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米沢市財政健全化計画（案）に係るパブリック・コメントの結果 

 

 

１ 募集対象計画等 

  米沢市財政健全化計画（案） 

 

２ 募集期間 

  平成２７年１０月５日（月）～平成２７年１０月２６日（月） 

 

３ 意見の提出者数及び件数 

  提出者数３９名／提出件数５２件 

 

４ 意見の内容及び意見に対する回答 

  次ページ以降に記載しています。 

 

５ 修正について 

  次ページ以降で修正有とした項目に加え、市議会及び行政経営市民会議からの提言等を可能な範囲で計画に反映する予定です。 
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意見の内容及び意見に対する回答 

№ 意    見 市の考え方 
修正の 

有 無 

1 【「職員数の適正化」に関する意見】 

○職員定数と組織のスリム化、業務の見直し改善改革は経営の基本、車の両

輪であり、民間企業には今や定員定数の考え方は存在しません。役所とて

例外でなく、柔軟な新たな視点発想が求められ、業務分掌の大胆な見直し

改革や切り捨て、権限の下部移譲等とどこまで踏み込めるかに掛っていま

す。障壁を取り除き働く者が活き生きと働き甲斐のある職場環境づくりが

重要です。 

 これまで本市は、組織のスリム化については課の統廃合や係制を廃止して

担当制を導入する等の取組みを進め、業務の見直し改善改革については民間

への業務委託、指定管理者制度の導入等を進めてきました。 

 また、本市が直接行うべき業務の遂行に必要な職員数については、多様化

する行政需要に対応できるよう、毎年度、組織のスリム化、業務の見直し改

善改革を行った結果、平成７年度と比較して平成 27年度までの 20年間で職

員数を 227 人（18.5％）削減（うち平成 24 年度からの消防広域化による消

防職員の職員数の削減は 105 人）しました。 

 また、類似団体（人口規模や産業構造が同じ規模の団体）の職員数を本市

の人口に置き換えて算出すると 456 人となりますが、本市の職員数 383人は

この値を下回っており、これは組織のスリム化、業務の見直し改善改革等を

続けてきた成果の一部と認識しています。 

 今後もこのような行財政改革に取り組み、簡素で効率的な組織、機構への

変革を続けていくことで、健全な職場づくりに努めていきます。 

無 

2 【「紙おむつ給付事業の見直し」に関する意見】 

紙おむつ給付事業の見直し 

上記事業の見直しに加えて高齢者はり、きゅう、マッサージ等助成事業も

廃止を前提にした見直しが必要と考えます。 

紙おむつ給付事業については、寝たきり高齢者等が清潔で快適な臥床生活

を過ごせるよう支援するとともに、その介護を行う家族等の負担軽減を目的

として、また、高齢者はり、きゅう、マッサージ等助成事業は、高齢者の健

康保持を目的として実施している事業で、どちらの事業も多くの方に御利用

いただいています。今後も利用者のニーズを把握しながら、事業の必要性や

効果を考慮し、事業の見直しについて検討していきます。 

無 

3 【「除排雪対策の工夫」に関する意見】 

除排雪対策の工夫について 

具体的な施策案 

民間ディベロッパー開発の分譲地の市道認定凍結及び事業者負担金制度

の創設 

 

≪趣旨≫ 

開発行為等で行う宅地分譲の市道認定を凍結すれば除排雪経費が削減で

きるのではないか。また、排雪しなくて済むように、緑地とは別に雪を置く

スペースを開発者に義務付けたらいかがか。 

市道の認定を行う道路は、米沢市市道認定基準に関する要綱に基づき不特

定多数の人が利用する等の公共性を有する道路となります。 

従いまして、民間ディベロッパー開発の分譲地の市道認定においても、事

前に公共性の観点から審査を行い市道の認定をしています。また、開発者へ

の事業者負担金制度や雪置きスペースの確保（義務化）については都市計画

法を遵守しながら現地の周辺環境をあわせて考慮し、開発者の同意を得る必

要があることから一律の対応が難しい状況です。 

なお、市道認定後の除雪については、当該地区からの除雪の要望に基づき

市が実施していますが、排雪については地元除排雪協力会や町内会の協力に

より、積込運搬排雪の場合はトラックの運搬経費を、重機による押し雪排雪

の場合は全経費の概ね３割分を負担していただき実施しています。 

 

