4 章 松本市が山雅を「丸抱え」
――市長選挙と市議会議員選挙
元松本市議会議員

⒈

――

山﨑たつえ

27 年 4 月 26 日飛んでもない事が起こった私の選挙
(以下の記事は 27 年 8 月に記したもの)

27 年 4 月 26 日市議会議員選挙が行われた。私は落選した。避難者支援の東京高等裁判所の裁判
が 27 年 2 月にあり弁護士を依頼せず自分で書類を書いての裁判のため全く選挙運動が出来なかっ
た事も大きな敗因ではあった。(注:長野地方裁判所の裁判までは弁護士を依頼)「あなただけは残っ
てほしかった」との電話やメールを何通も頂き嬉しく思った。私は調査の山﨑と言われていた。8
年間、調査し、分析し、研修した上で、議会で発言をし、その結果を市民に知らせてきた。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という声も多い。議会の役割は行政の
チェックである。時には行政に釘をさしてきた。市民の立場に立ち言動し選挙の事を考えて言動し
た事はなかった。
選挙の事を考えて行動していたら言うべき事もいえなくなるからである。ご支援頂いた皆様には
本当に申し訳なく思っている。
ところで、27 年度の選挙に於いて想像もしない事が起こった。この問題を 27 年 5 月～8 月まで
調査した結果を皆様にお知らせし民主的な市政構築の為に、問題提起をさせて頂く。

■松本山雅と山﨑の選挙(27.8 記)
想像もしない事とは松本山雅（以後山雅とする）の掲示版に市議会議員に立候補していた山﨑の
事が書かれたのである。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」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。

Ⅱ.山雅を丸抱え→松本市との契約
山雅にとって「笑いが止まられない――うまい話」
市民の賛同が得られなければ、どんなに強くても松本山雅は J リーグで戦う事は出来な
い。山雅は市民のおかげに試合をする事ができる。
松本山雅と選挙の問題に入る前に松本山雅が J リーグで戦える理由を記す。

松本山雅がＪリーグで試合をするには松本市自治(自治体)の関与が条件となっている。山雅が試合
を出来るのは、菅谷市長が松本山雅の所属母体であるＪＦＬ（日本フットボールリーグ）と契約し

たからである。そして、市民の代弁者である松本市議会も、それを認めたからである。市民の代表
である松本市議会が認めた事は、つまり松本市民が認めた事でもある。
松本山雅は市民が認めたので J リーグで戦えるのである。
ところで、市民の知らないところで、どんな契約がなされ、それが実行されているかを記す。
松本市が山雅を丸抱えする契約がされている。

山雅にとって「笑いが、止まらない契約」である。
以下は「松本市長から松本市議会総務委員協議会
22.10.25 への提出資料(左文書)」の内容である。
１）松本市は出資金 2000 万円をだし筆頭株主となる。
2)Ｊリーグ入会が決定したら部署を設置する⇒松本市は
文化スポーツ部スポーツ振興課を作った。
3)積極的な広報活動をする。市の広報媒体により積極時

