
市民懇談会（タウンミーティング）概要（北佐原小） 

 

１ 日 時  平成18年11月6日（月）19時00分～20時30分 

２ 場 所  北佐原小学校生活科室 

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 

 ○中洲 Ｙ 

   各地区より要望が出されていると思うが、北佐原連合会として要望したものについ

て確認したい。前連合会長の小笹さんの時より、「じんべい」さん付近の道路が狭くな

っているところの拡張を要望をしている。また、いこいの家の雨水対策について具体

的に返答をお願いしたい。 

 ◇建設部長 

   「じんべい」さんのところについては、自分も通っているが、以前から大きな問題

になっている。行政としてもやるチャンスはあったが、用地の買収が進まない。登記

簿上の問題ではあるが、なかなかできない。用地取得ができれば進めたい。 

 ◇経済部長 

   いこいの家の雨水対策については、今年度は難しいので来年度予算要求をしたい。

いこいの家の維持管理については地元の皆さんにお願いしたい。 

○中洲 Ｙ 

   建設部長の認識と違っている。一部は登記簿上の問題があるところもあるもしれな

いが、あそこは水門になっているので、建設省との問題と、付近に保育所があるので、

その問題があると思っている。その前の土地については、もう買収しているのではな

いかと思う。再度確認してほしい。だいぶ前から地区要望で出ている。議員になって

８年になるが、初めのころに当時の部長からもいろいろな話を聞き、難しい問題もあ

ると思うが、地元から要望がかなり出ている。連合会長として、前会長が公式に要望

しているものなので、単なる願いではなく、しっかりした形に答えとして残したい。 

   いこいの家は、予算は今年度難しいというが、現場を見たかどうかわからないがそ

んなに費用がかかるものではない。なぜ言うかというと、ミニデイサービスで月・水・

金曜日に使っており、その人たちに指摘される。東側に雨どいがあり、雨どいからス

トレートに地べたに落ちてしまう。通気孔から雨水が入ってしまう。応急的なもので

もでもできるのではないか。どのくらいの改善を検討しているかわからないが、費用



はそんなにかからないと思う。後ろに水が行く設計になっているが、水がはけなくな

っているので、長さ的には５ｍくらいを応急的にやれば防げると思う。いこいの家の

耐久にも影響するので、一日も早い改善をお願いしたい。 

 ◇経済部長 

   流末の確保と水周りの整備ということであるが、今、話しのあったようなものであ

れば早急に対応できるのかと思う。まだ引き継いで間もないこともあり、よく現場を

みて対応していきたい。 

 

