
市民懇談会（タウンミーティング）概要（小見川文化会館） 

 

１ 日 時  平成19年1月25日（木）18時30分～20時00分 晴 

２ 場 所  小見川文化会館第1会議室 

３ 出席者  一般市民 ５４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 

   ・市民環境部長 

   ・上下水道部長 

（４）意見交換 

  ○北八軒町  ？  

    妙剱神社というのがあり、台風で大雨になると、あの辺りが浮き出すような状態

になっている。黒部川が増水してきて、逆流するような状態が何十年だか続いてい

る。早急にと言っても、予算の関係があるだろうが、そこに用水機場を可及的速や

かに設置してもらいたい。 

    あの辺の住民は、台風の度に、土嚢を持って行ったりして大騒ぎになっている。 

    今年度予算になるか、来年度予算なになるのかわかりませんが、早急にやってい

ただきたい。 

  ◇小見川区都市建設課長 

    ただ今の要望につきましては、昨年１０月の大雨時など、かなり浸水被害が出て

いることを認識している。いずれにしても、用水機場を造るとなると、かなりの経

費がかかるものなので、これについては新年度予算の中で、十分、現場とも協議し

ながら対応していきたいと考えている。 

    今、新浜地区の浸水被害等について、これは県費補助事業で工事を実施している

ところであるが、町単独の予算で大きな用水機場の設置となると、非常に困難な面

があるので、それらについては、県費補助なども含めて検討したいと考えているの

で、ご理解いただきたい。 

  ○北八軒町  ？  

    要するに、溢れないようにしてもらえばいい。もちろん、検討してもらわなくて

はならないが、ただ検討するというのは、いつ頃の時期を見計らっているのか。今

年度は難しいとか、来年度ぐらいならできるといったことをお聞きしたい。 

  ◇小見川区都市建設課長 

    今年度は、もう年度末になるので、すぐに実施するとはお答えできないが、新年

度に、そのような補助等も含めて検討させていただきたい。 

  ○北八軒町  ？  

    新年度４月から検討に入ってくれるというか。 



 

  ◇小見川区都市建設課長 

    そういうことである。 

 ◇建設部長 

    その件については、市長と私も現場を確認しているので、それに対し指示をして

いきたいと考えている。 

   