に行うと共に、ファン層の拡大と集客の促進を支援する。
⇒市は広報まつもとはもとより、全庁各部、あらゆる場
面を使用して宣伝している。庁舎はもとより各公民館に
もポスターを張っている。
4) 市民あげて応援する機運の醸成。⇒市は全庁上げて山
雅を応援している。
5) 市の施策との連携。松本山雅の活動と、市政との連携
が図る。⇒市のあらゆる事業に松本山雅の姿がある。
6) トレーニング施設の確保に協力していく⇒かりがね
サッカー場を 15 億円で建設する。建設された。
7) その他⇒駐車場の使用料、管理運営費等の負担をして
いる。
松本市は JFL との上記契約通り、税金を使用し、筆頭株主になるなど、多額の経済的負担はもとよ
り、サポーターの募集、拡大等、全庁上げて支援協力している。松本市役所はまさに山雅一色。松
本山雅を問題視している団体によると、それは教育現場にまで及び、小中学校を使って、無料入場
券の配布をし、サポーターを動員。同団体の調査によるとその数は約 1700 人との事。子どもには
親が付き添わないといけないので、サポーターは倍になる。約 3400 人は明らかに税金で集めたサ
ポーターと言える。役所の広報誌はもとより各職場にポスターを貼る。宣伝もする。駐車場も無料、
その管理費もシャトルバスも無料。その、山雅は松本市に一銭も払わなくても良い。
松本市が無料で「一営利企業の松本山雅」を丸抱えしている松本山雅の経済効果がｘ億円と良く
言われるが、前述のような松本山雅への松本市の負担額は金で換算したら、数億円にも値するで
あろう。注:議員だった時に松本市には市の広報誌へ民間企業の広告も掲載できるシステムがあつ
た。但し、お金を取っての事。

Ⅲ. 山雅と市長選挙について
ある方が山雅のブログを印刷し議員に配った。驚いた。以下は「山雅のブログ」に書かれていた
情報である。
菅谷市長の 3 回目の選挙（24 年 3 月）の直前の 2 月 27 日菅谷市長と山雅関係者は「市長と山雅
を語る会」を第一会館で行った。市長は 24 年 2 月 13 日の定例市議会で「山雅を核とした街づく
り」をする。山雅に 1000 万円の追加出資をする。山雅の練習会場の確保、広報活動に取組んでい
るが‥更なる支援策並びに活用方法を始めているところです」と発言。山雅への出資額は 2000 万
円となった。俗な見方をすれば、市長は 1000 万円追加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
挙を勝たせて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、「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もあった。
つまり、「山雅に精一杯の契約をした菅谷昭氏は、早速、松本山雅に 3 回目の市長選挙の依頼をし
た。そして、松本山雅はそれに全面協力を約束した」と言う事か。
ある市民は「菅谷市長は税金を使って山雅に応援をしてもらえる体制を作った」と言った。
なるほど市長は「サポーターを増やせ」と言っていれば選挙に繋がる‥ということか。
それにしても、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。
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
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である(この記事は 27 年 6 月ごろ書
いている。27 年 4 月まで議員であったので松本市役所の雰囲気を書いている)。

Ⅳ. 市会議員選挙と山雅掲示板
市長選挙の 3 年後の平成 27 年松本市議会議員選挙が行われた。松本山雅は山雅掲示板で「山雅
に反対する議員を落とす運動」を転回した。反対意見をした議員は落選。
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、山雅を
選挙対象とすることは全く考えていなかった。ところが、選挙後、友人から、選挙告示日に山雅掲
示板に山崎たつえを誹謗する書き込み(山崎はそのように取る)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雅掲示版は大いに関心を持っていたのである。

なお、山崎が「山﨑たつえはダメだな」と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。山雅掲示版の書込みは文脈か
ら、その関係者の書込みと推測した。
前述の書込みを筆頭に、山雅の掲示版は下記の枠内の如く、「市議会議員に(一
私企業の)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…」とも書かれている。山雅は政治団体なのか」
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 GO」
・「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 4 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
な選挙になりますね。松本山雅は間違いなく、政治経済を大きく動かし、日本、世界に発信
…。(この書込み時Ｊ1 になり山雅は凄い勢いだった)
■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。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」とのメールや意見を受けたからである。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したので「広く市民の声を
取入れて欲しい」との立場で山雅の予算に反対した。
■山崎が上記の質問をしたのは、私の政治姿勢からである。
✾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
言えなくなるからである。
❀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
とは関係なく小さな意見でも代弁し発言した。
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。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で東

