
市民懇談会（タウンミーティング）概要（瑞穂小） 

 

１ 日 時  平成18年11月2日（金）19時00分～20時30分 

２ 場 所  瑞穂小学校体育館 

３ 出席者  一般市民２８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 

○みずほ台地区 Ｃ 

  循環バスについて、今年４月から、土・日の運行がなくなったが、それなりに需要や

利用者もあった。土・日も運行すべきだと考える。特に、車のない年配者には、唯一の

足なので、ぜひ充実した運行をお願いしたい。 

  循環バスの料金について、これから統一した金額を考えるのだろうが、市町村合併の

精神は、サービスは高く、負担は軽くというのが、市当局の話であったはずであり、乗

車賃は山田の100円に合わせるのが、 も妥当であろうと思う。例えば、八日市場や下

総などの循環バスは、100円で運行している。 

  また、主に行事は日曜日に行われるが、佐原の大祭などの行事があるときに、バスが

運行していないし、車で行くと駐車場もない状況である。このような行事のときには、

バスを夜８時、９時頃まで運行してもらい、皆が駐車場の心配をせず遊びに行けるよう

に考えていただきたい。 

  都市計画税について、先ほど都市計画税の目的についての説明があったが、上下水道

に関して、みずほ台の保育所からこちら側は、水道が引かれていない。また、市の考え

では、計画もないということである。計画もないのに都市計画税を取るのはおかしな話

であり、都市計画税は取らないでほしい。 

  飛行機の騒音について、 近は騒音が特にすごく、高度が下がり、飛行回数も増えて

いるのではないかと思う。窓を開けていると、テレビの音が聞こえないときもある。成

田空港株式会社に対して、飛行経路も含め騒音対策についてきちんとするよう言ってほ

しい。 

 ◇企画財政部長

  循環バスについて、現在、佐原区では、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。 

  運行形態や料金の問題にしても、それぞれの区で違いがあり、これらを調整していく



ために、今月中に公共交通機関の検討委員会を立ち上げるべく準備をしているところで

ある。そして、この検討委員会の中で、現状を踏まえながら調整を図ろうと考えている。  

確かに、サービスは高く、負担は軽くという意識は持っており、現実的にそういう形

になればと思っている。また、土・日の運行や、イベント時の運行延長などについても、

検討委員会の中で広範囲な角度から検討していきたいと考える。 

  飛行機の騒音関係について、今までは、飛行高度は霞ヶ浦の所にレイクスという着陸

ポイントがあり、ここを通過するときに 6000 フィート以上という約束をしていたが、

飛行回数が増えるということで、混雑期に危険を回避する意味で、レイクスを 4000 フ

ィートに下げてほしいという国からの要請があり、市議会にも説明し了解いただいたと

ころである。いわゆる面的な運用だけでは済まず、上・下に幅を持たせないと、増えた

便数に対応できないということである。 

  この関係から、飛行高度を下げる前後１週間について、空港会社の方で騒音測定を行

ったが、その結果として、騒音についての大きな変動は、それほどないという報告を受

けている。確かに、混雑する時間帯があり、騒音が気になることがあると考える。 

  これからも、皆さんからのご意見は、空港会社、国・県にも伝えていきたいと考えて

いる。場合によっては、騒音の測定などもお願いしていきたい。 

◇上下水道部長 

都市計画税の使途について、先ほど税務課長から説明があったが、目的税ということ

で、都市計画施設の整備に充てるということが、法律上定められている。 

  都市計画施設とは、一般市道とは異なった用途区域内の指定された都市計画道路、及

びその区域内の公園、そして一番大きいのは下水道施設である。従って、水道施設につ

いては、都市計画税を充当していないというのが制度である。 

  水道の問題について、みずほ台団地は、開発当時、水道法に基づく専用水道が設置さ

れており、今日まで、そのような形態で運営がされていると認識している。従って、市

