３０日

１１日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
２０日
２２日
２３日
２４日
２５日
２７日
２８日
２９日
３０日
３１日

産業建設常任委員会視察（長崎他〜７日）
議会だより編集委員会
窪田小学校研究発表会、議会報告会
YEG ジュニアエコノミーカレッジ、生
涯学習フェア
AED 講習会、上窪田上芋煮会
議会広報広聴委員会、資料作成
議会全体会、二市二町議員懇談会
議会だより編集委員会、YEG 定期総会
議会広報広聴委員会議会報告部会、総合
政策課打合せ
かわいのどかさんのトークショー準備
上杉城下町マラソン
定数報酬検討委員会、一新会打合せ、官
工事組合懇親会、4 中創立記念式典準備
置賜地域道路整備促進大会
ソロプチミスト米沢チャリティディナー
コンサート
立正佼成会懇談会
マレーシア観光案内（〜３０日）
議会報告会（〜３０日）
産業建設常任委員会、広報広聴委員会
市立病院建替特別委員会、窪田地区高速
道路現場視察
市政協議会
窪田地区文化祭、産業まつり、秋バル

山大生インターンシップを受入

山形大学工学部の学生２人が８〜９月の
２ヶ月間、議員インターンシップにきてく
れました。インターン生は山形大学工学部
２年の馬渕仁美さんと３年の木下昂宗くん
です。二人には議会傍聴や市政報告会の準
備など様々な体験を経験してもらいました。
締めくくりとして、自分たちで「事業所
内保育所の設置」というテーマを作り、市
こども課を訪問し、調査、プレゼンテーショ
左から成澤和音、山形大学工学部２年の馬渕仁美さん、
ンを作成しました。
同３年の木下昂宗くん、同３年で担当の遠藤涼くん
編集後記
あちらこちらで雪囲いされはじめ、まもなく冬を迎えようと
しています。冬道は渋滞が増え、焦りがちになってしまいます。
通勤通学には気をつけて冬をお過ごしください。

フェイスブック・ツイッター・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。

米沢市議会所属委員会

・産業建設常任委員会
・予算特別委員会
・決算特別委員会
・市立病院建替特別委員会
・議会広報広聴委員会
・市政協議会幹事会
・議会だより編集委員会
・定数報酬検討委員会

議会活動を通して

２８日
２９日

５日
８日
９日
１０日

成沢かずね新聞

と改めて気づかされました。
しっ
か り と 米 沢 市 の 事 業 を 見 極 め、
精査していきたいと思います。
友人からは「議会ってどうゆ
う仕事をしているの？」と言わ
れます。
議員活動は毎年４回行われる
定例会の他に、毎月、定例会に
向けて審査内容を確認する委員
会（ 協 議 会 ）
、急遽開かれる全
員協議会などがあります。また、
議 員 で 構 成 す る 会 派 の 勉 強 会、
地域行事への参加や直接市民の
皆様を訪問して、ご意見やご要
望をお伺いすることなどが主と
なっています。
今後ともわが故郷・米沢市の
ために、この街で暮らす皆様の
ために活動してまいります。

７日
８日
９日
１０日
１１日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日
２７日

会派打ち合わせ、一般質問準備
９月定例会招集日、議会広報広聴委員会
一般質問準備
一般質問
自公連反省会
戦没者窪田支部、上矢ノ目地区芋煮会、
東江俣地区芋煮会
一般質問、藤泉田んぼ祭り
一般質問（成澤は１３時～）
決算特別委員会、市内社長就任祝賀会
決算特別委員会
決算特別委員会
市民総体（陸上）
、市民総体反省会
決算特別委員会
会派打ち合わせ
全員協議会
産業建設常任委員会
予算特別委員会、議会広報広聴委員会
商工会議所青年部東北ブロック大会
窪田地区敬老会
BPW 北海道・東北ブロック大会
沖縄だらけの夏祭り反省会
米沢北 IC 開発促進協議会
若手職員との懇談会
ドットジェーピー主催 SDP
米沢卸売団地まつり、なせばなる秋まつ
り
市内企業廻り
会派打ち合わせ、本会議、市長を囲む座
談会、決算特別委員会反省会
ブログ更新、地域づくり懇談会、初当選