京高等裁判所の裁判も抱えていたので、調査どころではなかった。その為、どちらにも積極的に
動かなかった。山雅に反対するリーダーは「反対運度をしない」と怒った。反対するリーダーの
山﨑に対する態度は選挙後も続いていた。
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。
■選挙経過と結果
なにはともあれ。山雅の掲示板に山崎の氏名入りで書かれた為か、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
言われた」という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
はいけないよ」と言ってくる人もいた。
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
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。

■

市議会と山雅

(26 年度の議会)。

市議会には山雅応援団がある。
「全会一致で入会して欲しい」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 ｹ月前の 3 月、市議会応援団は議員の年間ゲーム観戦回数の一覧
表を印刷し配布してきた。
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。

Ⅴ. 山雅と市長と市議会議員
■上記のように市長も選挙依頼、議会も応援団、山雅はかりがねサッカー場予算に反対した議
員は落とせの選挙行動。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来たといえる（26 年度在籍議員で見た
時）。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
に沿わない議員は選ばないように」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
見を出させない見せしめにもなっている。
■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。
以上は 27 年 8 月記述である。

Ⅵ. 「松本山雅サポーターへの告訴」(28.3 記)
前記の通信を出した後、山雅掲示版の事件を公にするか、しないか苦悩し、多くの人に聞いた。
賛否両論、入り混じった。しかし、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
い松本市は良くないね」とつぶやいた。
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とした。今後、山雅の掲示
版で「誹謗中傷される事」を恐れ、「議員が、議会で市民の声を代弁してあげられない事は好まし
くない」と思ったからである。
私は山雅掲示板の書き込みについて警察へ告訴する事とした。
27 年 4 月に行われた市議会議員選挙の選挙告示日、山雅掲示板に私の氏名入りで誹謗中傷する
文が書かれた。友人たちの勧めがあり私は、山雅掲示版に書いた人を告訴した。私にとって初めて
の経験であった。警察は告訴状を受理し調査し書きこんだ人を特定してくれた。
山雅掲示板に山﨑を誹謗する文書を書いた人は山雅サポーターで松本市の東山部に住む 54 才の
М氏であり、私の全く知らない人であった。彼は「山崎が、かりがねサッカー場などに反対してい
たので書いた。申し訳なかった」と言ったとの事。警察は「Мサポーターの行為は、刑法へ抵触す
る可能性があるかも」といった。
警察は 28 年 1 月 5 日検察庁へ送った。私は、2 月 29 日検察庁から連絡があり伺った。
市議会議員選挙告示日に、一斉に、多くの人が「松本山雅に反対する議員を落とせコール」を書込
む――この様な行動は、誰か指示する人がいなければ出来る事ではない。一人のサポーターの問題
ではないと私は推測した。検察庁は、私が、告訴した関係者からも話を聞くと言った。
民主的な市政の為に、市長選挙の告示日である 3 月 6 日に山雅掲示版に、菅谷市長以外の人に対
して誹謗中傷文が書かれる事を心配した。市長選挙は 3 月 13 日に終わった。3 月 16 日に不起訴の
処分がされた。不起訴などに詳しい知人は「松本山雅サポーター、松本山雅関係者並びに選挙され
る関係者にとって良い薬になったのではないか。今回は不起訴であるが、次回同じ事をしたら判ら
ないでしょう」と言った。山﨑はそれを不服として更に訴える事も出来ると友人は言ったが、山雅
が反省し是正してもらえば良いので、それ以上の事はしなかった。
一営利企業であるならば、告訴はしない。松本山雅 kk は、松本市そのものの様相であったので告
訴した。公務員は選挙に中立でなければいけない。松本市=松本山雅ならば、公務員と同様に松本
山雅は選挙に中立であるべきである。松本山雅関係者は選挙に関わってはいけない。又、候補者も
依頼してはいけないと考える。松本市は昔から「学都、岳都、楽都」で売っている。選挙に泥まみ
れなサッカーの街・松本を先人はどう見るであろうか。(28.3.22 記)

Ⅶ.

