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全力疾走

緊急時に動ける議会を目指して

期満６年が経ちました。２期目前期

市議会議員の議席をいただき、２

２年間の政治活動についてご報告

推進を図ってまいりました。この

置賜３市５町の広域的な取組みの

予算委員長拝命︑コロナ禍にしっかり対応

には総務文教常任委員長として、本

申し上げます。

・会派・一新会 幹事長
りたいと民生常任委員会に所属い

してから１年半。市民生活と経済活

集まり、賑わいを作っていけるよ

かりゆしウェアを着用し、新議場 次は屋外施設を検討していく必要
に て 一 般 質 問 す る 成 沢 か ず ね ＝ があります。アフターコロナを見
据えて、子育て支援の拠点、人が
２０２１年６月定例会

くお願いいたします。

今後とも皆様のご指導の程よろし

ができるよう努めてまいります。

そして市民ニーズを捉えた行政運営

屋内遊戯施設への転用を提案して となってきます。世界的にも未曾有
きました。屋内施設が決まった今、 の危機の中で、緊急時に動ける議会、

活用と財政の効率化の観点からア 経済対策、ワクチン接種など、今後
クティー米沢をリノベーションし、 も迅速かつ的確な支援や対策が必要

動に大きく影響を及ぼしています。

新型コロナウイルスの感染が拡大

と提案してまいります。

うな施設づくりとなるようしっかり

その他の役職

市の公共交通、公共施設への諸課題

並びに統廃合が進む学校教育分野に
後期となる本年度、議会改選が行
携わらせていただきました。また、 われ、予算特別委員会委員長の役職

議会選出の置賜広域行政事務組合議 を仰せつかりました。予算委員会は
員の職をいただき、本市のみならず、 米沢市の歳入歳出の決定をする委
員会で、議長副議長を除く全議員
が所属する委員会となっています。
コロナ禍に置ける支出の増大、また
迅速な対応が求められていく中で、
市民の目線に立った議論、そして
スムーズな進行に努めていきます。
そのほか、子育て世代待望だった

・予算特別委員会・委員長
・民生常任委員会
・議会広報広聴委員会
・議会図書運営委員会
・市政協議会幹事
・都市計画審議会委員

議会所属・選出
たしました。既存の公共施設の利

屋内遊戯施設の事業計画にも携わ

議会の役職

︻議会改選︼

米沢市議会議員

成沢

新たな発想と行動力！！ 頑張る３児の父！！

新たな発想と行動力!!

米沢モールの創設を！！

教育体制の充実を！！

学校と保護者との連絡を密に
（令和２年６月定例会

コロナ禍での売り上げ確保目指し
（令和３年３月定例会

一般質問）

成沢かずねの質問

成沢かずねの質問

ま ち

本市においてはＥＣ（イーコーマース）に取り組
んでいる店舗はまだ少ない。市内外への販路開拓に
向け、自治体公式オンラインショップ（米沢モール）
を開設できないか。

休校中の連絡手段が電話や郵送など各学校でば
らばらだったが、速報性を考えるとアプリケー
ション等を使い連絡手段を確保できないか。

産業部長

連絡方法としては、郵送が一番確実でしたが、
届くまで時間がかかるため、システムを構築して、
なるべく多くの方にメールで届けられるよう進め
てきました。現在、メール配信システムは全小中
学校で行われることになり、小中合わせて 97.3％
のご家庭で加入していただいている状況です。

成沢かずねの再質問

臨時休校期間中は実施できなかったが、今後に
備えてオンライン授業の整備を進められないか。

産業部長
端末整備については、今年度（令和２年度）中
に整備できるかどうかのため、機器がそろったと
きに、活用を検討してまいります。

公共交通の利用促進策は

通勤・通学にあったダイヤを
（令和２年９月定例会

一般質問）

成沢かずねの質問

循環バス路線のダイヤ上、通勤通学に間に合わ
ない便もある。JR 等の他の公共交通と乗換え時
間を考慮したバスダイヤを作れないか。

企画調整部長
生活路線といった性格上、日常的な移動手段と
して安定的に利用していただくことも重要な要素
と考えています。バスダイヤの見直し等について、
本当に必要なものかを含め、検討してまいります。

一般質問）

産業部長

ＥＣサイトを活用することは、コロナ禍で売上
げが減少している事業者に対する有効な策の一つ
でもあります。しかしながら、現時点では様々な
制約があり、公平性や費用対効果が求められる自
治体主導のオンラインショップの開設は難しいも
のと考えております。
市としては、地域商社を併せた「道の駅米沢」
の運営会社「アクセスよねざわ」のＥＣサイト
整備のための支援をしております。今年度は売上
拡大を目的とした「道の駅米沢｜公式オンライン
サイトのリニューアルを行い、４月に公開する予
定となっております。併せて大手モール型サイト
への展開も今後検討している状況で、市内事業者
個々のＥＣサイトと連携が図れないかを検討して
いきたいと考えております。
JRとの接続

備

⽶沢駅着
（⼭形新幹線）
⽶沢駅着

7:16

（奥⽻本線）
循環バス

第⼀便(7:00)
左回り

8:20

東京発到着第⼀便

7:57

7:00が通学ピーク

循環バスダイヤ変更（案）
第⼆便(8:07)
第三便(9:30)

右回り

左回り

右回り

左回り

⽶沢駅前

6:25

6:30

7:25

7:25

8:25

8:30

6:36

7:03

7:37

8:01

8:36

9:03

⽶沢駅前

7:12

7:12

8:15

8:10

9:12

9:12

⽶沢駅発
(⼭形新幹線)
⽶沢駅発
(⼭形線上り)

