
市民懇談会（タウンミーティング）概要（第五中） 

 

１ 日 時  平成18年10月17日（火）19時00分～20時40分 

２ 場 所  佐原第五中学校多目的ホール 

３ 出席者  一般市民 ５５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」    

   ・税務課諸税班長 遠藤健一 

・国保年金課長  吉岡桂枝 

・環境安全課長  木内 保 

・上下水道部長  根本義郎 

（４）意見交換 

○谷中地区 Ｉ 

   ごみ袋について、佐原の場合も購入していると思うが、（説明資料には）無料と書い

てあるのはどういうことか。 

◇環境安全課長

   佐原区については、指定ごみ袋について取扱店の方から1枚10円位で購入されてい

る。ここに手数料として記載してあるのは、ごみの収集委託等の市の歳入として入っ

てくるものを記載している。佐原区のごみ収集手数料については、市の収入として入

ってきていないことから無料としている。 

   佐原区については、ごみ袋は約10円だと思うが、実費ということで販売されている。 

 ◇市長 

   北総西部衛生組合では、旧佐原市と旧栗源町の両方を処理している。記載のとおり

栗源は35円払っており、佐原の場合は10円を払っているが、北総西部衛生組合には

処理費用は入ってきていない。ですからこれを統一していかなければならない。 

   香取市には、もう一つ香取市東庄町清掃組合がある。これはもともと東庄町・小見

川町・山田町で作った一部事務組合であるが、合併により現在は香取市と東庄町で運

営している。こちらで収集、処理しているのは、旧小見川町と旧山田町であり、月額

520 円である。私たちは、今、ごみを分別して出していますが、昔は分別せずに黒い

ごみ袋に入れて出していた。それと同じことを小見川と山田では行っている。 

このように収集の仕方が違う、負担の仕方も違う、そして大本は一部事務組合が違

うということである。ですからこの一部事務組合の統合を含めた料金の統一化が必要

である。 

   現在、香取市内に一部事務組合が香取広域市町村圏事務組合を合わせて３つある。 

   さらに、小見川総合病院も組合でできている。これは、香取市と東庄町で病院組合

を作って運営している。それを入れると４つの組合が現存している状況である。 

   そして、料金の統一化に向けては、その母体自体も統合していかなければならない



状況にあり、この組合の統合を含めた議論のうえで、ごみ収集、処理等について、統

一料金を採用していくことになる。 

 

○大戸地区 Ｙ 

   都市計画税について、何を基に100分の0.3なのか伺いたい。 

   また、公共料金について、基本的には統一された形になると市長から話があったが、

ごみについては、統一することが出来るのかと疑問を持った。 

   各地区のメリットのある所は残して、差があってもトータルで公共料金というもの

の中で、ごみは地区によって、例えば佐原は無料、小見川などは分別しないで各戸に

取りに来てくれるなど、そういう差がある部分は、水道料金や国保なども差があるの

で、総合的な面で計算して、調整が出来るのではないか。 

◇税務課諸税班長

   都市計画税について、固定資産の評価額は皆さんご存知だと思うが、例えば土地で

あれば、住宅の場合には4分の1軽減など、そういう軽減をした後の課税標準額に対

して、佐原の場合には0.3％、小見川の場合には0.2％の税率を掛けた税額が都市計画

税になる。 

◇環境安全課長

   ごみの料金について、ごみの料金と他の公共料金をならして、同じくらいになれば

というご意見であったかと思います。 

ごみについて、例えば香取市東庄町清掃組合の方の小見川区と山田区については、

全戸が家の前にごみを出しているわけでもなく、家の前にごみを出している方も出し

ていない方もいる。ごみの収集方法については、佐原区はステーション方式をとって

おり、各地域でまとまった所にごみ置き場を設けて管理している。小見川区と山田区

については、収集コースを定めて収集しています。やはりごみ収集車が行ける所とい

けない所があり、効率化を図る上でも、ごみの指定コースを決めて、指定コースの所

に出していただくことになっている。 

◇税務課諸税班長

   都市計画税の税率について、各市町の人口規模や収支の状況等により、県下でも異

なっている。 

   平成17年度の状況では、県下36市町村のうち、18団体が0.3％の税率となってお

り、10団体が0.2％の税率となっている。 

◇総務部長

   質問の主旨の中で、ごみの処理手数料、下水道使用料、農集の使用料、水道料金な

ど、これらの料金について、全体を含めた中で一元化を図るべきだという主旨ですか。 

  （そうです） 

   それは難しい。何故かというと、法的根拠がまったく違うこと、目的が違うこと、 

  受益者も違う、会計処理も当然違うことから、それぞれ独立して運営している。 

  （それでは公共料金は一致できませんね） 

   それぞれ１市３町の長い歴史の中で、独立して行財政運営をしてきたので、当然違

いがある。しかし、香取市となった以上、これは非常に難しい作業ではあるが、統一



化していかなければならないことなので、ご理解いただきたい。 

（佐原はキーステーションでやっており、小見川・山田は各戸まわるということで、こ

れについて、どちらが良いと考えているか。） 

◇環境安全課長

現在、３組合の統合に向けて検討を行っている。この統合に向けた作業の中で、ご

みの処理料金、分別収集、収集方法等についても、早い時点で調整をしていきたい。 

 