無 
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4 【「その他の補助金・負担金の見直し」に関する意見】 

その他の補助金・負担金の見直しについて 

全体で削減額が 40 百万円となっていますが、削減額の内訳が明示されて

いません。また、例示として「ぶらり米沢里帰り事業負担金」が挙げられて

いますが、何故削減・廃止の対象となったのか説明がありません。せっかく

の機会ですので、この際、全ての事業負担金、市単独補助金について、その

必要性、事業効果を再点検しつつ、平成 28 年度１年間は子育て支援関係を

除き、原則としてすべての負担金、補助金全廃とするぐらいの覚悟が必要と

考えます。 

 ぶらり米沢里帰り事業については、本市の歴史、文化、自然などをはじめ

とする豊かな地域資源を活用し、もう一度米沢を訪れるきっかけをつくる目

的で実施している事業ですが、参加者にはリピーターも増えてきているた

め、当初の目的は達成していると判断し見直しを図ろうとしているものです。 

このように、補助金や負担金の事業効果や公益性、必要性の観点から見直

しを検討したもので、法令等に定めのあるものや市の義務的な負担に係るも

の、市民の安全・安心に関わるものを除いて、関係団体等の理解を得ながら

聖域なく見直しを図ろうとするものです。見直しについて、これから関係団

体等との協議を始めるものもあるため、削減しようとしている補助金等をす

べて開示できる段階にありません。また、たとえ平成 28 年度限りとしても、

公益性のある補助金等を全廃することは市民生活への影響が大きく現実的

ではないと考えています。 

無 

5 【「老人福祉センター寿山荘の廃止」に関する意見】 

寿山荘は、高齢者の交流と憩いの場として必要ではないでしょうか。 

楽しみにしている方々のためにぜひ存続させて下さい。 

（ほかに、存続要望の意見として 31件） 

多くの存続要望の意見があったことを踏まえ、利用者等の御理解が得られ

るよう、より丁寧な説明を行う必要があると考えたことから、「老人福祉セ

ンター寿山荘の廃止に向けた検討」と改め、廃止の時期については、利用者

等の理解を求めながら検討していきます。 

有 

6 【「老人福祉センター寿山荘の廃止」に関する意見】 

老人福祉センターについて 

米沢市老人福祉センターは米沢市には小野川温泉に寿山荘としてただ１

ヶ所あるだけです。 

これから老人が多くなるのに老人福祉センター寿山荘が廃止と聞きおど

ろきました。逆にセンター的要素のある施設を各地域に必要と思います。特

に寿山荘は温泉があり特別です。温泉を利用した施設を無くさないで下さい。 

現在の寿山荘は老人クラブ初代の方々の意志の賜物で各クラブより寄付

を募り建設された施設であります。 

市内各老人クラブの方々より意見を聞いてください。 

 №5 での回答のとおり修正するとともに、建設当時に御寄附を頂いた老人

クラブの皆様には丁寧に説明し、御理解を頂けるように努めていきたいと考

えています。 

有 

7 【「老人福祉センター寿山荘の廃止」に関する意見】 

寿山荘の廃止については、赤字が大だからの理由だけでは納得が出来るも

のではありません。約 50 年前、当地に建設された時期、老人福祉の為にと

市当局より強い要望があり、地元の関係者、市民の多数の方々より多大なる

御寄付によって運営されてきた訳でその方々にとっても非常に残念な事で

あると思います。高齢化社会の今だからこそ、福祉の為に知恵を出し合い存

続して頂きたいものです。 

 №5 での回答のとおり修正し、高齢者の健康増進の施設としての寿山荘建

設に賛同し、御寄附を頂いた市民の皆様、建設に御尽力いただいた皆様にも

御理解をいただけるよう丁寧に説明するとともに、地域のコミュニティセン

ターや民間施設の活用を関係機関と協議し、今後も高齢者の健康増進に努め

ていきます。 

なお、寿山荘については、築後 48 年を経過し建物及び設備の老朽化が著

しいことから廃止に向けた検討を行うものです。 

有 

8 【「敬師児童センターの用途変更」に関する意見】 

「敬師の里」山上、この名称は、この地に居住する地区民にとって、昔か

ら言われてきた敬称の何ものでもありません。 

 歴史ある「敬師の里」山上の地にあって、またその名を頂き「敬師児童セ

ンター」が開設されて 50 年となりました。地区の方々に愛され、数多くの

子ども達が敬師児童センターを巣立っていきました。敬師児童センターが地

無 
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今から 220 年前、山上村羽黒道（現 羽黒神社付近）は、九代藩主上杉鷹