7:32
7:21

8:40

()は現ダイヤ

右回り

⽶沢市役所前

JRとの接続

考

9:37

東京⽅⾯出張⽤
南陽⽅⾯通学⽤

成沢かずねが提案した循環バスの
米沢駅発着のダイヤ変更案

米沢

例の第 条（議会の活動原則）に、「市

ま ち

民参加により得られた多様な意見を
かった令和元〜２年度においては、

年における本市の公共交通及び公共

ネットワーク〜と題して、２０４０

を踏まえながら、議会内での議論を

施設等の方向性やあり方に関して取

(1) 公共施設の集約化、複合化による
密度の高い行政サービスの提供
・多機能化による既存ストックの有効
活用と多目的活用の推進
・都市機能誘導区域への公共施設の再
設置及び地域特性に応じた公共施設の
配置
・広域的な視点の必要性
・財政面からのアプローチの必要性

(2) 誰もが安心して暮らせる地域公共
交通の将来像
・効率的かつ効果的な路線バスの運行
・市民が使いやすい鉄道路線の整備
・
「おらだの公共交通」意識の醸成
・新たな公共交通システムの検討
いずれにしても、どのような公共

大限有効活用する必要があります。

能化、共用化を進め、既存施設を最

にすることで、人が集まり、賑わい

から「人や公共交通を優先とした駅」

既存駅においても「車優先の駅」

げていくことが必要です。

複合化や多機能化が
鍵を握る公共施設

を生む駅づくりをしていくことが重

要です。

私たちの住む米沢が今後、市民か

らの声を大切にし、さらに活力が溢

れ、誇れる故郷になっていけるよう

です。
者数が少なく、一人当たりの

てきます。また、使いやすい駅、乗

需要の増加に対応する必要性も生じ

童生徒の自律的な通学手段としての

や高校の再編・統合が進む中で、児

を支えるとともに、今後、小中学校

て感謝と敬意を表します。

たからだと考えます。この場を借り

員の真剣なる議論、調査研究があっ

田克平副委員長（当時）並びに各委

最後に２年間支えていただいた相

チェックをして参ります。

に、しっかりと提言内容を一つ一つ

遂行していけるように目を光らせて

られます。今後は利用者数の

向上を図るため、一施設内に

鳥海隆太議長（当時）
、各
常任委員長とともに中川
市 長 に 政 策 提 言 を 提 出：
２０２１年２月

高齢者などの交通弱者の日常生活

ネットコストが高い傾向がみ 人が集まり、賑わいを生む
駅づくりを

他の自治体と比較しても利用

は、これまで単一施設単一機 かについて住民の理解を得るために
能を中心としてきたものの、 は、時間をかけた十分な説明が必要

施設を残し、統合・廃止をしていく

時間帯により機能を使い分ける多機

複数の公共機能を備える複合化や、 りたくなるような鉄道路線を作り上

政策提言内容（箇条書きで抜粋）

本市の公共施設において

りまとめました。

経て市の政策課題について政策提言

と規定しており、市民からのご意見

提言の積極的な実施に努めること」 YONEZAWA 型 コ ン パ ク ト +

米沢グランドデザイン 2040 〜

私が総務文教常任委員長を仰せつ

を行っています。

G
D

基に、政策立案能力の強化及び政策

2

２０４０

２０年後の未来を描く

政策提言

本市議会では、米沢市議会基本条

総文委員長

単身向け少量ゴミ袋導入を提案！（置広２０年１１月議会）
置賜管内の指定ごみ袋のサイズは
大 ℓ︑小 ℓの２種類あります︒
しかし︑高齢者や単身世帯から︑
﹁小
さいゴミ袋がほしい﹂という声を聞
くようになり︑米沢選出の置賜広域
行政事務組合議員として少量ゴミ袋
の導入を提案しました︒
他の自治体では︑すでに極小サイ
ズを導入しているところもありま
す︒特に夏場は処分するまでに匂い
が発生するため︑現在よりも小さい
ℓ以下のゴミ袋が必要だと考えて
います︒提案を受け︑置賜広域行政
事務組合として﹁少量ゴミ袋の導入
調査を行う﹂と前向きな姿勢を示し
ていただきました︒
また︑昨年７月から始まったレジ
袋有料化を受け︑可燃ゴミ袋をレジ
袋で代用できないか質疑しました︒
小売店等では︑１枚３円〜 円で販
売していますが︑ ただ捨てるので
はなく︑ゴミ袋として活用する方が
SDGs に 適 っ て お り︑ 実 証 実 験
をするべきと提案しました︒
こういった取組みを行いつつ︑ゴ
ミ減量化が進んでいくことを期待し
ています︒
10

30
20

10

長年にわたり、コンビニ納付やクレジッ
トカード決済等、 市税の納付方法の拡
充を訴えて参りましたが、 この度本市に
おいても令和３年５月より、 市 ・ 県民税
や固定資産税など、 キャッシュレスでの
納付が可能になりました。 これにより、
自宅でも手軽に納付ができるようにな
り、市民の利便性向上が期待されます。
納付が可能なものは、 バーコードが
印刷されています。 詳しくは米沢市の
HP をご覧ください。

税のキャッシュレス納付がスタート

米沢市政についてご意見ください！
なんでも構いません！ご意見 ・ ご要望がありましたらご記入ください。

折返しご返答が必要な場合はご連絡先をご記入ください。 （氏名、 連絡先等）
（氏名

連絡先

）

送信

FAX 0238 - 37 - 6116

成沢かずね
フェイスブック・ツイッター・インスタグラム・
ブログで日々の活動を発信しております。ぜひ
ご覧ください。

成沢かずね事務所

米沢市窪田町窪田１８８８
電 話：０２３８（３７）６１１６
メール：kazune̲narisawa@yahoo.co.jp