 ○片野団地 Ａ 

市長が変わってから、２度議会を傍聴した。市長が議員の質問に答える姿を見て、

これまでと変わったと思った。質問に対して真正面に答えている姿勢が見て取れた。 

   地方自治体が市民ニーズに応えていくには、困難な事が沢山あるだろう。まして合

併した場合は、調整が大変であろうと思う。 

   市民と市政が一体となって、良いまちを創っていくことが大事であり、双方に不信

感があってはならない。そういう意味で、このような取り組みを続けてほしい。 

   循環バスについて、片野団地には、独居老人や高齢者も多く住んでいる。循環バス

に乗るには、大戸郵便局までいかなければならず大変であり、タクシーを使わざるを

えない方もいる。循環バスの運行に関しては、色々と大変な面もあるかと思うが、社

会福祉という観点から見れば、これは非常に大切なことである。正常に安心できる形

で運営されると、当然利用者も増えることも考えられる。もし出来るならば、片野団

地、片野の集落では、車を運転出来ないお年寄りが多いので、バスルートについて検

討してほしい。 

   片野団地について、Ｂ棟は、手すりを付けていただいたが、もう一棟に付いていな

い。おそらく取り付ける予定であると思うが大変危ない。まして年寄りには、雨の日

などは非常に危険な状況である。Ａ棟について、出来るだけ早く設置をしてほしい。 

 ◇企画財政部長

  （循環バスについて）香取市になり、２６２K ㎡という広大な市域を有している状況

である。佐原区では、現在、大戸・瑞穂ルート、北佐原・新島ルートの２ルート運行

している。小見川区では、循環バスの運行はない。山田区と栗源区では、それぞれ循

環バスを運行している。 

   これから、ルートの全体的なつながりも含めて、公共交通機関の検討に入るべく、

検討委員会を立ち上げる準備をしている段階である。 

   片野団地へのルート変更の件についても、道路事情により、バスの運行が出来ない

ことも多々あると考えられるので、コンパクトなバスやワゴンタクシーなど、色々な

方法等を含め、検討委員会の中で種々議論していきたいと考える。 

 ◇建設部長

   市営住宅の手すりの件について、持ち帰り早急に検討したいと考える。 

 

