
市民懇談会（タウンミーティング）概要（竟成小） 

 

１ 日 時  平成18年10月１3日（金）19時00分～20時30分 

２ 場 所  竟成小学校体育館 

３ 出席者  一般市民 １９人 

４ 概 要 

（１）市長あいさつ 

（２）職員紹介 

（３）説明「合併後の市政に関することー香取市における税や公共料金の現状」    

   ・税務課長    加藤文雄 

   ・国保年金課長  吉岡桂枝 

   ・市民環境部長  椎名哲夫 

   ・上下水道部長  根本義郎 

（４）意見交換 

 ○大根地区 Ｉ 

   下水道、農業集落排水処理、水道料金について説明されたが、私たちは、全く利益

を受けていない地域である。 

生活雑排水の処理について、下水道の状況についての市の統計資料があるが、この

資料を見て不思議に思うのは、世帯別の資料ではなく、対人口比になっている。 

   市の統計によると、佐原区域だけを言えば、下水道の状況は16年の4月現在、51.3％

になっている。佐原区域は約 1 万 5000 世帯あるが、6000 世帯が公共下水道区域、香

西は残りの9000世帯に入っており、公共下水道の計画にも入っていない区域である。   

都市計画税の説明があったが、上下水道の計画の中に入っていないのに税金だけ払っ

ている状況である。 

私たちの集落は自然集落なので、公共下水道をもってくるには、不経済な面もある

と思う。当然、市の行政でも言われるとおり、浄化槽処理もあるが、その統計資料を

見ても、人口別の統計はあっても、世帯別の統計がない。 

計画を立てる側の行政で、どうして世帯別の統計を持っていないのか。香西で言え

ば、2466名、1242世帯あり、この中で何件の世帯が浄化槽を使っているのかという数

字があって当然だと思う。各地域の積み重ね、世帯別の数字が出て初めて、生活雑排

水の処理という計画ができるのではないかと思う。 

   行政として、住民のことを考える基礎的な部分であり、環境安全課へ行っても、そ

こまでの数字はないと言うが、その部分まで知らなければ、住民の生活を本当に考え

ているのかと疑問に思わざるをえない。 

   上下水道の負担金について説明があったが、現状を率直に理解できる資料を作るよ

うに心がけていただきたい。下水道区域を広げることは当然として、それに馴染まな

い区域については、浄化槽を普及させる。そのため行政では、どのような計画を立て

るのか伺いたい。 

 



◇上下水道部長

 ただ今のご指摘は、常日ごろ課題にしてはいるが、頭の痛い課題である。 

 水道事業について、水道は下水道と少し異なり、市役所の組織の中で水道事業を実

施している。いわゆる公営企業法を適用し、民間で言えば会社であり、従って、収益

の確保をした経営をしなければならない。 

 そのため、給水計画を考える上で、設備投資等、どうしても採算性が見えないと慎

重にならざるを得ないのが現状である。これまで、タウンミーティングを行ってきた

地域も、全くの空白地域であり、そういうご要望も聞いている。そういう訳で、旧佐

原市としては、慎重に構えてきた状況であった。 

 しかし、市長からも合併をしてスケールメリットがあるはずであり、そういう中で、

全体見直しを再度検討するよう指示を受けている。現在、給水計画や人口、区域、経

営計画、設備等の老朽度合いなど検討しながら、少しでも皆さんの期待に応えられる

よう、具体的な検討に入っているところである。 

 ただし、どこまで区域を広げるのかは、 終的には経営に関わることなので、今日

のところは具体的に申し上げられないが、市長の下で具体的な検討に入っているとい

う情況を報告させていただく。 

 また、当該区域に水道を普及する場合、当該住民の皆さんの意向と市の方針がかみ

合って初めて経営が成り立つものと考える。具体的には、接続していただかないと配

水管を敷設しても赤字になってしまう。 

 この地域の場合、この小学校の周辺まで、新興団地は水道が入っている。与倉地先

も本村の市道は配水管を敷設してあるが、与倉集落については、残念ながら井戸水が

まだ良質なため、すぐに接続していただけないのが現状である。また、５１号線も観

音入り口まで本管が入っているが、事業所系統でも、まだかなり接続されていない状

況である。そういうことを加味すると、大変頭の痛い課題ではあるが、全体見直しを

する中で検討させていただきたい。 

 一方、下水道の件について、市長の指示により、汚水処理計画を見直すことになっ

ている。現在、汚水処理の手法として、公共下水道、農業集落排水処理施設、合併浄

化槽の３点で汚水対策を講じている。 

 いずれも下水道の場合は、国の直接的な指導があり、計画的にこのエリアまでにす

るように等、いわゆる財政的な問題があるため、市単独での判断で、なかなか決めづ

らいところがある。そういう下で、公共下水道区域以外の所、農業集落排水処理施設

区域以外の所、これをどう進めていくかというと、補助金が付いている合併浄化槽が

ある。 

佐原区の現在の合併浄化槽の設置状況は、全体では2060基である。香西地区で何基

かという点は、本日は資料を持ち合わせていないので、ご容赦いただきたい。また、

2060基の内、国庫補助により設置されたものが1160基、単独で設置されたものが900

基という数字を把握している。この他、コミュニティプラントに類似した共同処理施

設が瑞穂台団地、大戸の西部地区にあるというのが現状である。 

  

