
市民懇談会（タウンミーティング）概要（中央公民館） 

 

１ 日 時  平成18年11月12日（日）19時00分～20時30分 

２ 場 所  佐原中央公民館大会議室 

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 

○水郷町地区 Ｙ 

   都市計画税について、その範囲がよくわからない。佐原の場合、誰もが皆取られて

いるのかどうか。 

   下水道の設備状況について、私も下水道事業団にいたことがあり、佐原の設備は 7

万以上の設備だと認識しているが、今の下水道の引き込み状況はどうなっているのか。 

◇税務課長 

  都市計画税については、農業振興地域というのがあり、佐原の場合は、その地域だ

けが除かれており、小見川の場合には、これに付随する農地も除かれている。そして、

それ以外の土地及び家屋に対して都市計画税が課税される。 

  また、市外の人についても、この地域に土地や家屋を持っていれば、課税の対象に

なる。 

◇上下水道部長 

  水洗化されている人口は 12,148 人であり、戸数でいうと 4,645 戸である。水洗化

率は、人口比率で80.1％、戸数別の水洗化率は、80.0％である。 

 ◇市長 

  水道の関係について、下水の関係も上水についても 100％カバーするのは、相当に

厳しいだろうと考える。完全な下水化へは、相当長期間に及ぶであろう。 

  現在、簡易的な上水にしても、また、下水については、合併浄化槽などを併用しな

がら進めていこうという計画を立てているところである。 

○水郷町地区 Ｙ 

もっと低い数字であるかと思っていた。旧市内でも引いていない所が結構あるので

はないか。 

◇上下水道部長 

  接続できる配管等の暗渠工事を済ませている区域の中で、８割の接続であり、２割

が接続していないことになる。全人口に占める下水道普及率は、32.2％である。 



また、合併浄化槽の設置数は 2,060 基であり、５人槽でカウントすると、9,000 人

弱になる。香北農業集落排水処理施設が約870人である。そして、全体では佐原区の

人口の48％までが、何らかの形で下水処理をされていることになる。 

  ただし、統計上、単独浄化槽がどれだけ普及しているのか、行政側では捉えていな

いのが現状である。その他については、たぶん汲み取りになろうかと思う。 

 

（発言者を求めるが、挙手がない状況） 

 

 ◇市長 

  今日がタウンミーティングの１１箇所目ということで、全２９箇所を今年度中に行

う予定である。どこの会場でも、活発なご意見等が出たのだが、如何でしょうか。 

 

（発言者を求めるが、挙手がない状況） 

 