あれから 8 年――菅谷市長は平成

24

年 2 月議会で「プロスポーツ(山雅)を核とした街づ
くりをする。山雅に 1000 万円の追加出資をする。
山雅の練習会場の確保、広報活動に取組んでいるが
更に…」と松本市が一営利企業の山雅を全面支援す
ると発言。その直後、菅谷市長は山雅に市長選挙を
依頼。3 回目の当選を果たす。その後の 4 回目も当
選。市役所のチェック機関である 27 年の市議会議
員選挙では告示日に山雅のネットに「山雅に反対す
る議員は落とせ」コールが書かれ、異議を唱えた議
員が落選。以来、異議をいう議員もなく難なく山雅
が核となる街となった。市役所にも街中も山雅の旗
がなびいている。
しかし、先日、次のような声が聞こえた。ある会
社経営者に「某市の図書館の貸出し係で山雅観戦の
勧誘チラシをもらった』と言うと彼は「市は営業ま
で請け負っているのか」と驚いた。彼はサッカーが
大好きであるがサッカーが好きと市の行動につい
ての考えは別の様だ。彼は「松本市が山雅と、どんな契約をし、具体的に山雅に、どんな支援をし
ているのかを知りたい。調査してほしい」と言った。山雅支援に市民の金、場所、人件費を使って
いることから、彼の言い分も当然かもしれない。(右写真は市議会総務委員会に山雅支援について出さ
れた時の資料の 1 頁目/図書館でのチラシ配布については紙面の都合上、この項の巻末に掲載した)。

直近の調査から

「松本山雅の経済効果」の
調査から見えてきたもの

松本市民の多くは「山雅の経済的効果は膨大
である」と思っていると聞く。
そこで検証してみる事とした。
菅谷市長は 24 年 2 月 13 日の定例市議会で「山

雅を軸とした街づくりをする」とし，以来、多大な税金を投入している。今や、松本市役所はもと
よりあらゆる公的施設には山雅のポスターがはられ、街中には旗がたなびく。試合の時には 2 万人
がサッカー場に集結する等「山雅一色の街」となつた。
「山雅一色の街」の経済効果を如何にして計ったら良いか苦悩した。山﨑は経済評価の専門知識が
ないので「市民一人当たりの収入を他市と比較してみよう」と思った。山雅の騒ぎからすると松本
市の収入をも左右する力をもっていると推測したからである。その方法が良いかは判らないが、単
純に松本市の歳入を人口で割って県内 19 市と比較してみた。

次頁右上の表を見て頂きたい。まず、一人当たり収入を 19 市で比較した。山雅が J リーグに参加
したのは 23 年であるが、松本市は「24 年から 19 市中一番収入が少なくない市」になっていた。
驚いた。
次に松本市の一人当たり収入を年度別に比

市

較してみた。下左のグラフを御覧頂きたい。山

民の

雅が J リーグに参加してから年々一人当たり

収入

の収入が落ちている。

低い番号の方
松本市

塩尻市

長野市

が悪い収入少ない

H10

11 番

6番

8番

次に山雅に大きく関わっている塩尻市を調

H12

7番

6番

2番

べた。下中のグラフを見て頂きたい。塩尻市も

H15

9番

5番

3番

有賀市政

松本市と同様の傾向を示している。又、収入の

H17

11 番

8番

4番

菅谷市政 16 年から

少ない市の上位 5 位に安曇野市も入っている。

H20

3番

6番

6番

菅谷市政

H22

4番

11 番

2番

菅谷市政

H23

5番

6番

4番

次にサッカーと関係のない長野市と比較し

有賀市政

てみた。下右のグラフを見て頂きたい。松本市
は 23 年をピークに収入減少の状況であるが長

山雅と松本市契約
J リーグ参加

野市は上昇傾向を示している。その差は大きく
なるばかりである。

低い方
H24

から 1

5番

3番

✙6 番

菅谷市長選挙山雅に
選挙依頼。
番

有賀市政時と比べてみた。右表を御覧頂きた
い。有賀市政時は低い方から 7 位から 11 位に

4番

H25

1番

いた。 (17 年度はまだ有賀市政の影響があると思うの
H27

で除く。)