 ○大戸地区 Ｓ 

   香取市の初代の市長が、いち早く市民懇談会を開催され、きめ細かい市政を推進さ

せようとするお心を知り、非常に感激している。将来について考えた場合、１点だけ



要望をしたい。 

   市長が広報や所信表明の中で３本柱にも掲げた、また、先ほどの挨拶にもあった住

みよいまちを創りたい。また、環境問題を避けては通れない。そういうことを３本の

柱の中で推進したいという所信表明を読ませていただいた。 

   そこで、自然環境保全地域指定ということをお願いしたい。環境保全は重要な問題

で、東大戸地区は、里山や谷津田ということから非常に見直されてきている。 

   合併して香取市の市章もできて、市章を見ると、市長の意見も十分反映されており、

緑や環境などが含まれた市章になっている。そういう点で考えても、環境保全地域指

定ということについて考えていただきたい。 

   私は、里山や谷津田に入り、色んな野鳥を観察している。千葉県のレッドデータブ

ックに掲載されている野鳥も発見されている。 

   「キツネ」も発見し写真に収めているが、キツネは重要保護生物であり、この地域

に住んでいるということは、環境が良いからと考える。 

   また、身近な問題で「リス」も少なくなってしまった。さらに鷹科の中で「アシバ」

という最重要保護生物の姿も撮っている。「大鷹」も重要保護生物、野生の「オシドリ」

や、両生類の中では「赤ガエル」など最重要保護生物も生息している。 

   この地域には、千葉県レッドデータブックに掲載されている絶滅が危惧される生物 

  がおり、これを是非保護するためにも、環境保全地域に指定していただきたい。 

   環境が良いから、これらの生物が生息しており、環境保全地域に指定されることに

より、環境の良い所でお米を作っているから、お米が高く売れる、安心して食べられ

るという大きなメリットもあるのではないか。キツネも住むような環境の良い所なら、

そこに土地を求めたいという人も多くいるのではないか。 

   また、有名な名所や旧跡、名刹、古刹もあり、適度な起伏もあるので、これらを巡

る散策やウォーキングなども大事だと思う。 

   健康で元気で安心できる生活、文化の地域を、市長も目指していると考えるので、

難しい問題もあるかと思うが、東大戸地域を環境保全地域に指定していただくよう要

望したい。 

◇環境安全課長

   キツネやタカなど、新聞等で記事を目にしている。これだけのレッドデータブック

に掲載されている貴重な動物がいるということは、香取市にとって大変貴重な財産で

あると認識している。 

   環境保全地域に指定していただきたいという要望については、香取市において、環

境保全計画を１９年度に策定する準備を進めているが、その中で、これらの貴重な生

物等についても、どのようにして保全していくのか、必要な調査・検討をしていきた

いと考える。 

   まず、香取市は１市３町が合併して、かなりの広い地域となった中で、この地域だ

けに限らず、貴重な動植物が他にも生息しているのではということも含めて、総合的

に調査等して、香取市の環境基本計画の中で取り組みをしたいと考える。 

 