山公と師であられる細井平洲先生が３度目の米沢訪問をされた時に感激の

対面をされた場所であります。平洲先生 69 才、鷹山公 46 才、感激にむせび

泣き「先生、ご安泰」とただ一言、お二人は感涙の対面をしました。まさし

く師弟の情愛の何ものでもありませんでした。 

それを持って、昭和 10年文部省は、この地を「上杉治憲・敬師郊迎の地」

として指定されたのであります。昭和 50 年、講談会の長老・宝井馬琴がこ

の地を訪れて、一席の講談にまとめ全国に紹介し、普門院・羽黒神社を中心

としたこの地を「敬師の里」として発進したのであります。 

今、敬師児童センターがパブリック・コメントの中で用途変更が示され、

我々は、このセンターを「敬師の里」センター（会館）として利用できれば、

地区にとって最高の宝物になると信じております。 

平成 25 年、米沢市は「輝くわがまち創造事業」を推進されました。我が

山上地区は、「敬師の里未来づくり委員会」として事業を行ってまいりまし

た。来春でこの事業が一定の区切りを迎えますが、まちづくりは夢半ばであ

り、ここでやめる訳にはいかないと考えてまいりました。それには、ＮＰＯ

法人を立ち上げ、事業を継続するしかないのではと思っております。 

敬師児童センターを「敬師の里」センター（会館）として利用できれば、

その中で子どもからお年寄りまで地区民全員が活用できます。子ども達の放

課後児童クラブ、子育て支援事業、若者・児童を対象にした敬師太鼓の育成、

お年寄りのふれあいサロンなどをセンター（会館）の中で行うことによって、

親・子・兄弟を敬う心が養われていくのではないでしょうか。 

姉妹都市であります東海市の太田川駅広場に、昨年普門院に建立された

「敬師の像」と同じ像が、今年建立されました。10月３～４日、その竣工・

除幕式に参列してまいりました。東海市民の皆様は、人間の心・精神の支え

として平洲先生の教えを胸に刻み、尊敬されておられます。「勇なるかな、

勇なるかな」と平洲先生は鷹山公に語り続けられました。その師弟関係こそ

「敬師のこころ」であった様に感じてまいりました。 

敬師の里未来づくり委員会の事業は、大きく４つの部会に分かれ事業を推

進してまいりました。歴史街道の整備（現在は板谷まで、将来は福島まで）、

普門院・羽黒神社を中心とした街づくり、直江石堤対岸に四季の花咲く海老

ヶ沢愛ランド、そして健康で安心・安全な街づくり、スポーツの育成であり

ます。これを継続するためにも、補助金・委託料の対象となるＮＰＯ法人を

立ち上げるしかないのであります。 

鷹山公と平洲先生、名球会の大投手皆川睦雄投手と遠藤浩先生は、これま

さに師弟関係そのものです。 

区にとって大きな役割を果たしてきたことは、市としても十分理解していま

す。 

また、地区の方々におかれましては、「敬師の里」の継承、維持、保存の

ため、「敬師の里未来づくり委員会」を立ち上げられ、様々な事業を実践さ

れていられること、地域づくりの先駆的地区であると感じています。まちづ

くり、人づくりは、終わりのない事業であります。継続していくことが、さ

らなる地域の活性化につながっていくものと信じています。ＮＰＯ法人立ち

上げの話など、地区の方々の未来を見据えた積極的な行動に対し、敬師児童

センターを活用していただくことも、有効であると考えられます。皆様に愛

され、活用されてこそ生きた施設となります。 

この度頂きました御意見も含め、今後の施設の利用に関しては、地区の

方々との話合いの中でより良い利用となるよう検討していきたいと考えて

います。 