 ○     

   香取市の財政状況は千葉県内でも悪い方に入っていると聞くが、行政コストの削減

にどのような目標を持って努力しているか。努力しなければ行財政基盤の構築はでき

ないと思うが市の方針を聞きたい。 

 ◇企画財政部長 

   財政状況は、旧佐原市のときから厳しいことに変わりはない。合併し、借金ではあ

るが合併特例債が約200億円認められる。これは元利償還にかなり有利な国の手当て

がある。行財政改革を進めるにあたり、今年度中に行政改革大綱を作成し、併せて改

革プランをつくる方向で進めている。この中でどういった内容の改革を図っていくか

は、人件費の削減、経常経費の削減もあるが、そういったものをいろいろな課でそれ

ぞれ改革に取り組もうと努めている。基本的には人件費削減、経常経費の圧縮が主眼

になる。施設関係でも、佐原市の時からそうだが、施設の統廃合、民間委託なども行

政コスト削減の手段として考えていくことなると思う。 

   これから行政改革大綱に基づく改革プランをつくるので、そこで内容をつめていき

たい。 

 ◇市長 

   合併の一つの大きな目的は財政基盤の改善、財政基盤をきっちりしていくというも

のである。現状の１市３町では財政的にやっていけないという結論を出して合併をし

た。商業でコスト削減、資産売却などの言い方がされるがこれは、会社、商業の中だ

けの話ではなく、自治体、行政にも言えると思う。４つの経費を一つにして３つの部

分を削減していこうというのが合併の一つの考え方である。４人いた市長、町長が１

人になり３人分が浮く。助役、収入役、教育長すべて４分の１になる。もちろん職員

数もそれなりの形に下げて、圧縮していく。このとおり実行していくことが大事であ

る。 

   財政基盤をきちっとしていくには、この数年である程度の形をつくっていかなけれ

ばならない。いつまでもダラダラ延ばしていてはダメである。財政基盤をきちっとす

る礎をつくっていくのがこの数年であると認識している。行政改革、財政改革をここ

数年できっちり行っていきたい。 

   公共料金の統一も財政改革の一つと言っていいと考えている。 

 ○     

   これから大綱をつくるというがもっと早くできないのか。遅い。会社だったら倒産

してしまう。30年国家公務員をし、13年民間で働き、両方を比べて、公務員は甘いと



感じている。合併して７ヶ月も経っているが、今から方針を決めるのでは遅い。その

しわ寄せが地域住民の住民税アップなどに跳ね返ってくる。 

 ◇企画財政部長 

   旧佐原市のときから、行政改革大綱をつくっており、それに基づき人件費削減を進

め、職員退職の不補充をやっている。その大綱にのっとり全体で80人から100人近く

を減らしてきている。給食センターの不補充で、正職員の退職時にパートで対応して

きた。また、ごみ収集の民間委託などを行い、正職員をどんどん減らしてきた。今、

始まったことではなくずっとやってきたことであり、香取市として262㎞2という広大

な市域を有する中で、１市３町の自治体が１つになったので、その辺での行革、また

新たな視点での行革を進めていく必要があり、今とりかかっている状況である。これ

から始めるのではなく、今までやってきたものをさらに新たな視点で行革できるもの

は何かを、これからもう一度見直し、進めていこうという段階である。 

 ◇市長 

   指をくわえて見ているわけではない。できることから、大変なことも含めて常に圧

縮、削減をしていく。例えば、９月議会で財政基盤づくりの礎となるものを上程した。

その１つが区長廃止条例で、議会で通った。これで年間4300万円、他のいろいろな経

費を含めるともっとであるが、４人分の報酬で4300万円、そして収入役も置いていな

いので1200万円を圧縮している。 

もう一つの条例で、皆さんにご迷惑をかけていた、本庁の組織の中に本庁と佐原区

があり、窓口のややこしさを改善するため統合を行った。１階に農業振興課、３階に

農政課があり同じような仕事をしていた。そのようなものがたくさんあり、わかりや

すくするため、また合併の効果を早く出すため、行政改革により１つにした。これは

行政改革でだけでなく、財政的にも大変有効である。合併で４つの自治体を１つにす

るのは、職員の削減をしていくというものであり、２つの課を１つにしたので課長が

１人減らせる。５課を圧縮することができ、来年は５人の課長が削減できる。同じよ

うに６部署を減らしたので合わせて11人の課長を来年度は削減できた。職員は一般会

計で約830人いて、その中で11人程度と思うかもしれないが、課長クラス11人で約

8000 万円を削減できた。したがって、この９月議会で 1 億 3500 万円を圧縮できた。

一般会計ベースで270億円あるが、その中の1億3500万円は少ないと思う人もいると

思うが、そういった1つ1つを積み重ねていくことが大事だと思う。そういう方向に

もっていくことが財政基盤の確立につながっていくと考えている。 

   現在、本庁と佐原区だけを統一したが、今後、小見川区、山田区、栗源区の統一も

していく。その試算をすると４～５億円の圧縮ができる。できるだけ早く、住民の理

解を得ながら統合していきコスト削減を図っていく。やれるものは前面に出し、真正

面から取り組んでいる。例として、新規採用職員を一人もとらないというのは無理だ

が、退職者が10人いれば普通なら10人採用するが縮小していくので約10％の削減を

図っていく。したがって来年も再来年も圧縮して、職員数もスリム化していく。 

   できることからできるだけ早くすることが大事であると考え、財政、産業施策など

も同じように考えている。 

 



