。良く考える事である」と言われた。行政とサッカーについては……であった。

御願い
御願い！収入がゼロになりました。私の様に調査し、皆様に報告する人は、いなくなったようです。
「今後も、出してほしい」との要望がありますので、郵送料、印刷代等、御配慮頂けましたら嬉し
く存じます。
0540-3-80917 山 崎 た つ え 390-0851 松 本 市 島 内 6595 ｆ ａ ｘ
郵便振込番号
0263-87-7055 電話 47-2698
ご支援頂きました皆様へ
山崎たつえ後援会長宮坂慧
島内後援会長小林一太
390-0851 松本市島内 6598 山崎たつえ
ｆａｘ 0263-87-7055
電話 47-2698
この度は山崎たつえをご支援頂きましてありがとうございました。
皆様のご期待にそえず、すみませんでした。
心からお詫び致します。早いもので 8
月の声を聞く時と
なりました。選挙後、避難者支援の裁
判書類の提出、後
に記す山雅の掲示版の調査に追われて
いました。
ようやく、別紙の通信が出来ましたの
で送らせて頂きま
す。
山雅に関する事は、様々な考え方があ
り、調査に
ｹ月を
山雅に関する事は、
調査に 2 ｹ月
要しました。税の使用、並びに選挙の
あり方について皆様
に問題提起させて頂きました。
最近は、テレビを見る時間、絵を画く
時間も出来ました。
在籍中、調査、研究、等に追われ、そ
んな時
そ
んな
時間が全くなか
った事に気がつきました。必死で議員
活動に取組んでいま
った
したので、気分爽快です。

6

又、在職中、多
多忙の為、応援頂
の為、応援頂いているのに、伺
いているのに、伺えないお宅
えないお宅が沢山ありました。時間が出来ました
山ありまし
ので、お
邪魔させて
させて頂
きたいとも思っていますが…。
お邪魔
させて
頂きたいとも
何はともあれ皆様のご支援を心から感謝いたします。
最後に、皆様のご健康とご多幸を祈念致します。最近私の元に届いた嬉しい手紙の一コマです。
27 年 8 月 1 日

山崎は避難者支援の裁判で「市が勝つか、山崎が勝つか」を争っ

ているのではな

い。住民訴訟は市民に経済的迷惑をかけたか、否かで審査される。
崎が、国から金が来ている事を明らかにしたので、山崎の負けで

裁判の中で、山
ある。しかし、

山崎は裁判を継続している。理由は「過程に問題があるから」で
ある。
なぜ、国の法律があり国から金がきているのに、それを市民に山崎に明らかにしなかったか」を問
題にしている。又、国からきた金の使途も不明である。

▲「本当の学力をつける本」の著者蔭山英夫先生の講演をお聞きした。小
小中学生時代の
学生時代の教育の大
教育の大切
の大切
さを改めて痛感した。現職時代、私の信条として小中学生時の教育の大切さを某学校で話した。先
生の中に、私が、その学校の批判をしたと勘違いした先生がおられ、あわてた。

7

「本当の学力をつける本」の著者蔭山英夫先生の講演――蔭山先生の講演会をお聞きした。小中学
生時代の教育の大切さを改めて痛感した。現職時代、私の信条として小中学生時の教育の大切さを
小学校で話した。先生の中に、私が、その学校の批判をしたと勘違いした先生がおられ、あわてた。
懐かしい思い出である。多忙な、そして緊張の日々であった。そんな日々から解放され、ホットし
ている。27.6.30
★昨年に続き、野菜作りにとり組んでいる。農協の協力を得て、第
会を行った。20 人が参加した。退職した 60 代の人が多かった。農

1 回の勉強
業をする人

が少ない現状である。まだ、余力のある 60 代の方々、農業技術を習
農業の活性化に取組んで欲しいと願った。

得して、ぜひ、

山崎が「おかしい」と思い調査した事は総ておかしかった。
★私は今まで調査をして発言してきた。「おかしい」と感じた事は、調査を進めると必ず「問題」
があった。6 年前、一般廃棄物業者の問題があった。当初は判らなかったが、2 年間、調査を進め
ると松本市の違法許可である事が判った。
▲この事は 4 頁と一部重複する。24 年 12 月、福島県以外からの避難者支援の問題があった。「市
の条例での市長権限で無料貸与はおかしい」と言った。2 年後、裁判の過程で、やはり、信実が判
明した。国は原発避難者の為の法令をつくっていた。市の法令による市長権限での対応では、生活
困窮者しか対応できない。避難者は豊かな人も貧しい人も避難祖せなければならない。それを、市
長は「私が市長権限で」と言い続けていた。市長は良い人になり、国や山崎は悪い人になった。
▲福島県以外からの避難者支援を問題視する前、24 年 6 月に山崎は福島県からの避難者について
調査し問題視した。市長が「市長権限で無料」としていたからである。山崎は「市長権限であれば、
市民との処遇に逆差別が生ずる』と言った。なお、山崎の調査から何処の市町村も市長権限で実施
している所はなかった。
それに対し、市長は記者会見し山崎を避難、宮下議員は議会で山崎を批難した。元大学学長は新聞
に書いた。しかし、その時、すでに国は、避難者支援特例法を制定していた。市長は「国の法律で
対応している」と言えば、山崎は悪者にされなかったはず。しかし、市長は、なぜか、「市長権限
で」と言い続けた。
▲不思議な事に 27 年 2 月の段階で、国家等の費用は避難者支援に使われていない事が判った。避
難者から「どこに使われたか調べてほしい」との連絡がきている。

参考
8

議員には市長に対するチェック機能という役割がある。
ついては「市が筆頭株主になっているスポ
スポ
議員には
団体と選挙について」事実を開示し、問題提起する事とした。
ーツ団体と選挙
なお、又、山雅は営利企業であり、利益追求か目的。市の仕

事は営利に

関係しない部分が多い。例えば教育、福祉、環境など。
皆様のご
皆様の
ご意見を伺いたいと思います。

27 年 6 月 30 日
山崎たつえの履歴
1940 誕生・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・2001～2003 新潟大学大
学院修士課程≪社会学専攻≫修了・2007～2015.3 市議会議員 著書・論文---1965
日本栄養改善学会・学会賞受賞/1979
著書・論文
『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/『おびえる妻たち』2006 郷土出版/2010
『市議会議員は見た』他
誤字脱字がありましたらお許し下さい。
誤字脱字がありましたらお許し下さい。
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

山崎たつえ＆「松本市を良くする会」
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