の上水道とは法律上の位置づけが異なっている。また、平成 15 年の 8 月に、大規模な

断水があったことを聞いている。 

香取市となり、市全体としては水道の統合問題もある。既に経営は一元化している。

市長から就任早々、みずほ台団地の水道問題について検討するようにとの指示があり、

現在、専用水道のあり方について検討しているところである。先日も、代表者の方と市

長を交えて、ご相談させていただく機会があったが、管理組合と実務的に検討を詰める

ということで確認したところである。 

◇市長 

  循環バスについて、利用される方によって、バスの考え方が変わってくる。例えば、

高齢者の方が利用する場合は福祉バス、登下校の生徒さんが利用するとなればスクール

バスとなる。いずれにせよ、全ての範囲をカバーできるような循環バスが必要であろう

と考えている。 

  ただし、大きなバスだと狭い道に入っていけない。この地域であれば、狭隘な場所は

少ないと思うが、市内各所を見ると、小見川の東側や山田の南側など、大変狭隘な場所

があり、小学生が学校まで１時間も歩くような所もあると聞いている。そういう所では、

タ－ゲットが決まっていれば、循環バスにプラスして、小型の乗用車でも、マイクロバ



スでもいいし、そういったものを走らせるということも符合しながら考えていく必要が

あると思う。 

  このバスの件については、早いうちから協議を始めなければならないと認識している。

従って、出来るだけ皆さんのニースに合うような形を作りたいということで、色々な団

体の方に集まっていただき、今月中には協議会を立ち上げるところである。今後、もう

しばらくお待ちいただき、経緯・推移等を見守っていただきたい。また、ご意見等も是

非いただきたいと思う。 

  水道の件について、水というのはライフラインであるから、人命に関わる事でもある。

従って、みずほ団地・地域の方々の安全を守るために、色々とお話をさせていただけれ

ばと思っている。そして、どのような施策が地域の皆さんにいいのかを、協議をしなが

ら決めていきたい。できれば、市の水道が数百メートルと近くまできており、つなげる

ことができるので、そういう方向も考えながら、お話をさせていただきたいと考えてい

る。 

  騒音の件について、今月中に空港株式会社の黒野社長とお会いする。その際に、この

騒音の関係について、直接お話しようと考えている。 

 

○谷中地区 Ｉ 

  宇井市長は、新しい方式で市政を行おうとしており、特にタウンミーティングは、直

接市民の意見を聞くということで、感銘し賛同している。 

  昭和２６年に佐原市が発足し、３３年に瑞穂村も一緒になった。瑞穂地区は、初代の

市長の出身地でもある。歴代の市長さん方々は、初代市長の墓参をしていたという噂を

聞いているが、宇井市長は墓参をなされるのか。やはり、新しい市を創っていく、背負

っていくということで、初心に帰るという意味でも必要なことだと考える。 

  先刻、農林水産省の疎水100選に県で３つ選ばれたそうだが、その一つに両総用水の

水源橋から寺田橋にかけて、桜の名所でもあるが、そこが選ばれた。私たちは、この近

辺に住んでいて大変誇りに思う。ついては、水源橋から利根川の堤防まで導水路がある

が、桜並木を延長して、40 年・50 年先の香取市の観光資源となるよう、国・県へ植樹

するようお願いしてもらいたい。 

  利根川 上流の群馬県のみなかみ町へ行き、ウォーキングし、もみじ狩りをしてきた

が、傾斜地に「山桜をいっぱい植えて、将来の観光資源にしよう。町をあげて取り組み

ましょう。」という内容の書かれた看板があった。 

  香取市の地形は、北総台地があり、谷津田があり、田んぼがあり、そして利根川へと

平坦地が続いている。北総台地と平坦地の間には、斜面林、里山が続いている。  

しかし、成田線の車窓から眺める傾斜地は、非常に荒れて、篠竹に侵されている。 

 この北総台地の斜面、里山に、桜、コブシ、ひとつばたご等、花の咲く木をいっぱい植

えて、鳥が歌い、花が舞うような郷土にしてほしい。 

  千葉県の環境づくりタウンミーティングというのを10月から12月にかけて県内各地

区で行っている。香取地区の環境タウンミーティングを11月26日に開催するので、市

当局のご支援を切望している。 

 