○    Ｔ 

   医療行政について、新香取市となり宇井市長になって、県立佐原病院の充実と財政

再建のため区長を置かないということは非常にわかりやすい。県立佐原病院と小見川

総合病院は地域の中心的な医療施設として充実していくことについては広報等で理解

している。 

   自分の地区では、78軒あるが、子どもが生まれたのが4人だけで、しかもすべて佐

原以外の成田、神栖で産んでいる。佐原では子どもが産めない。一番心配しているの

は、少子化問題で産婦人科が近くになければ北佐原地区に嫁がこない。行政だけでな

く、76人の議員がいると思うが議員も真剣にやってもらわなければ病院の充実はでき

ない。市として小見川総合病院と県立佐原病院についてどの程度進捗しているのか、

特に産婦人科についてどう考えているか聞きたい。 

   もう一つは、交通安全で平成13年度に新島、北佐原連合会で、事故が多かったため

十字路に「事故多し」の看板をつくってもらった。しかし、木製のため、５年経つと

腐ってしまい倒れているところもある。連合会長にも頼んであるが、市も大変だと思

うが立て直してほしい。児童も通るので早急にお願いしたい。 

 ◇市長 

   病院の関係について、現在の県立佐原病院、小見川総合病院の産科、小児科の状況

は、小見川総合病院には産科がなく、県立佐原病院では産科医が減り検診のみで分娩

業務は行っていない。香取市内に分娩業務を行える医師がいない。現在、子どもが産

めるのは成田、神栖、鹿嶋で、戸籍の出生地欄に香取市と書けない状況が続いている。

これは公約の一つであり、小児科の充実を図っていきたいと思っているが、大変厳し

い。進めれば進めるほど大変さがわかってきた。まず、堂本知事に再三この要望をし

ている。 

県の病院局長にも何度も要望をしている。県、市、県立佐原病院、小見川総合病院

の４者で協議会をつくり、この中でこの地域の核となる病院をどのようにしていくの

か、どういう構想をもって、どういう計画をつくり実行していくかを、今、話をして

いる。まず、県の方針は、県立佐原病院はなくすとか手を引くことはしないと言って

いる。堅持していくと言われ、まずはホッとしている。今のドクターが減少している

状況だと、本当に機能しているのかと考えさせられるような大変な状況であることは

認識している。 

   その上でいろいろな施策をしており、県から有意義な提案をいただいている。今ま

で、県立佐原病院、小見川総合病院もドクターを千葉大の医学部に求めていた。しか

し、千葉大に医師が少なくなり派遣できなくなってしまった。県は県内のすべての医

学部のある大学に声をかけているが、それでも足らないので、県外、全国から、補助

金制度をつくり補助を出してでも来てもらおうと考えている。２つの案があり「自治

体病院の医師確保支援策」というもので、県の方に内容をタウンミーティングや市議

会で話していいかと聞いたところ、県議会に諮ってからにしてほしいということであ

った。いずれにせよ、県がある程度の補助金を医師に与え、何年か経つと免除すると

いうような有利な制度を来年度から始める。 

   実際にどのようになっていくのかというのは、いろいろな話が出ている。県立佐原



病院と小見川総合病院を統合して新しい病院をつくるとか、両方とも前のように持ち

上げていくなど、いろいろ出ている。もう少しつめた段階で、皆さんの意見を聞きな

がら協議会を進めていきたい。 

   このような場でも、役所へでもよいので、皆さんのいろいろな話、助言を聞きたい。

今まさに協議会で協議をしている。この中で一番肝要なのは、香取地域でどういう病

院が、どういう診療科が、どれくらい必要なのかを出して、それに沿った病院体系を

つくるべきだろうという指示を県から受けている。あまり利用のない診療科を大きく

つくっても無駄である。産科や小児科がほしいということであれば重点的に施策して

いく。必要な部分を財政的にどれくらいかかり、県がどれくらい負担し、市がどれく

らいもつのかなど、経営的にどうかを今、算出し、計画をしているところである。長

い期間をかけず、今年度中には計画を出し、県との策定の中で4～5年の間には新しい

施策ができると考えている。 

   市もそうだが県も財政がそうとう厳しい。お金があれば病院がつくれる。それと医

師が本当にいないということである。医師がいない理由は、後期臨床研修制度という

ものがある。大学で勉強が終わっても研修を受けなければならないが、その研修をす

るときに研修ができる病院に入る。機械がありよい医師のいるところにいってしまう。

今、県立病院には研修ができるような施設も設備もない。したがって研修医がこない。

今まではインターン制度で研修医が来ていたが、設備のいいところにいってしまう。

香取市だけでなく地方の病院には医師がいなくなってしまい、テレビでも連日報道さ

れている状況である。 

   中堅医師を招聘し、中堅医師がくれば研修もできるので研修医もくる。そういう組

織をつくろうというもので、元を正そうというものなので大変期待できる。県立だか

ら県がやるというのでは立ち行かない。私たちの命、子ども、孫たちの命を守るため

には私たちもやらなければならない。皆さんのお許しが出れば、ある程度の財源を医

師招聘に使っていかなければならないだろうと考えている。これがいくらかははっき

り言えないが、そんなにかからないと考えている。 

   小児科、循環器内科、外科、脳外科などをきちっと揃えていけるよう、できるだけ

早く計画を立て皆さんご提示したいと思う。 

 ◇市民環境部長 

   交通安全、道路標識看板について、今年度の中洲区の要望の久保木正治さんのとこ

ろのことか。 

○    Ｔ 

  そうではなく、全体的に看板を設置してもらったが老朽化しているということ。 

 ◇市民環境部長 

   区長さんと連絡をとり確認する。 

○    Ｔ 

   標識を立てるときに田の地権者に了解を取って立てているが、先日の風で倒れたり

している。地権者から苦情を言われる前に先にやっておいたほうが良いと思う。 

 