菅谷市政になり、その順位がガタガタ落ち

市議選挙

H29

1番

3番

4番

直近数値

24 年度から県下一、収入の少ない市になっている。
松本市の一人当たり収入の

長野市と松本市の傾向松本市は

塩尻市と松本市は同傾向

23年から落ちている。

年度推移

420
460

400

440

380

420

360

400

340

380

360

360

340

400
380

340

済効果」を見るためであった。

松本市

塩尻市

松本市

29年

25年

24年

23年

22年

29年

25年

24年

23年

22年

20年

15年

この調査の目的は「山雅の経

20年

320

320

15年

15年
20年
22年
23年
24年
25年
29年

420

長野市

しかし、松本市の収入減を「山
雅が原因している」と断定する事は出来ない。他の要因が原因しているかもしれない。
唯、「山雅の元気な外面的な姿と市の経済とはイコールでない」ことは推測出来る。そして、この

調査から「長野県第二の都市、松本市の経済力が 19 市の中で一番低い」事が判った。これは大変
な問題である。調査は思わぬ問題点を浮き彫
りにする。
ここから、今、松本市がしなければならない
ことは「個人収入を上げる市民」への啓発で
はないかと思う。

少ない方

統計で見る日本

から

引用

29 年度歳入
単位千円

1 人当たり

29 人口
収入円

1

松本市

91410272

241,272

378.868

2

岡谷市

19865468

50,853

390.645

3

塩尻市

26950367

67,534

399.064

153174261

382,001

400.979

4

長野市

行政は市民生活の弱いところに力を入れて

5

安曇野市

40312815

98,099

410.940

いかなければ…と考える。

6

茅野市

23337612

56,101

415.993

そうならば、教育現場の図書館の貸出口で

7

諏訪市

21072629

50,428

417.876

「個人収入が県下一少ない市となってしま

8

須坂市

21631006

51,368

421.099

いました。個人収入を増やす努力をしましょ

9

上田市

67481388

159,271

423.689

う」のチラシが似合うように思う。

10

飯田市

46110172

103,507

445.479

11

千曲市

27658433

61,356

450.786

12

佐久市

45040793

99,497

452.685

13

小諸市

20143778

42,954

468.962

14

中野市

22057136

45,361

486.258

15

駒ヶ根市

16309336

33,207

491.142

松本市は山雅一色の街である。
街にも市役所にも山雅の旗がたなびく。
試合の時には会場に 2 万人もの人が駆け付け
経済的にも元気の良い街に見える。

16

東御市

16350674

30,586

534.580

しかし、
「一人当たりの収入」を見た時、松本

17

伊那市

36993591

69,059

535.681

市は長野県で一番「一人当たりの収入の少な

18

大町市

19427386

28,476

682.237

い経済的に元気のない街」である。

19

飯山市

15680023

21,847

717.720

経済は人を制すという。

統計で見る日本から引用。29 年度の数値である。他の年度

経済は都市を制す‥の言葉に通ずる。

も同様に算出した。中信 3 市が収入の少ない上位を占めて

長野県の都市を制するには経済が大切。

いる。一人当たり収入は山﨑が算出した。

県下一個人収入の少ない都市では話になら
ない。今しなければならないことは個人収入を上げて長野県第二の都市の面目を回復しましょう」
コールかもしれない。
ご意見のある方は 090-9666-9113 に連絡を下さい。又、誤字脱字がありましたらお許しください。
2019.11.25 記

写真:安曇野市図書館の貸出し受付に置かれていたチラシ(2019.11.23)。松本市中央図書館でも‥と
思い電話すると「読書週間中に配り完全配布した」との事。(20119.11.23.pm2:20 分に問合わせる)。