 ◇市長 

  竹之下、駅前の方が多くいるようなので、駅舎の開発の関係について、少しご説明

したい。駅舎については、駅前のロータリー部分や、北口の部分も含めた開発である

が、平成１２年に中心市街地活性化法の中のＴＭＯ構想により、佐原商工会議所がベ

ースとなり、翌年１３年にＴＭＯ構想を立ち上げた。 

  そのＴＭＯ構想では、市内を大きく別けて、佐原駅周辺地域、重伝建の小野川景観

地域、そして本宿耕地地域ということで、３箇所が策定された。 

  まず始めに、佐原駅周辺の事業に対して国が認定をした。６年の月日が経ったが、

今年度から、北口の駐車場の改修から始まり、平成２１年には新しい駅舎ができる。

駅前ロータリー部分も買収を行って、現在、駅舎をバックにタクシーが縦に並んでい

る状況であるが、それも横にスムーズに駐車できるような形にしていく。 

  これについて、審議会を招集しており、デザイン等、色んな分野でご意見をいただ

き、それを反映しながら造っていこうと考えている。審議会のメンバーは、すべて市

民で、各区を代表する方々である。また、まちづくり全般については、まちづくりワ

ークショップを召集する。メンバーについては、市民から委員を公募しており、その

終段階に入っているところである。市政全般にわたり、環境や産業、勿論この駅舎

の関係などを含め、色々とご意見をいただきたいと考えている。 

  この佐原駅については、市民の皆さんの利用のほか、市外から来られる観光客も大

勢いる。また、それにも増して一番多く利用しているのが、学生の方々であるので、

高校生や中学生の意見も取り入れたらどうかと考えている。 

  私は、５月８日に初登庁した直後から、ＪＲ千葉支社に何度かお伺いをして、支社

長とも色々お話をしている。佐原駅は、ある程度の目処がついた。無人駅である大戸

駅、香取駅、十二橋駅の駅舎の改修等について、要望をしてきたわけだが、これにつ

いても若干の目処がついている。 

十二橋駅については、今年度中にカーポートというか、そういう形で屋根が付いた

駅を造ってくれるということ。また、香取駅についても、ＪＲ側で建て替えましょう



というお話があったが、その内容が少し首をかしげるものであったため、市ともう一

度協議していただけないかとお願いをし、そして、来年度の事業で実施するというこ

とで、現在協議している状況である。香取神宮などがイメージできるような駅舎にし

たらどうかと考える。 

無人駅については、この２箇所が今年度、来年度中に改修になり、そして再来年度

以降に佐原駅が改修になる。残るは大戸駅ということになるが、いずれにしても、観

光行政を推進している香取市であるので、ＪＲさんにも色々と協力をいただいている。 

 

○竹の下地区 Ｆ 

  素朴な疑問と切実な要望を申し上げたい。香取市になる前は、人間ドックは３万～

４万程で受けられたが、均等割り一人２万円の給付金のみになってしまった。脳ドッ

クまで受けると、１２、１３万はかかるので、何とか半額程度を市で負担してほしい。 

 ◇国保年金課長

  これについては、合併のときに色々検討したが、旧佐原市と栗源町で実施していて、

小見川町と山田町で実施していなかったことから、その分を見込んで、今の保険税で

実施しようとすると無理があり、申し訳ないと思うが、今年は半分で実施させていた

だいた。やはり事業なので、保険税に見合うことが前提となるが、今後様子を見なが

ら、また実施できるようになれば実施したいと考える。 

○竹の下地区 Ｆ 

  人間ドックを受けずに、病人がどんどん増えると、保険税より余分にかかるのでは

ないかと思う。その辺もご検討いただきたい。 

 