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毎年、東海市全市の中学校の 1,200 名以上の生徒が、修学旅行で来訪され

ます。この「敬師の里」に来れば、師・親を敬う心が学べる、という場所を

作りたいのであります。 

最後になりましたが、年一回、敬師の日を設け、ライトアップコンサート

の末長い盛会を望み、是非敬師児童センターを「敬師の里」センター（会館）

として利用されんことを切にお願い申し上げます。 

9 【「指定管理業務の見直し」に関する意見】 

指定管理業務の見直しについて 

コミュニティセンターの運営費（指定管理費）が２億８千万円も計上され

ていたとは正直驚きました。コミセンが果たす役割は認めますが、生涯学習

といいつつ事業の大半が高齢者の趣味活動であり、本来受益者負担で運営す

べき事業だと考えます。運営費の二分の一カットといった大胆な削減と、地

域ボランティアによる自主的な運営へ移行を推進すべきと考えます。 

 本市のコミュニティセンターは、17 館の本館と１館の分館（関地区）が

あり、この経費は大きく分けて、施設の維持管理に要する経費（人件費と物

件費）と自主事業に要する経費となります。 

本市のコミュニティセンターの経費が他市と比較し大きくなる要因とし

ては、施設の維持管理から運営までを指定管理者の業務としていることにあ

ると考えています。平成 26 年度における指定管理料は２億 8,714 万 1,282

円で、その内訳は人件費が１億 6,134万 5,076円（約 56.2％）、物件費が１

億 1,003 万 6,846円（38.3％）、自主事業費が 1,575万 9,360 円（約 5.5％）

となっています。 

 各コミュニティセンターには３名（西部、南原は４名）の職員を配置して

おり、施設の維持管理業務、貸館業務のほか事業運営を行っています。17

地区全体の施設利用者は、平成 26年度で 292,820人、25 年度で 298,834人

となっており、各種団体の会議や自主サークルの活動、企業の研修会等様々

な団体・個人に御利用いただいています。 

 また、各館で実施している自主事業につきましては、平成 26 年度には現

代的課題や地域課題に対応した防災講習会のほか、生涯スポーツ教室といっ

た成人一般向けの講座が 130 講座（986 回）、自然体験活動や通学合宿など

の青少年育成事業が 51講座（244 回）、子育て支援講座や子育て世代の交流

事業などの家庭教育事業が 11 講座（20回）実施しており、それぞれ 16,870

人、6,181人、709人、合計 23,760人の受講者を得ています。このように本

市のコミュニティセンターは、地域コミュニティ醸成の拠点施設として、ま

た生涯学習、社会教育の拠点施設として、社会教育法第 20 条に規定すると

ころの住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、

社会福祉の増進に大きく貢献、寄与していただいています。 

この自主事業費については、今年度、対前年度比 10％の減額をして実施

してきており、平成 28年度もさらに 10％の減額に取り組む予定です。 

このような中にありながらも各地区においては、受益者負担の考えに立

ち、事業の質を下げることのないような創意と工夫がなされ事業を実施して

います。 

 

無 
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 また、自主事業の内容は、御指摘のあった高齢者を対象とした事業だけで