◇市長 

  旧佐原市の初代市長の墓参の件について、合併して香取市になったので、旧佐原市だ

けでなく、旧小見川町、山田町、栗源町にもそれぞれ初代町長さんがいるので、４名の

方の墓参をさせていただく。この時期については明確ではないが必ずさせていただく。 

  環境づくりタウンミーティングについては、後でもう少し詳しくお話を聞かせていた

だきたいと思う。また、担当の方で県の方ともお話させていただこうと考える。 

◇農政課長

  両総用水の桜は、確かに見事であり、疎水100選にも選定されている。ただし、先般

の工事で両総用水の水を抜いた関係により、地盤が下がってしまっているという状況も

ある。また、10月の暴風雨で倒伏して、道路・歩道の損壊も生じている。 

また、植栽してある場所に捕植をするにしても、県の管理地ということで、新たに植

栽をする場合には、現在植えてある場所を含めて占用許可を申請する必要がある。 

 水辺については、護岸工事も全て含めた形でとなり、非常に経費もかかるため難しい状

況にある。倒伏した所、枯れた所に植えるにしても、そういう状況があるのに加えて、

桜は連作障害が生じやすく、同じ場所には植えられない。 

  市としては、利根川沿いに排水機場の用地があるが、そこに植栽できないかという話

を農水省としている。また、堤防に植える場合には、スーパー堤防工事で、現在の法面

よりも膨らませて、桜を植える用地を作って植えるようにとの県の指導もある。 

飯田先生は、小見川の黒部川沿いで、桜の植栽を実践されていると聞いているので、

その辺のノウハウを逆にお聞きして、植えられる方法があれば検討させていただきたい

と考える。 

成田線沿線の傾斜地林については、確かに篠竹が繁り、あるいは杉の木が多い状況で

ある。杉の場合は、適地以外の所にも沢山植えられており、また、管理が十分なされて

おらず、非常に荒れた山になっているのに加えて、地元に居ない不在地主が沢山おり、

管理が十分にできていない山林が多くある。 

  実際には、傾斜地林は民有地であり、市で植えたいからといって、なかなか出来るも

のでもない。地元の地権者、地元ボランティア、そういう方々との合意を得たうえで、

可能であれば植栽をしていきたいと考える。 

  また、成田線沿線にも、コブシ、山桜、大島桜系統など、花の咲く木が結構生えてい

ると思うので、そこをベースに芝刈りをしたりして育てていく方法も考えられる。篠竹

を刈って、新たに植栽するのではなく、地域の合意を得て、地域の桜を育ててみません

かという、ボランティアへの呼びかけを含めて、今ある中でまず整備をして、それを核

にして広げていければと考える。 

  また、山林所有者については、森林組合とも十分調整しながら、出来るところから進

めていきたいと考えるのでご理解いただきたい。 

◇市民環境部長

  11 月 26 日に佐原中央公民館で、千葉県の環境づくりタウンーティングが開催される

件ついては、飯田さんが生活安全課に見えて、課長と協議していたのは知っている。 

  早速、課長が県の環境生活部環境生活課に出向き協議をしたところである。市として

は、この件については、予算等の確保はしていないので、予算面での協力はできないが、



労務の提供はできる。今日も別の方が見えて、印刷をして差し上げた。また、小見川区、

山田区、栗源区には、タウンーティングがあるということは周知している。 

 

