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青春とは真の青春
とは若き肉体にな
るのではなく、若
き精神にこそあ
る。

fax47-2698
2698

サミエル・ウルマン

390--0851 長野県松本市島内 6595

詩新井満訳

山﨑
山﨑たつえ
たつえ通信
通信 30 年 1 月 1 日

29 年 11 月 1 日
日まつもと市民芸術館
まつもと市民芸術館において
まつもと市民芸術館においてテレビ松本
テレビ松本が主催する
するシニアメッセイジ大会
シニアメッセイジ大会が行わ
シニアメッセイジ大会が行わ
れた。審査委員長は小宮山元信大学長であり、私は
れた。審査委員長は小宮山元信大学長であり、私は
審査委員長は小宮山元信大学長であり、私は審査員特別賞を頂いた。
審査員特別賞を頂いた。
審査員特別賞を頂いた。この 3 年間、私は議
員中に調査し、提言していた政策
員中に調査し、提言していた政策が、実行可能であり、効果的なものか、どうか
が、実行可能であり、効果的なものか、どうか
が、実行可能であり、効果的なものか、どうかを
実験していた。議員発言は実行出来る事が大切だからである。農家民泊、健康管理
を実験した結果を発表させて頂いた。
を実験した結果を発表させて頂いた。以下は「で
以下は「である
ある」調。

1) シニアメッセイジ大会「夢への試み 」
現在、空家が社会問題
空家が社会問題となっています。
となっています。国や県は
国や県は農村の空家対策として
農村の空家対策として農家民泊
農村の空家対策として農家民泊
農家民泊を推進
推進しています。
推進しています。
30 ㎡以下の規制がありますが
㎡以下の規制がありますが農村の活性化を狙った
農村の活性化を狙ったものです。家は、使うと元気になりますし、
ものです。家は、使うと元気になりますし、
農村の活性化を狙った
農村に触れた旅人の中には、農村を理解し移り住む人が出るかも
しれません。私は「
しれません。私は「農家民泊実現への夢
農家民泊実現への夢」を抱き人に進めていま
」を抱き人に進めていま
農家民泊実現への夢
した。しかし、誰も乗ってきません。そこで、
した。しかし、誰も乗ってきません。そこで、私は自分の夢を試
私は自分の夢を試
してみる事にしました。丁度、空き部屋が出来たので、起業しま
丁度、空き部屋が出来たので、起業しま
してみる事にしました。
した。当初、運営を
した。当初、運営を人に任せました
人に任せました。しかし、
。しかし、大赤字
大赤字。税務署に
。税務署に
人に任せました
大赤字
呼ばれました。そこで、私は人件費を削減し、自分で「
呼ばれました。そこで、私は人件費を削減し、自分で「総てをす
総てをす
る事」にしました。ぼつり、ぽつりとお客さんはくるのですが、
にしました。ぼつり、ぽつりとお客さんはくるのですが、
る事」
世の中は国際化時代。
世の中は国際化時代。農
農村に関心を持つ
村に関心を持つ外国人も来ます
外国人も来ます。困った
。困った
外国人も来ます
事に、私は英語が出来ません。
事に、私は英語が出来ません。
そんな折、定年後の 60 才から絵を始め、その世界で一流になり、
90 才余でなくなった知人の
才余でなくなった知人の葬儀がありました。その姿に友人が
がありました。その姿に友人が
「誰でも、5
「誰でも、 年 10 年と続けていれば、定年後でも一流になれる
年と続けていれば、定年後でも一流になれる
定年後でも一流になれる」
と言いました。私も、同感しました。そこで、私は、「大嫌いだ
った英語を一からやってみる
った英語を一からやってみる
英語を一からやってみる」ことにしました。
」ことにしました。
」ことにしました。今年の元旦、
今年の元旦、中
中
今年の元旦、
学一年の英語の本を購入し勉強を始めました。「外国に勉強に行
くと早い」と聞き、
くと早い」と聞き、3 月、一人、フィリピンの英語学校に
月、一人、フィリピンの英語学校に一ケ月
一ケ月
留学しました。ほとん
しました。ほとんどが大学生であり、彼らは話す事も聞く事
どが大学生であり、彼らは話す事も聞く事
留学
も出来ました。しかし、
も出来ました。しかし、私は話す事も聞く事も出来ません。帰るわけにもゆきません
私は話す事も聞く事も出来ません。帰るわけにもゆきません。学校では単
。学校では単
私は話す事も聞く事も出来ません。帰るわけにもゆきません
1