はなく、家庭教育事業や子育て支援事業、青少年教育事業や地域づくり活動

などを催しています。各地区が持つ独自の特色ある資源を生かし、住民自ら

がまちづくりに参画しようとする主体性を尊重しながら、幅広い年齢層を対

象に学びの機会を提供できるよう努めています。 

さらにその費用（教材費、材料費、飲食費等）は、実費徴収とするなど、

関係団体や受講者（成人対象の講座等）に適正な負担をいただくような運営

を推進していきます。 

10 【「市立病院事業負担金の抑制」に関する意見】 

米沢市立病院を閉院する 

今の収支では市の負担になるだけであり、新病院建設の負担も重すぎ、現

実的ではない。 

職員は公立置賜総合病院と三友堂病院に移動する。 

 市立病院は、置賜二次保健医療圏内（置賜地域）で公立置賜総合病院とと

もに基幹病院の役割を担い、本市を中心とする医療圏の中核的な病院として

地域住民の期待に応え、良質な医療を安定的に提供し、公立病院として地域

の高度医療や救急医療等の不採算部門も併せて担っています。 

 特に、夜間・休日の救急医療は本市では、三友堂病院、舟山病院と市立病

院の輪番制で行っていますが、市立病院は、そのうち約半分を担当しており、

さらに、輪番日以外の日でも態勢を整え、救急患者を受け入れています。 

 また、市内の病院で小児科・産婦人科があるのは、市立病院のみであるこ

とから、当該救急については、夜間・休日診療所では対応ができない患者を

毎日受け入れている状況です。 

 不採算部門である救急医療を１年３６５日切れ目なく提供することを民

間病院のみで行うことは難しいと考えられ、さらに、本市から公立置賜総合

病院までの距離を考えると、市民が安心して暮らすことのできる環境とは言

えません。 

 建替には多額の事業費が必要となりますが、建替後も病院事業を持続でき

るよう十分に検討の上、建替を進めていく考えです。 

 今後も引続き、公立置賜総合病院とともに基幹病院の役割を担い地域の民

間病院や地元医師会との連携を一層推進し、公立病院としての役割を果すた

めにも新病院建設に向けて計画を進めていきます。 

無 

11 【その他の意見】 

案の中に、どうして市議会議員の議員報酬削減案がないのですか。  

ずっと携わってきていた議員にも責任があるのは当然だと思います。  

何の為の議員なのでしょう。  

市民の為というのなら、責任を取るべきです。  

職員給与の減額というのなら、それよりも議員の報酬削減の方が先という

気がします。  

提案ですが、  

「議会の時だけの、日当制」というのが一番良いと思います。  

財政健全化計画（案）には、議員報酬削減について記載していませんが、

平成 26 年度の収支悪化を受け、議員の報酬及び手当についても、市議会の

協力を頂き、平成 27 年度から８％の減額に取り組んでいます。平成 28、29

年度においても、この率を基本とした減額を行い、約 2,800 万円の効果額を

見込んでいます。 

このことから、計画案 24 ページ「（１）職員人件費の抑制」を「（１）職

員人件費等の抑制」に改め、②の次に③として「議員報酬の減額」の項目を

加え、効果額についても反映します。 

 