○みずほ台地区 Ｔ 

  私は、この地に来て8年になる。先ほど市長から心強い答弁をいただいたが、かなり

長い年数をかけて、水道の問題を改善するという話を聞いている。まず、よそでも水道

の件で問題がある所があるか聞きたい。先ほどの市長の話から解釈すると、水道問題に

ついて、従来の考え方を白紙に戻して、早めた方向で進めていくと解釈して良いのか。 

  みずほ台は、住民が一進一退を繰り返している。正確な数字はわからないが、450・460

位あり、出ては入りの繰り返しで増えてはいない。また、木が非常に枯れているので、

町を美化していく意味でも、環境にも力を入れて、住民が住みやすいまちづくりを進め

ていただきたい。 

  市から委託されて、コミュニティセンターを使っているが、建設から11年が経過して

いる。この建物の管理について、外壁等の手入れや塗装、取替えなど、管理者自身が状

況を見て、修理や塗装の到来時期などを判断すべきではないか。 

  一般的には、どのような家や建物でも、一定の年数を経ると壊れるし、美観も損なっ

てくる。市が管理する建物は沢山あると思うが、一定の期間が過ぎたら、外壁等の修理

を行うなど、そういう仕組みを作ることはできないのか。 

◇市長 

  水道の件について、従来からの問題とはどういうことか。 

○みずほ台地区 Ｍ 

  昨年度に要望してあるが、水道の移管についての回答では、千葉県指令第2662号、昭

和49年 12 月 25 日付け、鳳翔佐原住宅地計画内容によると、3600 人となっており、過

半数に至っていないという返答である。水道施設については、計画給水人口で十分に施

設能力は確保されているということで、平成26年度からの認可変更手続き等の際には、

当区域の編入及び移管等を検討項目の一つとして取り組んでいきたいとの回答をいた

だいている。 

  昭和49年の資料ということで、900戸、1戸4名で3600人という計算であるが、現在

は500戸位建っており、計算では約2000人で、3600人の過半数には十分該当するので、

計画に乗ってしかるべきだと考える。 

  建築ラッシュの時代と違って、今は団地の戸数も年10件建つかどうかであるが、平成

15 年の 8 月の断水の経験があり、水に関しては非常に危惧している。平成 26 年度から

というと、8年以上先の話であり、早急に計画を見直していただきたい。 

◇市長 

今、皆さんが言うのは、旧佐原市時代の計画である。従って、今の計画にはそぐわな

い、何故なら香取市であるから。これは白紙になったと考えていただいて結構である。 

  この計画どおりに、新市が受け継いだとしても、例の断水事故のようなことを危惧し

ている。計画があろうとなかろうと、例えば、井戸水が汚染されたとか、水が枯れたと

か、そういう命をも脅かすようなことが、同じ香取市の中の一地域だけにあっていいの

かということである。 



そう考えると、早急に皆さんとお話をしながら、また非常に莫大な金額がかかるので、

水道の特別会計で施策し、議会の了承も得ながら進める必要があるが、そういう安全・

安心なまちづくりの観点から必要性を感じているので、私も就任早々、担当部には、早

急にこの課題をクリアするように指示をしている。 

  従って、従前の平成26年からの運用替えは無いものとして、これから新市の計画の中

で運用を作っていく。その中に瑞穂の団地についても、計画の中に入れるということで

進めている。 

  また、環境にやさしい、環境を重視したまちづくりは、大変重用だと考えている。佐

原の街中の観光について言わせていただくと、佐原の観光、それに付随した地域、要す

るに小見川、山田、栗源に、新しい観光のスポットが多くできた。それらを全てひっく

るめて香取市の観光として進めていこうと考えている。 

なぜ観光の話をするかというと、観光を全面に押し出すこと、これは沢山お金を使う

という意味ではなく、私たちの街は、一つの産業として観光をも育てていく、重要視し

ていくということである。観光とは佐原の古い町並みだけではなく、山も田んぼも川も

全部観光になりうる。そういう形で、まち全体が観光を押し出していくと、違法な産廃

業者なども入りづらくなり、自然を壊すことができにくくなるそうです。 

そういう面からも、また色々な角度から環境を守って、緑と水の自然豊かなまちづく

りを目指し、環境にも十分配慮しながらまちづくりを進めていきたいと考える。 

◇総務部長

  コミュニティセンターの補修の関係について、その状況は十分認識している。どのよ

うな補修がいいのか、業者から見積もりを徴している段階である。財政面もあるので、

明確には言えないが、１９年度で何とかしたいと考えている。 

 