 



○大根地区 Ｉ 

就学援助制度について、就学援助は国の法律に基づいた制度で立派な制度であるが、

不思議に思うのは、市では申請書を作っていないこと。この制度を活用するにあたっ

て、個人が申請書を書かないのはおかしい。 

今のやり方では、校長に申し出て、学校から教育委員会に伝え、教育委員会が制度

に基づいて就学援助を活用する仕組みのようである。 

 本来、どういう制度であれ、税金を基にした制度を活用する場合には、住民の申請

があって当然である。事務的には行政なりにやり方があると思うが、対住民の立場か

ら言えば、申請書がないのは不思議なことだ。 

 他の市町村の資料等を取り寄せて、行政の方と何度も話しをしている。申請書を作

るのは、何も難しいことではない。この問題を提起してから、３ヶ月、４ヶ月になる

が、まだ申請書ができていない。 

 就学援助を申請する場合、一昨年までの法律では民生委員が関与することになって

いたが、昨年から改正されている。ところが佐原では、去年も今年も、民生委員が実

地調査することになっている。民生委員が関与することは、人権的にも問題があって

法律が改正されたわけであり、是非改善していただきたい。また、教育委員会と民生

委員に係わる社会福祉との連絡体制が不十分である。 

 それらを含め、就学援助の申請書を１日も早く作ると同時に、制度について、わか

りやすく説明するよう改善していただきたい。 

◇教育長

 今まで、要望の受領方法については、書式・書類があるが、その件について、引継

ぎがなかったので、早速調べさせていただきたい。 

 ◇市長 

   他の地域では、申請書はできているのか。 

（立派なものがある。横浜の例では、丁寧な説明も書かれている。） 

 わかりました。すぐに資料等揃えて確認したい。 

 

○大根地区 Ｉ 

 行政協力員について、住民の立場では、住民の生活に役立つために行政協力員がい

ると考えている。しかし、行政では、行政協力員を利用しようという側面を感じる。 

昨年のことだが、区長が役所に挨拶に行った際、担当者から、大根地区からは、毎

年多くの要望があり、とてもやりきれないので、行政協力員の方で吟味してほしいと

言われた。 

 市では、毎年、住民から要望事項を聴いている。確かに多くの要望を出しているが、

贅沢なことではなく身近なことであり、改善すべきことである。私たち住民は、これ

は、制度であると受け止めている。行政では、行政協力員の制度をどのように考えて

いるのか疑問を感じる。 

 ◇市長 

   行政協力員の会合へは、全て出るようにしている。行政協力員の方々から、何十年

来、要望しているというお話を伺っており、多岐にわたる項目がある。 



私のところには、490 の要望がきている。新しい香取市としては、精査してくれと

はいってはいない。 

 

○大根地区 Ｉ 

市の戦没者追悼式の計画の内容について、役員の方の話では、遺族会で検討して決

定したとのこと。 

 市の主催で行われる戦没者追悼式が、どこで、どのように計画が立てられているの

か。宗教団体や民間団体など、すべての関係者が参加して、全市民的な戦没者追悼式

を計画するというのが当然だと思う。 

市が、本当に戦没者追悼式の意味を住民の方々に訴えて、多くの方に参加を求めて

いるのか疑問に思う。 

 ◇市長 

   統一して行えるよう努力します。 

 

○大崎地区 Ｏ 

 要望書の件について、従前から何度も出した経緯があるが、下水道の排水整備につ

いて伺いたい。 

 市道から大量の水がＵ字溝を通じて流出するが、このＵ字溝が途中で途絶えていて、

露出した地面を流れている現状がある。地下水が汚染されて、非常に不安であるとの

話も出ている。難しい経緯があるようだが、是非改善していただきたい。 

（これについては、要望書を出している。大木幸夫宅（24番地）隣の山林内の排水路） 

◇建設部長

   今年の要望書にも出されており、ご不便をかけている。  

排水流末が民地にかかる部分があるようで、所有者の了解が得られれば、予算の範

囲内で対応させていただきたい。ただし、全面改修となると香西川の関係があるので、

その辺はご理解いただきたい。 

 ◇市長 

 少なくとも、何もしないということはない。要望書の回答でも、調査のうえ予算の

範囲内で補修したいとご回答している。 

 