 ○大戸地区 Ｓ 



   市長が立候補されたときに、市民に開かれた市政というテーマで、早速、このよう

なタウンミーティングを開かれた、その姿勢に敬意を表したい。今後も、その政治姿

勢、イニシアチブをとっていただきたい。 

   今日の６時のニューズで、奈良県において、出産で意識不明になり、１８箇所の病

院を拒否され、１週間後に亡くなったことが報道されていた。そういう点で、佐原の

県立病院が非常に大変な事態になっていることは、市長もご存知で、立候補する前か

ら、１万人以上の署名を集め、知事に積極的に会うというような行動をすぐに取られ

た点で大変感激している。 

   市長は大分頑張っているようだが、小手先の対応になっていると思う。従って、こ

ういう事件が香取市で起きないように、地域の終身医療機関として、救急医療体制に

ついて、これからも全力を尽くしてほしい。市長を先頭に議会も全市民的な行動を起

こさないと、今の県政は難しいと思う。 

   それぞれ、税金や公共料金の格差があるが、一部事務組合や会計の問題など、様々

な町の歴史があるので難しいというのは解る。問題は高いほうに合わせてほしくない

ということ。合併についての総務省のスローガンでは、サービスは高い方に、負担は

低い方というのが、合併の真髄のはずである。そういう点では、財政的な困難もある

と思うが、市民の声を聴きながら、財政面も考慮しながら、皆が納得するように、知

恵を絞って取り組んでほしい。 

 ◇市長 

   出産についての奈良県の問題は、この地域にとっては他人事ではないと考える。 

   私も選挙期間中、山田のある地域で、お腹の大きな若いお母さんにお会いした。手

には、小さなお子さんもいた。普通だとお腹に子供がいると、男の子か女の子か夢を

膨らませている状況だと思っていた。私も「お楽しみですね。早く元気な子供が生ま

れるといいですね。」と声をかけた。そうしたら、その若いお母さんは、「それは違い

ます。不安なんです。」と答えられて、私は愕然とした。 

   私が皆さんと約束したことは、きちんとしていかなければいけない。本当に皆さん

が要望されていることだと改めて確信した。そういう思いを持ちながら、選挙を戦っ

て、今の地位があるのも皆さんのお蔭であり、今度は私が恩を返すつもりで、仕事を

するつもりでいる。 

   病院の問題について、現在の状況についてお話すると、５月８日に就任して、９日

には、知事にお会いして、県立佐原病院の問題、小見川総合病院の問題、わが市には

２つの病院があり、地域に根ざす大きな中核病院に位置づけされているが、これから

の展望、推進、改善のことを中心に話した。県では、待ってくれと言うかも知れない

が、香取市民の命は待ってはくれないという話を伝えた。 

   現在、県、県立病院、小見川総合病院、市の４者間で、協議会を持っている。この

協議会の中で、これからどのようにこの地域の病院を改善していくか、という話し合

いを進めていくところである。 

昨日、県の健康福祉部の方が見えて、来年度の県の政策について、ご提案・ご提示

等があり、市からも要望させていただいたところである。大変申し訳ないが、これに

ついては、県議会を通ってからでないと、詳しくお話はできないが、大きな前進が見



込まれる、やっと、本腰を入れていただいたと思える政策である。 

   来年度は、ある程度の財源も割きながら、県が動き始める。概要は１ヶ月程前に、

千葉日報等で報道されているが、県が補助金を出しながら中堅医師の獲得をし、地域

の中核病院に派遣するという内容である。 

   一つだけ確信的な話として、県の方では、県立佐原病院は堅持するとはっきりと返

答していただいている。このままの形で、改善して、市民・県民の皆さんに十分な形

を創っていくという話である。 

   今重要なのは、医師の獲得ということである。国の政策の中で、後期臨床研修医制

度によって、地方の病院に研修医がくることが減り、中央の病院にどうしても集まり

やすい政策になってしまった。しかし、ある程度の補助金等を含めた施策を進め、こ

れを解消するために、県が動いたわけである。 

   そこで、私たちとしては、どの程度できるのか、市民の皆さんと考えていかなけれ

ばいけない。県立病院だから県が全部やれと言っていたのが、これまでのやり方であ

る。しかし、よく考えると、これは自分の命を守ること、自分の子供たちを守ること、

お腹にいる子供たちを守ることであり、私たちが立ち上がらなければならないことで

はないかと考える。 

   従って、お許しが出るのであれば、市の財源を使わせていただきながら、議会に諮

って、市の方からも医師の獲得にかかる費用を、ある程度出していかなければならな

いのではないかと考える。簡単な事ではなく、お金のことなので、皆さんもお帰りに

なり、地域医療について、医者にかかるとはどういうことなのか、ご家族とお話しし

ていただけたら、また、お酒の席などでも話をしていただけたら、また違ったご意見

等を伺うこともできるのかと思う。 

   いずれにしても、他力本願では、どうにも立ち行かない状況にある。また、自分の

命を助けるためだという気概が必要だとも考える。県の方も大変よく動いていただい

ているし、今月後半には、県の病院局長と会い、これらについて話をする予定である。 

１歩１歩ではあるが、確実に進めていくことをお約束する。まじめに取り組んでい

けば、必ず将来が見えてくると信じて、諦めずにやるので、皆さんのご協力・ご理解

をいただきたい。 

   公共料金の統一化、料金の設定について、今までは、どこかに合わせるというやり

方を採っていたようである。しかし、この方法は新しいまちには合っていないと考え

ている。合併する前は、合併したら、こうしよう、ああしよう、という憶測、希望、

予定で考えていた。現在、４つのまちが一緒になって半年間、新しいまちづくりを始

めたときに、やはり違っていたという誤算が、色々と出てきている。 

   この公共料金についても、どこかに合わせれば良いという問題ではないと考える。

従って、５年、１０年、２０年という先のスパン、また、人口分布の割合、将来的な

ことなど、ある程度まで考えて、香取市査定というか、香取市基準を作って、それに

合わせていくことが肝要であろうと考える。 

   勿論、低めに設定するということである。ですから、高いところに合わせるとか、

低いところに合わせるとかではなくて、まず、きちっとした計算等をして算出し、そ

の上で協議をしながら算定していこうと考えている。新しいまちの規模に合った形を



計算して、その際には、色々な方々の意見や議会にも諮り、進めていきたいと考える。 

    