○牧野地区 Ｓ 

  大企業は大分景気がいいようだが、長い不況と就職難の中で、全国的に生活保護世

帯が増えていると聞いている。香取市の現状はどうか。生活保護を受けたいという要

望が増えているのではないか。また、そういう要望があったときに、市ではどういう

対応をしているのか。 

かつて、私も色々と相談活動をしていたが、政府では、窓口で説明をして、できる

だけ書類を受け取らないような指導をされたことが一時期あったように聞いている。 

  不届きな生活保護者がいたことも事実である。しかし、今の状況下では、生活保護

を受けたいという切実な方が多いと思う。そのときに、市として、どういう対応をし

ているのか現状を知りたい。 

  また、「あなたの住民税が変わります」という配布資料について、これは市で作っ

たものなのか。（→国でつくったものである） 

  そうすると、国で作ったものを、そのままタウンミーティングで出していいのかと

いう問題になる。住民税の所得割が一律10％に統一されると、あたかも公平になった

ような印象を受ける。ところが、高額所得者は10％になれば、実際には引き下げとな

る。この例でいくと、700万円の人は、13％から10％になるので、実際には、高額所

得者が優遇されるような中身ではないのか。特に、この香取市の中で、高額所得者と

そうでない人との比率を考えると、市民の負担が大きくなるということである。 



  国の法律で決まったことだから、市の責任だとは言えないが、実際に重税感がある。 

 これについて、市ではどう考えているのか。 

 ◇税務課長

  今の高額所得者の件について、所得税では4段階の累進構造になっている。高額所

得者は、住民税が一律 10％になるから、3％分安くなるというわけではなく、逆に国

税が 3％上がるような税制改正である。200 万円以下の人は、住民税が 5％上がるが、

逆に所得税は5％引き下げられている。 

  住民税は来年６月から影響がでてくる。国税は 19 年分として処理するため、確定

申告の場合、翌年に調整されるような税制改正になっている。 

○牧野地区 Ｓ 

  説明はわかるが、所得税と住民税の関係で、負担額は変わらないということである

が、実際にそうなのか。市民の中でも、負担が増えている、重税感があるという方が

多いと思う。 

  この資料の中で、平成１９年度分から所得税、住民税の定率減税が廃止されるので

ご留意くださいと、抜け道を小さく書いてあるが、国のやり方はずるいと感じる。 

 ◇生活福祉課長 

  生活保護の関係について、手元に資料がないため正確ではないが、旧佐原市で 230

件位、旧３町の分として90件位だと記憶している。 

  申請・相談に来られた場合の対応については、まず、お話を聞いて、他法での施策

がないかどうか確認する。例えば、何か年金を貰えないかどうか。実際に年金に加入

していても、貰っていない人もいる。また、障害年金など生活保護を受けずに生活で

きる場合もあるので、その辺を確認しながら、受け入れをしているところである。 

  受け入れにあたっては、所得状況や資産状況を確認し、また、借金がある場合には、

生活保護は受けられないので、それらを整理してからということになる。また、親権

者、親、子供、兄弟からの援助が受けらないかどうかなどを確認しながら、 終的に

決定をしていく。 

  生活保護世帯が増えているのではないかとのことだが、若年の方で、体が弱くて働

けないというケースは増えている傾向にあるが、中には、保護の廃止、つまり自立し

ていく人もいる。ケースによって違うが、働ける年代の人も多いので、ハローワーク

ともタイアップしながら、医者への検診命令を出して、働けるかどうかを確認して、

働けるのであれば優先的にハローワークに紹介してもらい、仕事をもらうような形で

の話し合いも行っている。 

○牧野地区 Ｓ 

  私の知り合いで、精神疾患だと思うが、生活保護を受けている方がいる。そういう

方は外見ではわかりづらい。これは１つの例だが、つまり、よりきめ細かく、懇切に

対応してほしいということ。 

  また、皆さんご存知のとおり、ここ数年、毎年３万人にも及ぶ自殺者が出ている。

自殺の原因は色々あると思うが、 終的には経済的な困難から命を絶っており、中小

業者の中には、自分の命と引き換えに借金を返すというケースもある。 

そういう人達のところまで、きめ細かく、行政の目を行き届かせていただきたい。 



  大きくなって行政が遠くなったという声もあるので、ぜひ行政が身近に感じられる

ようにしていただきたい。 

 