○中洲 Ｙ 



   担当者は認識しているが予算の関係で今日に至っていると思う。 

   何年か前に立派なものができたが、５～６年経ち木製のため下から腐ってしまい、

吹きさらしが強いため、倒れたり田んぼの方にいってしまったりという問題が起きて

いる。全体的にまだ標識は足りないと思う。担当者も認識していると思う。その変を

踏まえ、この地域だけではないと思うが精査してもらいたい。 

 ◇市民環境部長 

   新規の看板の要望、既存の看板の破損の確認をし、対応する。 

 

 ○荒川 Ｈ 

   循環バスについて、コースにより歩いてバス停までいくのが大変で使わないという

声を聞く。荒川集落は堤防沿いに集落があるので、堤防をバスが通ればもう少し乗車

数が増えるという声がある。 

   水道の関係で、横利根護岸を建設省で護岸工事をする。横利根を渡る水道管の下護

岸の護岸工事を市の方でやる予定はないのか。 

   水道管が埋まっている横利根から堤防までの区間は市で買い上げ、市有地になって

いると思うが、そこの維持管理は市でやらないのか。 

◇企画財政部長 

   循環バスは、北佐原・新島ルートと瑞穂・東大戸ルートをもっている。このルート

設定の時に地区の要望を聞き設定したと思うが、ルート変更にあたっては、バス停、

時刻表、申請などがあり、すぐというわけにはいかない。これから香取市全体をみた

公共交通機関の検討委員会を今月にも立ち上げる予定であり、その中で既存のルート

の見直しもする。栗源、山田にもあり、小見川には走っていない。小見川もこれから

必要であり、新設ルートや既存ルートの見直し、電車、他区、高速バス等との接続も

あり香取市としてどのような交通体系を整備していくかの一つとして循環バスの見直

しをしていく段階である。今のルート変更については、地域の要望として受ける。他

の地域で瑞穂からもあるが、循環バスは利用してもらうことが第一であるので、多く

の人に利用してもらえるようコース変更が必要であれば検討も併せてする。 

◇上下水道部長 

   場所の確認で、横利根横断の水管橋のところのことか。旧簡易水道の浄水場跡地の

ことか。 

○荒川 Ｈ 

   横利根をまたいでいる水管橋のたもとのところの護岸とたもとのところから堤防を

越え島に入るが、その部分が市有地になっていると思うがその土地の管理について。 

  そのままになっていて荒地になっている。 

◇上下水道部長 

   水道所管の管理地であると思われる。護岸そのものは国土交通省霞ヶ浦河川事務所

になるが、そこから離れた土地は市の水道部の管理と思われるが、確認し煩雑な状態

であれば整理するという管理に努めたい。確認させてほしい。 

 ○荒川 Ｈ 

  今、横利根そのものが護岸工事を進めている。今回の工事でほとんど全面的に工事が



終わり一部の佐原市側だけが残る。ルアー釣りなどで人が出入りしているが、その部

分だけが昔のブロックを置いた護岸になっている。滑って落ちることなどが結構ある

ので、危険防止の観点から同じような護岸工事が行われれば危険がなくなる。 

   敷地の分については、隣は、分譲地で個人の所有になっており、その隙間があって

反対側は田になっている。幅１～２ｍで長さ 100ｍぐらいが荒地になっている。そこ

に水が溜まって小学生、幼稚園生が危険という話がきている。何かあったときの心配

がある。 

◇市長 

   護岸については市の管理ではないと思う。確認して、霞ヶ浦河川事務所に工事をす

るかどうかについて確認する。 

 ◇上下水道部長 

   関連して、旧簡易水道の浄水場跡地の護岸 1.5ｍだけが窪地で未整備であるが、現

在協議中で、来年度あたり、国土交通省が工事を行い、市が負担金を払う形で予定し

ている。 

 ○荒川 Ｈ 

地元の人は、そこは心配していないが、水管橋の下のところは、川の際まで舗装道

路で繋がったため車の出入りが多くいろいろある。 

 ◇上下水道部長 

   早速、現場を確認する。 

◇市長 

   循環バスについて、構想というか、協議会での話のお題を出そうと思っている。荒

川地先の土手沿いは大型が入れないが、お年寄りが先の道路まで歩いていくというの

は大変である。停留所までいくことが大変である。そういう箇所は市内にたくさんあ