○大戸地区 Ｓ 

 香取市が発足して、住民が不安に思うのは、地域が広くなり住民サービスが低下す

るのではないか、市民の声が届かなくなるのではないか、ということ。 

 しかし、宇井市政がスタート早々、このようなタウンミーティングという形で市民

の声を聴くべく実施されたことは、その熱意と行動力に敬意と感謝を申し上げる。 

 また、自治区長の任命についても、市民の大多数が反対であるということで取りや

められ、１０月から市役所の機構改革も行い、そうした早い対応・行動に対し、強い

期待感を持っている。 

 まず、医療体制について、県立佐原病院の状況は、待ったなしの事態である。現状

の改善と救急医療体制の整備は、市民が も望む急務のことだと思う。 



 私の町内のある高齢者が救急で運ばれ命を取り留めたが、遂に先々月、成田の赤十

字病院へ回されてしまった。年老いた奥さんの付き添いで、通院している状況である。 

これは、ほんの一例であり、私たちにとっては深刻な問題である。 

 そこで、県立佐原病院と小見川総合病院について、同じ管内の医療機関であり、根

本的には、県立と組合という違いがあるが、同じ地域医療に取り組む公共機関として、

政治的な働きかけが必要であるし、連携を図っていくべきである。 

 検討するという回答ではなく、スピード感ある宇井市政として、早急にプロジェク

トを立ち上げ、取り組んでいただきたい。 

 次に、国道３５６号と５１号を結ぶ、大戸・与倉線の整備について、バイパスとし

て重要な役割をしているが、狭く、曲がりくねっており、山間部は昼でも暗い状態で

ある。近年は、車両の交通量が激増している。特に、朝夕の通勤ラッシュは大変なう

え、この道路は、東大戸小学校と第５中学校の生徒の通学路であり、子供たちは非常

に不安感を抱いている。 

 昨年、ある県議に相談したところ、合併後に合併特例債事業でやれば実現すると言

われたことを記憶している。いずれにせよ、現状を認識し、誠実な対応をしていただ

きたい。 

   後に、このような市民懇談会を今後も続け、こういう活動が活発になれば、自治

区におかれる地域協議会は必要ないと思う。 

 ◇市長 

 病院の関係について、現在、県では病院関係では非常に力を入れているが、ご存知

のとおり、県立病院は、多いときには２５名いた医師が、現在１８名体制である。ま

た、小児科・婦人科関係はあるが、分娩は行っていない。また、小見川総合病院も同

じ状況である。これは、両病院とも医師の派遣先が千葉大の医学部であったことに起

因していると堂本知事が話していた。 

   ５月８日に就任して、９日には堂本知事にお会いし、この病院問題についてお話し

た。知事は待てと言うけれども、香取市民の命は待ってはくれないという話を伝えた。

そして、その３日・４日後には、循環器内科の医師の派遣が実現した。 

現在、千葉県、県立佐原病院長、小見川総合病院長、市でプロジェクトチームを立

ち上げており、これまで３回の協議を行った。今月の後半には、県の病院関係のトッ

プである近藤病院局長とお会いして、話を進めるところまできている。 

県の方針としては、県立佐原病院をこのままの形で堅持したい、無くすことは考え

ていないと聞いている。 

ご質問の両病院の連携について、連携の仕方は幾通りもあると考える。例えば、病

院の合併、県立病院の建替、新病院の建設なども、 終的には視野に入れながら、話

をしているところである。 

ただし、県立病院は、県のものだから、県が全部やるべきだという状態ではなくな

っている。市民の皆さんにもご認識いただきたいが、私たちの命、子供たち、孫たち

の命を守るためであり、私たちも立ち上がらなければならない。地域の中核病院であ

れば、市民がお手伝いするのが道理だろうと考える。また、そのような状況にある。  

合併によって、財政的に圧縮をし、ある程度の財源ができたときには、それを医療



の方につぎ込むことも、これからは必要だと考える。それについては、皆さんとお話

をし、予算執行については議会を通していく運びになるが、病院の関係については、

ご質問をいただいたとおりの形で進めているところである。できるだけ早い時期に、

皆さんに体感できるよう、一生懸命仕事をさせていただくので、ご理解願いたい。 

◇建設部長

国道５１号線から３５６号線までの路線については、香取市として、この市道東大

戸２１号線は重要な路線として位置づけている。一昨年も原山地区について、Ｕ字溝、

ガードレール、管区工事を100ｍ程やらせていただいた。 

この事業を進めるにあたり、なかなか境界が定まらず難しい。境界が定まれば、進

めていく方向で努力しているところである。 

   確かに狭あいの箇所があることは、十分認識している。５１号から入り、Ｓ字カー

ブの箇所が難所であった、地権者からの協力が得られれば事業に着手したいと考える。 

 