○水郷町地区 Ｙ 

  質問ではないので、答える必要はない。３点ほど私の意見を述べさせていただく。 

  時々市役所に行くが、行く度に、人口がどんどん減っている。この人口の流出を止

めてほしい、止める施策を考えてほしい。 

  市長から佐原の駅前開発をするという話を聞いたが、佐原の駅前だけ開発するとな

ると、他の人から文句が出るとは思うが、我々としては力強く思っている。 

ただし、やるときにはもう少し色んな人の意見を聞いてほしい。今の陸橋だが、何

故あんな所にやったのか、やるなら佐原の駅前の開発に合わせてやれば良かった。少

しもったいない気がした。 

  医療費について、現在、3 割負担とか 2 割負担とか、また介護保険も一律に取られ

ている。これを所得に応じて、5段階位に分けてほしい。上限を50％位にして、あと

は5段階位に分けて徴収するようなことも一つの方法ではないかと思う。国の法律だ

からダメだと言われれば、それまでだが、そういう検討もしていただきたい。 

 ◇市長 

  佐原の駅前ばかり開発したら、他から文句が出ると思う。佐原駅だけということで

はなくて、例えば、現在、建設省が持っていたドックを基に、小野川から利根川に通

じる場所に、国の防災センターの建設工事が始まっているが、そこに、道の駅、川の

駅を建設する計画も進めている。これは、一大事業であり、香取市にとっても大きい

が、佐原地区にとっては、非常に期待が大きいものになるであろう。平成２１年度末

には完成となるが、今年度でほとんどの計画が策定される。また、これにはＰＦＩ方

式という形をとり、国と市がタイアップして行うが、河川関係についてのＰＦＩ事業

では全国で始めてということである。国も大変力を入れており、大変期待している。 

  道の駅として、道路関係でお客が見える。また、 近、釣りや水上スポーツが大変

盛んになっているが、川の駅を併設して、船で来た方が船をとめる。また、市内に駐

車場が少ないので、大型バスや車で来られた方が道の駅で降りて、船で小野川を上り、

観光を楽しむ拠点にしていく構想である。 

  現在、ハローマックの後ろに造っているのは、国の防災センターであり、あそこに

は、何か災害が起きたときに、すぐに運び出せるように、テトラポットの大型のもの

などを埋めるそうである。普段は平坦な野原で色んな行事等に使えるが、いざという

ときに掘り起こして運び出すという施設を造っているそうだ。 

  現在の３５６号の道路辺りが一番高くなり、そして、田んぼの方へ傾斜していく。

３５６号の取り付けは、今の道路から1本分くらい線路側に移る。そして、利根川の

方へなだらかに傾斜していくが、そこに大きな施設ができ上がっていく。これも駅周

辺の開発とともに、大きな開発になってくると考えている。 

（ＰＦＩの業者は決まったのか） 

  業者は決まっていない。業者の選定は来年度になる。ＰＦＩにかける基本計画がで

きていない。 



○水郷町地区 Ｙ 

やはりＰＦＩ方式でやったほうが良いと思う。千葉県でも県警本部がＰＦＩ方式で

造っている。佐原の駅前についても、そんな方式でやれば簡単にできる気がする。た

だし、景気が悪いので、業者が佐原へ来るかどうかということはある。大手では金が

だぶついているそうだから、市長が骨を折ってやってもらえば来るのではないか。 

◇建設部長

   ＰＦＩ方式について、細かい部分を入れると、協定書で概ね1000項目になる。今年

度中には、すり合わせを完了して、その後に入札という形になると考えている。 

 ◇市長 

  ＰＦＩについて、聞き慣れないという方もいると思うが、要するに、国も市もお金

がない。何か開発したいがお金がないので、民間活力を使って、民間で開発してもら

うということ。そこの土地は市と国が所有しているので、地代を市・国ではいただく

が、その開発については、毎年お金を返していく。例えば、20年、30年で返していく

という形である。 

  市が大きなお金を借り入れて、負債がどかんと増えることがない。全国的にも行わ

れ、国も奨励しているところである。開発もできるし、負債も小さくて済むという利

点がある。 

 