事務所：米沢市窪田町窪田４１７−１−２０４
電 話：０２３８（３７）６１１６
メール：kazune_narisawa@yahoo.co.jp
発行責任者：成澤 和音

早いことで、初当選させてい
ただいて、まもなく８ヶ月が経
とうとしています。よく「どう
だ議会活動は」と、ご質問をい
ただきます。
私自身、５月に臨時議会、６、
９月の議会活動で思ったことは
「まだまだ知らないことが多い」
と感じました。行政や議会など
では、日常は使わないような言
葉を使います。まずはそこから
覚えてなければなりません。
次に、実際に米沢市の予算書
を広げて見てみますと、福祉事
業、公共事業など「米沢市って
こうゆうこともしていたんだ」

９月
１日
２日
３日
４日
５日
６日
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故郷・米沢のために

主な活動内容（９〜１０月）

議員反省会
１０月
１日
挨拶廻り
２日
議会広報広聴委員会、定数報酬検討委員
会、インターン生反省会
３日
挨拶廻り
４日
徳町の運動会、ドラマチック戎市

サッカー用地で１億３０００万円を指摘

マスコミでも報道されましたが、国の第三
者機関である会計検査院が公表した２０１４
年度決算検査報告で、米沢市は国からの補助
金の不適切な処理を指摘され、８６００万円
を国庫に返還することになりました。
米沢市は、平成２２年に市土地開発公社か
ら米沢総合公園用地を約１５億９０００万円
で取得しました。通常、開発公社が用した経
費などを積算した簿価で買取を行います。し
かし、人工芝サッカー場の場合は簿価でなく、
市当局が提示した簿価と時価の差額と変換金額の図
２億１４００万円高い時価での用地取得して
います。
公社は米沢市直営の会社には当たりますが、今回返還する国補助金を差し引いた１億３０００万円の市
民の血税が余計に使われ、
公社の赤字補填へと流れていきました。市当局は「正しい土地の価格で購入した」
とのことですが、もっと安く買えたのに、なぜ？と疑問に思って仕方がありません。ちなみに、公社は現在、
現金預金で１億円程度ありますが、仮に簿価で購入していた場合はマイナス１億円となっていたはずです。
開発公社が黒字となるようにしたとしか思えません。今後も継続して開発公社へ返還を訴えていきます。

９月定例会での審議内容

９月定例会一般質問
９月定例会で議員２回目となる一般質問をさせていただきまし
た。今回のは公共施設の利活用と、子育て支援の大きく２つの
項目です。

【産業建設常任委員会】

▪️旧浅川分校を活用し、コミュニティセンターへ
旧浅川分校は築３０年程度、修繕すればまだまだ利活用できる施設です。
現在、地元と協議中のために閉校から半年以上が過ぎても活用方法が見い
だせていません。今後も早期活用を要望してまいります。

▪️すこやかセンター１階にあるプレイルームの拡充を

議会で一般質問する成澤和音。２回
目でも大変緊張しました。

子供達の室内の遊び場として利用されているすこやかセンターですが、開
館時間は午後４時 30 分までで遊具も少ない状況です。大きなボールプー
ルを要望しましたが、今回はおもちゃの配置を検討していただきました。

▪️子育て支援策について

【決算特別委員会】

第３子以降の保育料の完全無料化と毎年生まれてくる小さな米沢市民に誕
生カードの贈呈を質問、提案させていただきました。財源的厳しい状況が
続いておりますが、引き続き提案してまいります。