有 
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「福島県矢祭町」で実際に行われています。  

このような状態になるまで放置してきた議員にも大きな責任があります。  

（一番は市長でしょうが。）  

「日当制」にし、市民に覚悟を示してください。  

そうでなくては見直しばかり市民に押しつけられている状態で、不満ばか

りが出てくると思います。 

御指摘の議員報酬の日当制については、市の予算の節減等につながる見方

もありますが、地方自治の専門家からは、議会や議員の活動が不活発になっ

たり、市民が議員に立候補しにくい環境を作りかねないという懸念が指摘さ

れています。 

また、議員報酬のあり方については様々な議論や御意見等もあることか

ら、総合的に調査研究していくため、平成 27 年６月に議長諮問機関として

「議員定数・報酬検討委員会」を設置し、人口動態、高齢化率、地方財政指

標など、多面的な角度から協議・検討を行うこととなりました。検討結果の

内容につきましては、平成 28 年に開催される議会報告会までに取りまとめ、

市民の皆様からも御意見等をお伺いしたいと考えています。 

本市議会では、市民に開かれた議会や市民の負託に応えられる議会を目指

し、平成 25 年４月に議会基本条例を施行しました。市民の皆様の様々な考

え方や要望を市政や市議会運営に反映させるためには、市民の負託に応えう

る多様な人材が市民の代表として議員となることが必要です。 

本市議会におきましては、議員の定数や報酬、議会運営のあり方など、今

後も市民の皆様の御意見を承りながら、不断の議会改革に努めていきます。 

12 【その他の意見】 

○議員定数の 30 パーセントの削減を求めたい、議員定数は員数在りきでは

ないことが、今次問題を通し明らかとなった。又、財政破綻下の行政組織、

人口減少下の実態に於いて、当然の事ながら良識と大英断が求められる。

又、議員報酬の削減と対象期間の見直し延長を求めるべきである。 

これまで本市議会では、議員定数を、昭和 58 年、平成 11 年、平成 19 年

に４名ずつ削減し、現在 24 名となっております。議員定数のあり方につい

ては様々な議論がありますが、御指摘の議員定数及び報酬の削減について

も、多くの御意見を頂いています。 

議員報酬の削減については、財政健全化計画（案）には、議員報酬削減に

ついて記載していませんが、平成 26 年度の収支悪化を受け、議員の報酬及

び手当についても、平成 27 年度から８％の減額に取り組んでいます。平成

28、29 年度においても、この率を基本とした減額を行い、約 2,800 万円の

効果額を見込んでいます。このことについては、№11 での回答のとおり修

正します。 

市議会は、合議制の意思決定機関として、市民の多様な意見を市政に反映

し、二元代表制のもとで市政の監視機能を果たすという重要な使命がありま

す。また、地方分権の進展に伴い、国・都道府県から多くの権限が市に移譲

されつつある今日、市議会の果たすべき役割は今後ますます大きくなること

が予想されます。 

一方で、長引く景気低迷による税収などの減少、少子高齢化の進行による

社会保障費の増加など、本市の厳しい財政状況も考慮する必要があります。

こうした時代の潮流や御意見など、総合的に調査研究していくため、平成

27 年６月に議長諮問機関として「議員定数・報酬検討委員会」を設置し、

人口動態、高齢化率、地方財政指標など、多面的な角度から協議・検討を行

有 
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うこととなりました。検討結果の内容につきましては、平成 28 年に開催さ