語のテストをさせていました。私は単語も、すっかり忘れてしまいましたので、単語を覚える事に
しました。毎日、一生懸命勉強し、3 週間で 1000 語の単語を覚え表彰
語の単語を覚え表彰を受けました。
4 月からは中学生の通う、学習塾に通い
学習塾に通い ABC の書き方から学び直しました。6 月、英検 4 級に、10
10
合格しました。英語を全く聞く事が出来ませんでしたが、
月、英検 3 級の読む、聞く、書くテストに合格
合格
少し、聞く事が出来るようになりました。英検 3 級は中学卒業程度
中学卒業程度であり、日常会話
日常会話は、この程度
中学卒業程度
日常会話
で可能と言われます。これから訓練をしていく予定です。
さて、民泊の方は、私が
私がインターネットや、お客様の対応、トイレ、バスルーム、お部屋の掃除を
私が
しています。当初、夫は
夫は反対でしたが、今は、お客様の送迎、ゴミの片付け等をしてくれます。夫
夫は
は海外勤務の経験があるので、英語が話せます。外国人と話が出来て、楽しいようです。今まで、
テレビを見る時間が多かった夫ですが、元気ハツラツです。
ところでこの仕事が出来るのも健康のお蔭です。私は高血圧症で血圧が 200、体重が 70kg でした。
2 年前、その改善に全力投球しました
改善に全力投球しました。
食事療法と毎日 1 時間の水泳」を自分にかし、1
1 年続け
改善に全力投球しました 「食事療法と毎日
時間の水泳
年続
ました。その結果、体重は 10kg 減量、血圧は 130 前後となりました。
初めての農家民泊の体験をして、私は「家を空家にしておくよりは良いと思いましたし、都会の人
などに農村を理解頂く機会ともなった」と思います。私にとっても、英語の勉強はもとより、民泊
業の実態など、多くの事を学ばせて頂く機会となりました。国や県が推進し、私の夢でもあった「農
家民泊の体験」をお話させて頂きました。ありがとうございました。
家民泊の体験」

2)「松本城と市役所の現地再建」それでいいの
「松本城と市役所の現地再建」それでいいの?
の現地再建」それでいいの
以下調査概要書より引用
以下調査概要書より引用 調査者山崎たつえ
この調査は市民団体から「(あなたの調査は的確だから )市役所現地建設について調査してほしい」と依頼
されたものである。当時、筆者は「現地建設でも仕方がない」と考えていた。市役所建設は様々な角度から
調査されなければならないが市役所が松本城の側にあるので、城の事を、まず、調べる事にした。城の事は
全く無知で、松本城の本は一冊も読んだ事がなかった。
調査をして仰天。松本城の重要性を痛感させられた
松本城の重要性を痛感させられた。
松本城の重要性を痛感させられた
なお、調査者は調査する場合「無心の心
「無心の心で、利害関係
利害関係
「無心の心
などは全く
などは全く考えない
全く考えない」で調査
考えない」で調査しなければならない
」で調査しなければならない。次
しなければならない
の様な調査結果となった。

お城の市民生活に及ぼす影響を見た。
「商
お城の市民生活に及ぼす影響
「松本城は宝物」と昔
都松本は城で持つ」
「松本城は宝物」
から言われているが、その通りだった。松本市の
過去 50 年の観光客数をみた時、上高地など主要
観光地の中で松本城のみ一貫して 80 万人
万人前後の
観光客が入場していた。上高地は下降線をたどってい
2