る。狭隘で、大型車両が入れないところがたくさんある。そういうところには、大型

車両ではなく、ターゲットが決まっていればそこへ中型のマイクロバスとか７、８人

乗りのワンボックスカーでいくとかそういったことも考えられる。循環バスがぐるぐ

る回っているだけでなく、それを基本としてそこから横だしがあってもいいと考える。

実際そういう狭隘なところに必要としている人が多い。大型バスが通行できるような

ところは便利なところである。本当に不便なところの人に使ってもらうことを考える

と複雑な形になるかもしれないがそういうものが必要である。協議会には、一般のバ

ス会社、タクシー会社の人も入ってもらい、必要なものを市民の皆様と一緒に考えて

いくものである。役所の人だけでなく市民が入る協議会で協議していき、よりよいも

のをつくっていかなければならないと考えている。早急な措置をしたいと考えている。 

    

 ○中洲 Ｙ 

   ９月議会で循環バスについての質問をした。北佐原地区は、佐原、潮来間の路線バ

スが走っており、実証運行という形態で北佐原新島ルートとして網羅されていないと

ころに循環バスが走っている。使っている人の中でも、路線バスと接近したところに

もできないのかなど、いろいろな要望がある。路線バスの営業に差し支えるのでどち

らかというと避けるという方向であるので、利用者の利便性とはかけ離れる。毎月北



佐原の区長会の会議で意見交換をしている。今回、市長にかなり踏み込んだ答弁をし

てもらった。議会では企画財政部長の答弁だけで、市長がここまで踏み込んだ答弁を

されたので地元議員としてありがたい。問題は多々あろうかと思うが地元と協議して

やっていただきたい。 

   年末に様々な会合が予定されているが、北佐原連合会の忘年会の招待状をもってい

ったがタウンミーティングと同じ日程であったため、タウンミーティング優先とのこ

とであった。自分も本日妻の実家で通夜であったが直ぐ駆けつけたところである。質

問もかなり網羅され市長に感謝する。 

 

 ○     

   このような市民懇談会は、年に１回ぐらい継続して行われるのか。 

◇市長 

   今回は、香取市全市で２９箇所行う。佐原区では１６箇所開催し、今日は１０回目

である。その後小見川、山田、栗源で行っていく。今年度中の２月の後半ぐらいで全

て終わる予定である。２９箇所では少ないと思っている。広範囲になってしまう。２

人でも３人でもいいので膝を交えてお話をしたい。私が一方的にしゃべるのではなく、

皆さんが一方的にしゃべるのでもなく、一緒に話をしていくことが必要である。でき

れば、来年度は範囲を狭くして箇所を多くしてやっていきたいと思っている。定期的

に行っていきたいと考えている。いつまでもやるのかと言われればそうではない。今

は香取市の創世記であるので皆さんの意見が香取市の礎になると考えている。 

選挙中も約束したが、皆さんの意見が一番のデータベースでそこからまちづくりを

していくという考えに変わりはないので、できるだけ多くの機会を設けて皆さんとお

話していきたい。もちろんお叱りもたくさんお受けする。それを聞くために皆さんと

お話する。 

最後に、財政的な基盤整備、改善をして、新しい基盤をつくっていくとお話したが、

９月議会でのことをお知らせしたい。１０年に渡り効率のよい合併特例債というもの

が約 220 億円使える。この中で国が基金として積み立ててよいという額がある。MAX

で 30 億円を基金にできる。10 年間くると言われているが、いつ止まるかもわからな

いので、地域振興基金条例をつくり、今年度から10億円ずつ３年間で30億円を積み

立てる。 

市の職員もいろいろ考えているが、市職員の給料の一部を改正し平均で 4.8％引き

下げ、中高年層はさらに２％引き下げで 6.8％の引き下げをしている。そいったこと

をしながら、市民の皆様の耳には入りにくいかもしれないが手をこまねいて、何もせ

ず指をくわえて見ているわけではない。真面目に真正面からまちづくり、財政基盤の

確立のため皆で頑張っている。本日来ているのは部長、課長でこのメンバーが集まる

のは議会以外にない。真剣にやっている。皆さんと一緒にまちづくりをしたいという

気持ちである。これからも皆さんとお話をしながら、真正面から真面目に取り組んで

いくので、ご協力、ご理解、いろいろな話をいただきたい。 