◇市長 

後に皆さんに幾つかのお知らせとお願いをさせていただきたい。 

   ご存知のとおり、私たちの市は、新しい名前、新しい香取市という合併の道を選ん

だわけである。市民の皆さんと一緒になって、新しいまちづくりをしていこうという

結果となったわけであり、今後、私たちがどういう道を通るのが一番堅実であるのか

考えなくてはならない。 

   私も今回の選挙では、皆さんと多くの約束をしたし、そういう気概で真正面から取

り組んでいるところである。そんな中、私が一番の重要で力点を置いているのは、や

はり財政だろうと考える。 

色々な施策の部分については、４つの自治体が一緒になって７ヶ月ということで、

今、右往左往している。しかし、真剣に考え、協議しているところであり、結果的に

は、まだお示しすることができていないという段階である。これについては、いずれ

時間が来れば必ず形になっていくものであり、例えば、長いものでは５年、あるいは

それ以上かかるかもしれない。また、各地区の人々の心が一つになるには、もっと時

間がかかるかもしれない。 

   しかしながら、その大もとである財政基盤の改善は急務である。この１年か２年の

間に、ある程度の指針をきちっと作り上げないと、５年先、１０年先に、大変な失態

を残してしまうことになると考えている。 

   私は３回目の議会を経験させていただいているところである。６月議会については

皆さんご存知だと思うので、９月議会について、少しお話させていただきたい。 

   この９月議会は、私にとって一生忘れられない議会となった。それは、幾つかの案

件が要素としてあるが、それらを紹介したい。 



   まず、選挙中に皆さんとお約束していた、各自治区の区長制度の廃止である。この

自治区長の廃止に伴い、４人で年間4,300万円の報酬の削減ができた。 

また、皆様に大変ご迷惑をおかけしていた、本庁の中のわかりにくい部署を整理さ

せていただいた。よく言われる行政改革であるが、庁内では機構改革とういう捉え方

をしている。この機構改革により、例えば、介護保険の関係の部署が、１階と２階に

同じような課名で存在し、とてもわかりづらかった。農政関係も１階に農政振興課、

３階には本庁組織の農政課があり、農業関係で来られた方が、１階に行くと、その関

係は３階だと言われ、３階に行くと、３階ではここまでで、その先は１階だと言われ

て、１階と３階を行き来したという話を聞いた。 

これらを１つの課に集約した。つまり、本庁の部分と佐原区事務所の部分を１つの

スペースに入れて、その課に行けば、その関係は全て済ませられるような、見通しの

良い、わかりやすい機構改革を行った。 

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つの部署をスリム化することができた。これにより、

来年度は、少なくとも課長11人を抑制することができた。現在、一般会計規模から見

た職員数は800人以上いる。その800人以上の中の11人を削減したから何だと言われ

るかもしれないが、数十人しかいない課長クラスで11人削減できたのは大きなことで

ある。この11人だけで、年間約8000万円の削減となる。 

今後、小見川区事務所、山田区事務所、栗源区事務所の事務分掌の合理化を図って

いくと、年間４億という大きな削減額が出せるようになると思う。できるだけ早いう

ちに、そういった部分を統合していきたいと考えている。 

また、ご存知のとおり、従前から収入役を置いていない。全国的にも収入役を廃止

する傾向が起きており、来年度からは収入役を置かない方向にとのことで、県・国か

らも話がきている。職員が収入役の仕事をしても十分まかなえる。この収入役を置か

ないことで、年間約1200万円の削減もできた。 

この９月議会だけで、財源的な部分だけでも、合わせて1億3500万円位の削減を行

うことができた。 

先ほども申し上げたように、財政的な部分をできるだけスリム化することが、この

合併の大きな目的の一つである。従って、できるところは、できるだけ早くカットし、

例えば、それを医師獲得に向けたり、福祉の関係に向けたり、産業の施策に向けたり、

そういうものに向けるべきであろうと思う。勿論、それを何に使うかは、皆さんの意

見を伺った上で、行政の方できちっと精査し、それを議会に諮って了解を得た上で、

初めて施策するというような形になる。いずれにしても、市民の皆さんの声が一番の

礎であり、できるだけ皆さんから多くのご意見を伺いたいと思っている。 

また、ご存知のとおり、合併した市町村は、10年間に及んで合併特例債という特別

な財源を使うことができる。その額は220億円以上という大きな額であるが、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、皆さんのご家庭でいう預金で

あり、市の預金のことを基金という言い方をする。この基金が、香取市の場合で 高

で30億円になる。従って、今年度から3年間で30億円を基金として創設することを

決め、地域振興基金条例を設置した。 



10年後には、交付金の削除が数十％あると言われている。そして、合併特例債も10

年後にはなくなる。10年後の来るべき時に備え、財政的な基盤をきちっとさせ、体力

を整えておくことが大変重要であると考えている。 

従って、無駄を省きながら、できるだけスリムに、行政サービスの衰えない、そう

いった機構を早い時点で造っていくのが肝要であろうと考えている。 

また、市の職員の給与ベースの引き下げも行っている。全体として 4.8％の引き下

げ、中高齢層については、更に2％を引き下げて、6.8％の引き下げを行っている。 

いずれにしても、多くの皆さんのご意見が、私たちの活力の基となり、データベー

スとなっていく。それを基にまちづくりをしていくことはもとより、皆さんの声で、

皆さんが、この新しい香取市を造っていくということである。私は、この形を終生か

えることなく、皆さんのご意見をお伺いしていく。 

そして、何度も言うようだが、財政的な部分をきちっとし、健全財政を確立しなが

ら、その上で、皆さんの意見を伺いながら施策していこうと考えている。 

今日来ているこのメンバーは、市の中枢のメンバーであり、このメンバーが集まる

のは議会以外にはない。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。我々も皆さんがお困りの部分は重々認識している。真正面から、

真面目に、真剣に取り組んでいくので、どうか今後とも、皆さんのご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げて、今日のタウンミーティングを終了させていただきた

い。 

 

 

 

 

 