▪授乳室の設置状況について

新たに授乳スペースのマークを

赤ちゃんがいる家庭で必ず必要なのは授乳です。市内には授乳スペースが 設置し、授乳室を確保していた
だきました。授乳が必要で、こ

大変少ないことに気づきました。公共施設に専用の授乳室がない場合は、 のマークをみたら窓口にお問合
別室を活用し、保護者の外出時の負担を軽減できるよう努めていきます。

新文化複合施設は市の工程管理の不十分さ、大雪、人手不足など
の影響で、完成が当初予定していた工期が３カ月遅れ、２０１６年
３月の完成、同年７月の開館、工事費も約３０００万円増額となり
ました。今回工期が遅れれば今年度、そして今までの国補助（約
１２億円）を返還しなければならなくなるため、賛成させていただ
きました。市当局へはしっかり今回の工期が遅れたことを検証し、
市民に伝える責任がある！と訴えさせていただきました。
ただ、今回採用されなかったことは、新文化複合施設に行政機能の一部を移すことです。現在の計画は
図書館２８万人、ギャラリー４万人の計３２万人を想定していますが、市民窓口などの行政を持って来れ
ばさらに利用者がさらに増えると確信しています。また、米沢市内には大型の屋内遊戯施設がありません。
子供達の遊ぶところを設置すればさらに数万人が利用できる施設となるはずでした。非常に残念です。

せください。

８月 日に窪田コ
ミュニティセンター
で第１回市政報告会
を開催させていただ
きました。主に議会
での活動状況や問題
点、課題点などを報
告、意見交換をさせ
ていただきました。
参加者の皆様から
は、 米 沢 市 の 状 況
や地域課題などの
他、激励のお言葉を
いただき、大変感謝
の気持ちでいっぱい

第１回市政報告会を開催しました！！
30

今回初めて、市全ての事務、事業内容を見させていただきました
が、同じ財源でもよりいい活用の仕方があると確信しました。例え
ば、まちなかイベント補助金ですが、これま現在西条天満公園を中
心とした地区が対象となっています。しかし、上杉まつりをはじめ、
各種イベントは伝国の杜でも開かれています。この補助金の対象範
囲を広げることで更なる可能性が広がると信じています。
ちなみに、市内でイベントをする場合、市で補助メニューを出しています。金額は上限３０万円ですが、
実質は２０万円程度。まちなかイベント補助金は上限５０万円というものです。なぜこうなったかといえ
ば、３億３０００万円かけて作った西条天満公園の利用者数が低いため、補助金が創設されました。この
ようなことを繰り返していれば市の財源は枯渇してしまいます。より有効活用し、米沢のためになること
に励んでいただきたいものです。今回指摘させていただいた点については、しっかり来年度の予算で反映
していただきます！！

【市立病院建替特別委員会】

です。お忙しい中お
越しくださいまし
てありがとうござ
い ま し た。 次 回 は、
２０１６年春頃を予
定しております。次
回のテーマは「市立
病院」
「
（仮称）道の
駅 よ ね ざ わ 」 な ど、
今注目を集めている
内 容 を 検 討 中 で す。
ぜひ、ご参加くださ
いますよう、よろし
くお願いいたしま
す。

市政報告会の写真から

今回も具体的な建設候補地は示されませんでした。構想が上がっ
てから２年が経とうとしています。本当に対応が遅いと思います。
示された内容は、病院建設の工期としては、実施設計から５年半程
度がかかる予想です。例えば今（２０１５年１２月）候補地が決まっ
ても２０２１年６月以降に建つことになります。候補地選定が遅れ
ればその分だけ遅くなります。市立病院の診療棟に関しては耐震基
準に達していません。万が一、
今災害が起こったらどうなるのでしょうか？市民意見の中に「県立病院」
「公
立病院」など、病院運営に関してもご意見をいただいております。しっかりと工期短縮策と財源確保、自
立した運営ができるような体制作りを提案していきます。