れる議会報告会までに取りまとめ、市民の皆様からも御意見等をお伺いした

いと考えています。 

本市議会では、市民に開かれた議会や市民の負託に応えられる議会を目指

し、平成 25 年４月に議会基本条例を施行しました。市民の皆様の様々な考

え方や要望を市政や市議会運営に反映させるためには、市民の負託に応えう

る多様な人材が市民の代表として議員となることが必要です。 

本市議会におきましては、議員の定数や報酬、議会運営のあり方など、今

後も市民の皆様の御意見を承りながら、不断の議会改革に努めていきます。 

13 【その他の意見】 

学童保育事業の委託費の見直し 

学童保育所によって、提供されているサービスの内容や質にばらつきが大

きく、運営自体も透明性が確保されていない状況にあると考えます。サービ

スの質、運営方法等に関する基準を設け、一定水準以下の学童保育所への委

託料を削減する措置が必要だと思います。 

今年の４月から「子ども・子育て支援制度」がスタートし、放課後児童ク

ラブ（学童保育所）の運営についてもその制度に則っています。 

市では「米沢市放課後健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める

条例」を制定し、事業者はこの条例で定めた基準に基づく運営を実施するこ

とになりました。 

頂いた御意見のとおり、運営の透明性、運営の一定の水準の確保は市とし

ても重要なことであると考えています。条例で定めた基準に基づく運営とな

るよう事業所に対し指導していきます。 

無 

14 【その他の意見】 

学校給食の民間委託 

直営調理から民間委託への切り替えを一刻も早く実施すべきと考えます。 

 学校給食業務のあり方については、庁内における協議を行うとともに、市

民の皆様からの御意見などを踏まえて検討していきます。 

無 

15 【その他の意見】 

１．財政改革への基調と全体的な意識改革の必要性について 

○米沢市（市役所）全体としての組織的に危機意識に欠けるものがあり、先

ず各部署の意識合せを図る必要がある。 

○財政改革（再建）は相当広範に及ぶものであり、その改革の焦点は全ての

業務全般にわたり、業務の大胆な見直しと現状業務の否定切り捨てが出来

るかである。 

○今次財政改革再建は市民の理解と協力なしでは到底成し得ない、緊迫した

切実な問題であり、大胆な現状サービスの見直しと廃止、新たな市民への

行政サービスは愚か、新規事業の制限や抑制と他市並みの行政サービスが

不可能になる事態等の周知を図ることも大切である。 

 昨年 10 月、財政運営にこれまでにない強い危機感を持ったことから、い

ち早く平成 26 年度の財政見通しを公表し、従来の行財政改革による取組み

を超えた財政健全化施策を全庁的に推進しているところです。 

 御意見のとおり、財政健全化は市民の御理解と御協力なしでは成し得ませ

んので、今後とも、必要に応じて市民周知を図りながら進めていく考えです。 

無 

16 【その他の意見】 

２．財政改革を余儀なくされた要因と責任の所在について 

○市長を筆頭に自己の職務の重要性を自覚せず、無為無策な放漫経営の積弊

と厳しく指摘したい。市民の負託に応えきれず裏切る結果に陥った事態を

より厳しく受け止めるべきである。 

 社会情勢の大きな変動等の影響により、従来の行財政改革による取組みだ

けでは財政運営を持続することが危ぶまれる状況になり、市民の皆様に御心

配をお掛けする事態となりましたことは誠に申し訳なく思っています。 

本市の将来を見据え、まずは早期に収支改善を実現することが行政の責任

と考えています。 

無 
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○財政確立の担当部署の存在と責務の遂行が日常的にどのように発揮進言

サポートされて来たのか、担当部署の責任も重大である。 

○財政のガイダンスプロも存在せず責任所在も不明確に推移させることは、

今後の財政再建にも結びつかずキャパシティー能力の発揮確立が焦眉の

急である。 

○市政執行や財政の健全化確立について、市議会の自覚と職務発揮の希薄さ

が随所に見られ、今次問題に関するチェック機能を果たし得なかった議会

責任も重大である。 

 