○谷中地区 Ｓ 

  大戸団地について、Ａ棟に手すりがあって、Ｂ棟にはなく、高齢者が多いので、手す

りを付けてほしい。 

  循環バスの料金について、山田が100円、栗源が無料だとの説明があったが、佐原は

300 円で往復すると 600 円かかる。できれば 200 円位に下げてくれれば、高齢者の負担

も軽くなると思う。 

  お米作りについて、アトピーなどに効くお米があるらしい。聞くところによると、み

ずほ団地の中に、そういう専門の先生がいると聞いている。農政課の方に特に言いたい

が、農家が潤えば、財政面で市も良くなると思うので、単なる米作りではなく、そうい

う良いお米作りを指導して、全国にＰＲをしてほしい。 

 ◇建設部長

  市営住宅大戸団地Ａ棟の手すりの設置については、10 月 17 日の東大戸地区でも、同

じようなご指摘があり、事務所に持ち帰り、早急に検討するように指示をしているとこ

ろである。 

 ◇企画財政部長

  循環バスについて、先ほども説明したが、今月中に公共交通機関の検討委員会を立ち

上げ、その中で全体的な見直しを図り、経費負担等の関係もあるが、なるべく低額に抑



えられるような方向で考えていきたい。 

◇農政課長

  お米に関して、アトピーに対して耐性が生じにくいお米ということだと思うが、逆に

米に対するアレルギーを持った人もいる。 

お話にあった人は、たぶん不耕期、冬季灌水栽培で稲を作っている人のことだと思う。 

 この人は、栽培方法など全国で普及活動をされており、また、ＮＨＫでも放送されてい

るので、ご存知の方もいると思う。その方の都合により固有名詞は差し控えるが、この

地域で、そういう栽培をしている人がいる。 

  ただし、この方法は、端的に言うと非常に普及させにくい方法であり、冬の間に田に

水を張って作るという方法だが、冬に水を溜める手段、冬季の水利権の問題、用水の経

費の問題など、普及させにくいところがある。 

  そのようなお米の他にも、市内には、有機栽培、無農薬、化学肥料を使わない栽培、

という方法で、安全・安心なお米として作っている方も沢山いる。 

  また、直接アレルギーには関係しないが、市では、腎臓病の患者さんの家族が揃って

食べられるお米ということで、「ゆめかなえ」という千葉県で開発した新しい品種、こ

れは佐原地区だけで作っているが、そういった取り組みもされている。 

 