○谷中地区 Ｉ 

   質問は沢山あるが時間がないとのことなので、ここでは、省略してお話する。書い

たものを事務局に渡してあるので、後で回覧して読んでいただければありがたい。 

   広報に総合計画を作るにあたって、まちづくりワークショップ委員の募集を９月末

までしているが、香取市総合計画の策定について、市長の意気込みを聞きたい。 

   大須賀川の側にある谷中親水緑地について、前にはゴミの山であった。それを環境

保全課に手立てをしていただき、ゴミを撤去して、今は公園並みのものができ、お蔭

様でゴミを捨てる人がなくなった。本当にきれいな環境になってきて有り難いと思う

が、後の管理をどうするか難渋している。 

７月に事務局に相談に行ったが、前向きな答えが出なく、市長が来ているので、そ

の維持管理についてのお願いをしたい。即答は難しいと思うが、新しい市長の方針と

しては、市民と一緒に市政をやる、協働で公共施設等の管理などに携わっていく、良

くしていくという心構えが必要であろうと考える。ボランティアでやろうとしても、

なかなかうまく釣り合いが取れない。 

   公園管理や道路などをきれいにしようといった、地元の人たち、ボランティア組織

など、公共施設の里親制度、アダプト制度などがあるが、運営されていないそうであ

る。是非、それらを使って、管理運営を出来るような手立てをしていただきたい。 

 ◇市長 

   総合計画について、４つの自治体には、個々に歴史、文化、教育、産業などがあり、

それぞれ６０年以上の歴史と文化を築き上げてきた。この４つのまちが一緒になり、

一番必要となるのは融合であろうと思う。各地区の、より良い所を磨き上げながら融

合していく。その中には、市民の皆さんの働き、動き、意気込み、そういうものが脈々

と活きるまちづくりをすべきだと考える。 

   行政とは、市民の皆さんの、やる気を育てる、やる気をお手伝いする係りだと思う。

全ては、市民の皆さんが主役であり、市民が創るまちづくり、市民が創る総合計画で

あればと考えている。ですから、出来るだけ多くの方のご意見を伺いたい。どこへで

も出向き、色々なお話を聴き、お叱りも受ける。私は、５月８日から今日まで、休み

は１日だけであるが、それでもまだ足りないと思っている。出来るだけ多くの方と色々

お話をさせていただきながら、それを総合計画に反映させていきたい。皆さんの声が

命であり、よろしくお願いしたい。 

◇環境安全課長

   ２点目の質問について、地元の管理をされているボランティアの方から、ご相談が

あり、維持管理していくのに非常に苦慮されているとのお話である。 

   現在管理をされている方がいるとも聞いている。きれいに戻した所を、どのように

維持していくか、改めて見直しをして取り組んでいく必要があると思う。 

   今、この場では、この質問に対して、こうしたら良いという即答は出できないが、

改めて見直しを行い取り組んでいきたい。また、実際に管理をされている方へのアド

バイス等をさせていただきたいと考える。 



 

◇市長 

   時間がたちましたが、最後に皆さんにお知らせをしたいと思う。 

   一つは、空港の騒音問題である。関地区から、大分うるさくなったとお話があり、

私も少し大きいと認識している。この件について、騒音の測定を成田空港株式会社に

お話しをし、その結果、騒音の測定をする旨の回答をいただいた。時期等については、

離着陸の多い時期を予定しているが、時期・場所等の詳細は、地域の皆さんとお話を

させていただいて、決定した旨を成田空港株式会社に伝えようと考えている。また、

今月中に空港会社の黒野社長と個人的にお会いし、その席でもこの問題を伝えるので、

もうしばらくお待ちいただきたい。 

   もう一点、議会について、私が就任してから、６月と９月の２回の議会を経験させ

ていただいた。６月議会については、皆さんご存知のとおりだと思うが、９月議会に

ついて、お知らせをしたい。 

９月議会では、１つの大きな議案を上程し、議会で通していただいた。それは、選

挙期間中に、皆さんとお約束した区長制度の廃止であり、今まで自治区長を置くこと

ができるという条例があったが、この条例の廃止案の条例を出し、議員方の協力・理

解を得て、無事可決することができた。これにより年間4300万円が抑制できた。 

もう一つ、第１０号議案であるが、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。 

この機構改革は、市民の方にわかりやすく、より早い住民サービスができるという

ことだけではなく、５つの課と６つの部署を圧縮することにより、来年度は、少なく

とも１１人を抑制することができた。 

   現在、一般財源化される職員数は８００人以上になり、これを数年間で２０％程圧

縮していくことになる。８００人中の１１人ではないかとの声もあろうかと思うが、

課長クラスであるため、１１人だけで年間の給料は８０００万円位になる。 

   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、収入役を１２００

万円と換算すると、４人の区長、１１箇所の職員、収入役を合わせると、１億３５０

０万円を９月に圧縮することができた。 

   これについて、皆さんのお許しをいただければ、医療や農業政策などの部分に使わ

せていただければと思う。もとろん議会を通してということになる。 

   また、第１３号議案であるが、従前からご存知のとおり、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ある。

基金というのは預金であり、この預金を地域振興基金条例として上程した。この額は、

年間１０億円ずつ、３年間で３０億円になり、今年度は１０億円を預金した。 

   合併とは、スリム化し、その中で財政基盤をきちんとしていくことが殊に重要だと

考える。この１０年間にきちっと蓄えて、体力を付けていく。そして、１０年後に、

特例債、交付税等が削減されるときに、微動だにしないような財政基盤を作ることが、

この数年間だと心得ている。 



   従って、議会で真正面から、真面目に議員の皆さんとお話をするのは、そういうこ

とからである。真剣勝負で、この数年間をやり遂げなければ、将来大変なことになっ

てしまうということを、ずっと胸に刻みながら、議会を、そして毎日を過ごさせてい

ただいている。この数年間の中で、皆さんとより多くお話をさせていただきながら、

これを市政に反映できるように、これからも努めていきたいと考えているので、今後

ともご理解・ご協力をお願いし、本日はこれにて失礼させていただきたい。 