○大根地区 Ｔ 

   職員の名札について、アイデアは良いと思うが、見えづらいので、首からぶら下げ

るのではなく、胸に着けるようにしていただきたい。 

   駐車場について、車が止められないことが多いので、例えば、２階建てにするとか

何とか工夫をお願いしたい。 

   １市３町が合併して、一つになることも大事だが、良い意味で、逆に競い合うよう

な形にできないか。一つにと、平等にと考える故に、うまくいかない面もあるのでは

ないかと思う。また、地名についても少し広すぎると思う。例えば、香取市栗源町岩

部、香取市小見川町一ノ分という形にして、それぞれの地区で意識させてはどうか。 

  私は３中学区であるが、大根、大崎は県道が非常に危険なので、この辺を検討して

いただきたい。 

◇企画財政部長

   本庁前の駐車場については、普段であれば空きスペースがあるが、大きな会議等が

重なると、確かにスペースが無くなることもある。 

   職員は駐車しないように徹底している。市民の方優先という形で、これからも活用

するのでご理解願いたい。 

 （２回に１回は、止められない状況である。） 

   キャッシュコーナーもあり、その利用者も多い。外部職員についても、庁舎前の駐

車をしないように徹底したい。 

 ◇市長 

   今まで4万8000人の利用者が、合併により8万8000人になった。本庁舎というこ

ともあり、確かに手狭になるのかと、今のお話で初めてわかった。 

   他の土地を確保して、駐車場を作るというのは難しいが、将来的には２階建ての駐

車場ということも考えなくてはならないかもしれない。 

   現在、各旧役場に総合支所といって、前の役場とほぼ同じ形を残している。これが、

将来、総合支所でなく本庁方式という形になると思うが、そうなるともっと手狭にな

ると考えられる。これについては、今後協議させていただきたい。 



◇建設部長

道路の問題について、そこには県道佐原八日市場線、県道佐原椿海線と２つの路線

がある。この件については、議員からもご指摘があったが、地域整備センターが管理

しており、拡幅工事をしてほしいと、県に対して毎年要望を出している。県でも財政

的に厳しく、なかなか着手できないようだが、香取市としては、毎年要望していきた

いと考える。 

 ◇市長 

   佐原地区のみならず、狭あいな国道、県道が確かに多いので、事故が起こってから

では遅いわけであり、できる限りのことはさせていただきたい。 

 

◇市長 

   後に、少しお話しさせていただきたい。 

   まず、９月議会について、私が就任してから、６月と９月の２回の議会が行われた。

９月議会では、平成１７年度の旧１市３町の決算、その他補正予算が行われた。 

また、私にとって心に残る、公約に掲げた条例の改正が行われた。第１０号議案で

あるが、香取市自治区に係る特別職を廃止する条例という、選挙のときにお約束した、

４つの自治区長を廃止するという条例である。これにより年間4300万円が抑制できた。 

また、別の条例で、今まで皆様に大変ご迷惑をおかけしていた、本庁の中の窓口の

ややこしさを改善するため、機構改革により本庁と佐原区事務所の統合を行い、すっ

きりとした形で10月2日からスタートした。中には、まだ不具合もあるかと思うが、

少しずつ改善していきたいと考える。 

この機構改革により、５つの課がなくなり、来年から５つの課長がいらなくなった。 

また、同様に６つの部署を圧縮したことにより、合わせて１１部署を圧縮すること

ができた。この１１部署で金額に換算すると、約8000万円の抑制になる。 

そして、従前からご存知のとおり、収入役を置いていないので、金額に換算すると、

約1200万円となり、この９月議会で圧縮できた人件費は、合わせて1億3500万円程

になっている。 

合併の利点をうまく活かして、合併の理念である財政基盤をきちんと確立していく

ことが、非常に大切だと考える。この数年間に、きちんとした、皆さんに具現化でき

るような財政基盤を構築していきたい。 

この合併では、合併特例債という特別な財源を使うことができる。この中で、基金

として認められる額が、香取市の場合30億円である。この議会では、第１３号議案で

地域振興基金条例を設立した。これは、年間10億円ずつ、３年間で30億円を預金を

しておくということである。 

合併特例債は、１０年で打ち切りとなり、また９年後には、交付税・交付金につい

て、15％から20％のカットがうたわれている。従って、この９年間で、ある程度の体

力を蓄えておくことが必然となる。また、この数年間で方向性を立てることが非常に

重要である。 

皆様方のご協力をいただきながら、今日いただいた多くのお話を行政に反映させて

いきたいと考えている。今後とも、ご理解・ご協力をお願いしたい。 



本日はこれで終了させていただきたいと思うが、他にもご意見等があれば、役所へ

何なりとご連絡いただきたい。真摯に、正面から取り組んでいきたいとお約束し、こ

れで失礼させていただきたい。 