○堀之内地区 Ｓ 

  東京電力で聞いたところによると、佐原地区はインターネットの関係で、光ケーブル

が全然通っていないそうである。小見川の一部と山田の一部だけは、住金の関係でやっ

ているが、それ以外は東京電力の計画にもないとのことである。 

  光ケーブルが通らないと、インターネットが実に不便であり、市街地の場合には早い

が、この辺は距離が遠いため実に遅い。これからは、インターネットが必要であり、香

取市としても東京電力に対し、光ケーブルの敷設について、早くするよう言ってもらい

たい。 

  香取市の場合、行政コストがどれくらいかかっているのか。昨日ＮＨＫでやっていた

が、流山市が全国１位で20万円位、一番悪いのは大阪市で50数万円だそうだ。 

  今後、第２回目を開催するときには、行政コストについても示してほしい。行政コス

トは、一般会社における経営コストであり、どの会社でも１工程当り幾らかかるのか、

経営者であれば頭の中に入っている。そういうコスト意識を持ってほしい。 

◇総務部長

  光ケーブルの関係については、過去に議会でも指摘があったが、確か、何百戸以上と

か一定のまとまりがないと駄目なそうである。市としても、ご意見を踏まえて、ＮＴＴ、

東京電力に要望していきたい。 

  行政コストの関係について、市では年に１度、市の財政状況についてお知らせをして

いる。香取市は約270億円位の一般会計規模になるが、広報の11月15日号に財政状況

を掲載するので参考にしていただきたい。 

  また、コスト意識は当然のことであり、例えば市民にご負担をお願いする場合、情報

公開、つまり状況をきちっと説明することが大事であり、コスト意識は十分認識しなが

ら、そういう感覚を持って、これからも取組んでいきたいと考える。 



◇市長 

  コストというのは、常に頭に入れながら、また、この合併というのは、何よりもコス

トを削減するために、財政的な基盤を改善していくために行われたわけである。 

  長年愛してきた町の名前を変更してでも、合併を選んだわけであり、まさしくコスト

が大きな課題であったということから合併が行われた。 

   

◇市長 

後に皆さんに幾つかのお知らせをしたいと思う。 

議会について、現在１２月議会の 中であるが、１２月に市会議員選挙があるため、

１ヶ月前倒しにして１０月後半から１１月１４日まで開催しているところである。 

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、広報等でお知らせしてあるので、９月議会についてお話をしたい。 

この９月議会は、私にとって一生忘れられない議会となり、それは幾つかの条例等の

案件を可決いただいたからである。 

まず、第12号議案では、公約の一つであり、皆さんとお約束していた４人の自治区長

の廃止条例を可決していただいた。これにより４人の区長の歳費、年間 4300 万円を圧

縮することができた。 

また、これ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、

例えば、納税課と農業振興課というように、同じような課が混在していたが、それらを

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った。 

この機構改革により、市民の方に使い勝手の良い、スムーズな手続きができるように

なっただけでなく、5人の課長が必要なくなり、また6つの部署を圧縮することにより、

全部で11人の削減が可能となった。一般会計の中の職員数は、800人以上になり、その

中の11人かと思われるかもしれないが、数十人しかいない課長クラスの内の11人が必

要なくなり、これにより年間約8000万円の削減ができた。 

  そして、従前から収入役を置いていない。収入役を置かないのは全国的な流れであり、

職員で十分カバーできる。この収入役を 1200 万円と換算すると、９月議会だけで、４

人の区長、11 箇所の職員、収入役を合わせると、おおよそ 1 億 3500 万円の圧縮をする

ことができた。 

  先程、コストの話があったが、今、このような財政基盤というものを一番に考えるべ

きであり、この9年、10年の間で、ある程度の指針を出し、そして財政基盤をきちっと

作ったうえで、10年後の来るべき時を迎えるべきであろうと考えている。 

  その指針となるものを作るのは、この1，2年である。我慢をしながら、堅実な財政体

系を堅持する、作っていくのは大変重要である。 

  なぜ10年かというと、合併特例債という国からの特別な財源があり、これが10年間

しか受けられない。これは220億円という莫大な額であるが、この中で、基金として認

められる額がある。基金というのは貯金であり、香取市の場合は 30 億円になる。第 13

号議案で地域振興基金条例をつくり、年間 10 億円ずつ、3 年後には 30 億円の預金がで

きることになる。10 年後には、この合併特例債もカット、また、交付税等も 10 年後か

ら数十％のカットとなる。 



  従って、それまでに体力を蓄えて、10年後になれば、ある程度景気が上向きになると

は思うが、その時に慌てる事のないように、早いうちから手を下して、財政基盤を建て

直していくことが大変重要であると認識している。これには、皆さんのご協力、またお

話も伺いながら、真正面から、真面目に取り組んでいきたい。 

今日、ここに来ているメンバー、市の部長、課長たちの顔を見てもらえば、真剣だと

わかっていただけると思う。今後とも、皆さんのご理解とご協力を賜りながら、手を携

えながら、一緒にまちづくりをしていきたいとお願い申し上げて、今日のタウンミーテ

ィングを終了させていただきたい。 

 