【市議会の考え方】 

本市議会においては、これまでも議決機関としてのチェック機能を果たし

ながら議論を尽くし、より良いまちづくりに努めていますが、地方分権が進

展する中、議会と市長の「二元代表制のあり方」が改めて問われており、特

に市民の代表機関である議会の機能強化が求められています。 

この度、本市議会としても、この厳しい財政状況を克服していくために、

財政健全化に対する考え方を発信していく必要があると考え、平成 27 年６

月に議長諮問機関として「財政健全化検討委員会」を設置し、市長へ提言書

を提出いたしました。今後とも、平成 25年４月施行の議会基本条例を基に、

市民の皆様の御意見や御要望を市政や市議会の運営に反映させ、さらに様々

な角度からチェックを行う等、今後とも議会の機能強化を図っていきます。 

17 【その他の意見】 

３．今後に向けた財政健全化策と急がれる課題について 

 各年度経常収支率の黒字化と取り崩し基金積立金の修復及び、健全化に向

けた積立金の確立観点からと、市が各戸へ配布した改善化策となるべくダブ

らない立場から 

○行政の首長として、何よりも強いトップマネージメントとトップセールの

基本施策として、実践実行力が健全化へのキーポイントである。 

 頂いた御意見については、参考とさせていただきます。 無 

18 【その他の意見】 

○当地米沢は自然環境豊かな歴史と文化ある城下町として、四季の移り変わ

りも素晴らしく、吾妻 10 湯やグルメ食文化にも恵まれた、産学一体の観

光客の多く訪れる落ち着いた観光の街でもあります。しかし、観光客の多

くは上杉神社参拝と城史苑での手土産程度の通過形で滞在形ではありま

せん。 

何故なのか行政と経済界の一体となった手だて対策が求められていま

す。 

○当米沢市は県南玄関口とし置賜３市５町の連携とネットワーク化を図り、

地方創生のこの時代、これまでを振り返り先進地に学びながら、魅力ある

特色ある米沢ならではの街づくりが急がれます。同時に現在進められてい

る道の駅も極めて重要な事業であり、置賜全体の相乗効果を成すものとし

て、よりコンセンサス図り、多くの観光客から喜ばれる施設街づくり成っ

て欲しいと願っております。 

○多くの市民観光客が訪れる城史苑等を中心に、気軽に散策や食べ歩きが出

来る、米沢が味わえる歩行者天国のような通りがあってよいのではとよく

言われ、米沢の街の中心地はどこだ、一体どこへ行ったらよいのかと聞か

滞在型観光につきましては、本市としても課題であると認識しており、現

代の様々な観光ニーズに応えるべく、既存の観光資源を活かすとともに、新

たな魅力を盛り込みながら、まち歩きや体験型観光などを関係団体等との連

携のもと推進し、滞在時間を長くする仕組みづくりなどを考えています。 

新道の駅につきましては、「オール米沢（置賜）を体感・創造・発信する

道の駅」をコンセプトに、県南のゲートウェイ、置賜の広域観光等の総合観

光案内窓口として整備を県や置賜管内の市町等と連携を図りながら、進めて

いきます。 

松が岬公園周辺に食べ歩きができるような通りの整備は、現実的に難しい

かと思われます。しかしながら、城下町の風情が残る市街地ですので、まち

歩き観光等を促進しながら、米沢の良さを発信していきたいと考えていま

す。頂いた御意見も参考にさせていただき、今後も観光まちづくりを進めて

いく考えです。 

無 
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れますが、今では臍の緒を欠く街となり私自身も分かりません。これでは

観光地宣伝をしても通過形が分かる気がします。 

19 【その他の意見】 

○各種委員の削減と回数の見直し改善や、財政に鑑み報酬手当日当にも理解

と協力を得るものとすべきです。 

 本市における各種審議会等の委員については、それぞれの趣旨などに応じ

て、必要最小限の人数で委嘱をしているところですが、頂いた御意見も参考

とさせていただきたいと考えています。 

無 

20 

・ 

21 

【その他の意見】 

市報で提起した紙おむつの非課税世帯は当然のことで、市報の現行月２

回発行は１回にすべきであり、併せて地区委員の業務負担の見直しと報

酬の見直しすべきです。 

広報誌は、市民と行政が情報を共有するための大切な媒体です。市民にと

って必要な情報を、読みやすい量で適切な時期に伝えるため、現行の月２回

の発行は続けていきたいと考えています。 

なお、今年度は経費節減のため誌面構成を見直しました。１日号を「地域

発見版」として市民が登場する特集を掲載し、15 日号は「生活情報版」と

して表紙も使ってお知らせを集約し、広報誌としての親しみやすさ・読みや

すさを向上させながら印刷色とページ数を減らしています（15 日号の表紙

を４色→２色、12月１日号まで昨年度比 28ページ減）。 

また、地区委員の業務は「本市の行政情報を周知徹底し、受け持ち地区に

おけるまちづくりの意見や要望等を行政に伝える」というものです（米沢市

地区委員規則）。市民と行政との懸け橋役として、本市の広報広聴業務の一

翼を担っていただき、その対価として報酬を支払っています（非常勤特別

職）。このため、地区委員の業務・報酬の見直しは、本市の広報広聴業務そ

のものの見直しから着手する必要があります。 

中でも広報配布は負担の大きい業務です。今後は、広報の果たす役割を踏

まえながら市民にとってどのような発行形態が望ましいのか、他の媒体の活

用なども含めた多角的な検討と合わせて地区委員の業務負担の軽減が図れ

るよう検討したいと考えています。 

無 

 