た。

お城が今あるのは市民により守られてきたからである。明治維新時、旧物破壊の風潮が広
お城が今あるのは市民により守られてきた
まった。松本城は競売にかけられ、取壊される寸前であったが、市川量造らの努力により
取壊される事なく済んだ。その後も多くの人々の努力により維持保存され続けられており、今も、
城南、西外堀の改修事業が行われている。
城南、西外堀の改修事業が行われている
ところで、松本市役所が現在地に再建されるという。
現在地はどんなところかを調べた。
松本市役所が現在地に再建
特記すべきは、唯一、惣堀が残っている
唯一、惣堀が残っている場所である
松本城郭の「三の丸」
唯一、惣堀が残っている場所である。又、松本城郭
場所である
松本城郭の「三の丸」にあ
の「三の丸」にあ
り、城にとって
城にとって非常に
非常に大切な場所
大切な場所に建てられていた
に建てられていた。太鼓門の玄関口であり、一番大
り、
城にとって
非常に
大切な場所
に建てられていた
きな馬出があり、高級武士が住んでいた一等地であった。武士を教育する学校もあった。現在移転
が進められている城南、西外堀
城南、西外堀に匹敵する場所である。
城南、西外堀
に匹敵する場所である。
三の丸に松本市役所
松本市役所が建設されたのは昭和
34 年、今から
今から 58 年前の事。
松本市役所
年前
城南、西外堀地籍の埋立
140 年前から住んでいる
城南、西外堀地籍の埋立は明治維新時からなので、同地区の人は
埋立
年前
人もいる。市役所のある場所は城南・西外堀に匹敵する場所である。にもかかわらず「遺跡保存の
「遺跡保存の
為」との理由で「
「城南、西外堀地籍の人は
(下の図
為」
城南、西外堀地籍の人は退去
の人は退去させ
退去させ、市役所は
させ、市役所はそこに
、市役所はそこに居座
そこに居座り再建」
居座り再建」という。
り再建」
は松本市ホームページより引用)

市役所の現地再建に至った経過について市民タイムス(29.6.6)は
「市が現在地での建て替えを優先
市役所の現地再建に至った経過
した背景には建設場所を巡って市を二分した苦い経験がある(ので現地再建と決定した」」と報道し
ている(主要人物からの情報として同様の情報入る)。
城南、西外堀の住民も移転に「大騒ぎ」らしく 5 年経過しても収容率は 48.5%、(29.9 松本市建設
部調)である。松本市は「城南、西
外堀住民には大騒ぎをさせても、
市役所建設には波風立てずの姿勢」
とは市民の声。

市役所

現在の遺跡保存の計画は平成
11
現在の遺跡保存の計画
年に制定された「松本城並びにそ
の周辺計画」により進められてい
る。同計画には「松本城を幕末維
松本城を幕末維
新期の姿によみがえらせる。三の
新期の姿によみがえらせ
三の
丸については「整備する事によっ
て松本城の全貌が理解できる貴重
松本城の全貌が理解できる貴重
な場所である」と記されている。
な場所
4) 平成 29 年 9 月松本
市・
「松本城を世界遺産に
…」推進実行委員会は世界遺産登
録にかかわる国の委員をお招きし
3

調査は意外な姿を現す。市役所の調査を
依頼され調べると「松本市役所が松本城
の主要な城郭に建てられている」事を知
り驚いた。そして多くの事が判った。
●松本市は松本城のために計画的に造ら
れた軍事都市である。
●「商都松本は城で持つ」と言われるが
50 年間、毎年 80 万人の観光客が訪れて
いた。
●松本市役所は 58 年前に城の主要な城郭
に建てられたものであるが、そこに、
又、再建されようとしている。もっと
驚く事は、市役所現地再建を決めてか
ら日本の世界遺産の有力者を招いて
「松本城を世界遺産に」の会議を開い
ていることであった。

て会議を開いた。同会議で委員から「松本城は城郭全体の意味を考えるべき
松本城は城郭全体の意味を考えるべき」との声も出たと新聞
松本城は城郭全体の意味を考えるべき
は報じていた。
以上が無心の心で調査した結果である。私もこのような結果になるとは予想していなかった。松本
松本
城の歴史を熟知していなかったからである。多くの市民は松本城について熟知していないと思う。
城の歴史を熟知していなかったから
行政は、熟知しているはずなので、松本市の発祥の地「松本城」について市民に、しっかり知らせ、
市民にも松本市役所建設の位置
建設の位置について考えて頂く事が必要ではないか。
行政で決め、議会で決定
建設の位置
してしまった今でも、そう考える。
ところで、松本城は石川数正親子の存在なくしては建てられなかった
松本城は石川数正親子の存在なくしては建てられなかった。
松本城は石川数正親子の存在なくしては建てられなかった 松本の

人々は、とりわけ、石川親子に思いを馳せなければならないのではな
いかと思う。1590 年-1613 年。豊臣秀吉の命により、石川数正が松本
城主となる。数正と長男の康長は、城と城下町の経営に力を尽くし、
康長の代には天守三棟(天守・乾小天守・渡櫓)、御殿、太鼓門、黒門、
櫓、塀等を造った他、近代城郭としての松本城の基礎を固めた。しか
し、戦国時代故に、豊臣秀吉の死後、徳川家康の時代となると石川家
は九州へながされた。その後の城主は徳川の大名が続き、明治維新と
なった。写真は 兎川寺にある石川数正負債の慰霊碑。29.12.26 写す

最後に、この様なテーマ
を依頼して下さった団体
関係者の皆さまに感謝し

たい。2 週間という短期間の調査であったが、私も多くの事を学ばせて頂いた。又、資料収集にご協力頂い
た松本市関係課の皆様、松本城管理事務所、文書館、松本図書館の皆様、世界遺産の調査に協力頂いた市町
村の皆様に心から感謝いたします。ありがとうございました。

4

無心の心で、
調査者は調査する場合「
「無心の

賞受賞/『母が語る子育て論』明治図書出版他多数。

利害関係は全く考えない」
えない」で調査しな
調査しな
利害関係は

著書・論文--1965 日本栄養改善学会・学会

ければならない
ければならない。そして調査者
調査者は
調査者は真実

2015 市議会議員

らなければならない。当調査は、
を語らなければならない

卒、新潟大学大学院修士修了・長野県職員・高校教師・2007～

調査の結果、松本市が進めようとする

つえ履歴…1940(S15)誕生・松本蟻ケ崎、長野県立短大、放大
つえ履歴

方向に反する結果となった。この様な

0263-47-2698/090-9666-9113 まで (実費必要)。調査者山崎た
調査者山崎た

公表は命がけである。
がけである。今までも、
場合、公表は

望者は 390-0851 松本市島内 6595 山崎たつえ

調査結果に反する意見の人に取り囲

の調査レポートより作成。調査レポートは 12 頁にのぼる。希

まれる事もあったからである。しか

したら下記まで連絡をお願いします。この概要書は山﨑たつえ

し、市民の為に公表に踏み切った。参

★誤字脱字がありましたらお許し下さい。又、ご意見がありま

考にして頂きたい。

なぜ、お城を大切にしなければならないかを
お城を大切にしなければならないかを農家民泊をして痛感した。
かを
松本市は陸の孤島になりつつある。白馬村、上高地は大観光地である。
松本市は陸の孤島
そこへ行くには、必ず松本市を通らなければ行く事が出来なかった。
しかし、今、白馬へいくのに、新幹線で糸魚川から入る人、新幹線で
長野市から入る人が多い。上高地も半分以上は岐阜県から入る。そん
な人たちも松本城があれば、
松本市を通ってくれるかもしれない。松本城の充実が大
切だ。市役所現地再建は世界遺産への道が遠のく。