○南八軒町 Ｓ 

    ２点ほどお願いしたい。 

    香取市における税や公共料金の現状、これはいわゆる、徴収の規定ではなかろう

かと思う。その反面、健康保険税の 後にある介護の料金について、これは、この

ように計算して徴収されるが、私は年金生活であり、１００％年金から控除されて

いるが、いわゆる年金から控除されている方以外については、スムーズに徴収がさ

れているのか。お年寄りを守る年金からの介護料金は１００％払っているが、それ

以外に請求した介護料金については、未納がないのか。まだ年度が終わっていない

ので、実績等わからないと思うが、ご報告をお願いしたい。 

    もう１点。私は南八軒町に住んでいる者だが、平成１３年度、１４年度と総代を

やらせていただいた。その資料の中にも、小見川町の駅前の整備計画が２年に渡っ

て計上されている。おそらく昨年までの資料にも、そのまま載っているのではない

かと思う。これを、長老の方々にお聞きすると、ご存知の方もあろうと思うが、旧

春本から小見川駅前までの道路が整備された。その後、第２次というかわからない

が、その時点から整備計画が載っているようである。何十年という計画であるので、

見直しに見直しをしていると思うが、以前として計上されている。 

    ちなみに、私はある大企業の経理部に９０％近く従事して、定年退職をした。短

期は年度予算、中期は３年から５年計画、それから長期計画を組むわけだが、これ

は大体１０年である。ところが、あの計画については、相当年数が経っており、見

直しに見直しを重ねているとは思うが、そろそろこの辺で、やるのか、やらないの

か、その辺を担当の方にご報告をお願いしたい。 

 ◇健康福祉部長 

    介護保険の滞納状況について、数字的なものは手元にないが、若干、滞納はでて

いる。滞納については、平成１８年４月１日からの介護保険料分については、滞納

の処分や対応について、これから取り組んでいきたいと考えている。 

 ◇建設部長 

    ２点目にご質問のあった小見川駅前の整備計画について、この事業は相当大きな

事業になってくると聞いている。これをやるか、やらないか、という話であるが、

基本的には、やっていきたいと考えている。 

    国の制度で町並み交付金制度というのがあるが、この制度は、確か４０％補助で

あり、その他に起債等も使える。したがって、８５％位の事業費でできると考えて

いる。この事業については、５年というスパンがあり、５年の中でやっていかなけ

ればならないという制約条項がある。その制約条項を守っていくと、どういう形に



なるのかというと、実は、宇井市長になってから、専門の担当課である町並み整備

課を作っていただいた。 

    どういうことかというと、今、佐原駅をこの５年間で直していく。佐原駅につい

ては、大正９年にできたもので、相当古い駅舎であり、劣化も進んでおり、これを

５年間の中で直していくという、第１次案である。 

第２次案として、小見川の駅舎、これもスパンとしては５年のスパン、条件付な

ので５年でやらざるを得ない。これらを国の方と協議しながら、佐原駅が終わった

ら、小見川駅の方にも着手をしたいと考えているところである。 

 ◇市長 

    付け加えると、今、町づくり交付金のお話がでたが、こういった事業、駅の改修

だとか、大きな開発行為などを行うときに、よく町交と言われるけれども、国の方

から補助金としてくる。部長が申し上げたとおり、４０％の補助金ということであ

り、４０％というと大変大きな補助金である。 

    ご存知のとおり、合併特例債は９０％以上であるから、それが一番大きいわけだ

が、４０％の補助金と言うと、もの凄く大きなものである。 

    これには、どういった経緯で付けられるかと言うと、中心市街地活性化法案とい

うものが昔あった。この中にＴＭＯ構想と言って、Town Management Organization

というものがあり、この構想をきちっとした計画して、それを国へ申請するという

わけである。 

    例えば、今話しに出ていた、佐原の駅周辺の整備事業は、平成１２年に佐原商工

会議所が核となり、このＴＭＯ構想を作って、そしてこの町交の申請をした。そし

て、６年経った今年平成１８年にそれが採用された。申し上げたように、５年のス

パンで駅周辺の整備をするということになったわけである。 

    聞くところによると、小見川商工会が、今年度から来年度にかけて、このＴＭＯ

構想を立ち上げるそうである。したがって、このＴＭＯ構想を市とタイアップして

作り上げて、それを国へ出して、そして、国の町交の採用を目指すということであ

るので、いつとははっきり申し上げられないが、計画を断念したわけではなくて、

逆に推進をしているという状況である。 

    ただ、大手企業のように、単年度だとか、複数年度でも２、３年だとか、そうい

った形でできる仕事ではないので、その辺は、ご考慮願いながら、楽しみに待って

いただきたいと思う。 

     

○大根塚 Ｎ 

    ３点ほど、質問させていただきたい。 

    １点目。タウンミーティングについて、佐原区から始めているが、この計画をど

うして佐原、小見川、山田、栗源の順としたのかお聞きしたい。というのは、地域

の統一を図るというように市長さんは言っていたが、栗本の方にすると、 後にな

るので、手法にちょっと不満があると思う。 

    ２点目として、行財政の改革について、もし、年次別に重点項目、推進項目とい

うか、どういうことをやっていきたいという計画があったら教えていただきたい。 



    もう１点は、１０年後の香取市のイメージというか、どのような構想をお持ちな

のかお聞きしたい。 

    というのは、「広報かとり」の中で、人口がどうなっているか見ると、毎月、９ヶ

月の平均で６２名が減っている。そうすると、１０年後には、約7,200、7,300人が

減るわけである。例えば、国の試算では、５０年後には8,800万人だとか言ってい

るが、約３０％減ることになる。そういう計算をすると、香取市は５０年後には、

現状でいくと半分位になるわけである。 

    そうすると、香取市の行政というか、今後何をどのように進めていくのか、とい

うのが非常に大事ではないかと思う。結局、無駄な作業というか、工事を進めない

ように、何を重点にやっていくかというのが、非常に大事ではないかと感じたので、

意見として申し上げる。 

 ◇企画財政部長 

    行財政改革についてお答えする。現在、香取市の総合計画を平成１８年度と１９

年度にかけて策定するということで進めている。その中で、行政改革大綱の策定も

進めている。これについては、本年度中には取りまとめられるように進めているが、

これまでも旧市町において独自に行政改革大綱やそれに基づく実施計画などを作っ

て取り組んできたわけであり、旧佐原市の中では、やはり人件費の抑制ということ

で、退職の不補充や民間委託、職員のパート化などを行いながら、百数十名の職員

を減らしてきた経過もある。 

    また、それに引き続いて、合併して行政規模も大きくなったので、新たな視点か

ら行政改革大綱を作って、さらに改革のプランを作ろうということで取りまとめを

している 中である。行革は、いわゆる人件費を抑制するというのが大きな手腕に

なろうかと思う。それに施設の統合などを盛り込みながら取り組んでいきたいと考

えている。 

    また、１０年後の構想ということであるが、確かに現在の人口について、少子化

が非常に進んでおり、小中学校の生徒数の推移を見ると明らかであろうかと思う。 

    私は昭和２２年生まれであるが、佐原中の場合でいうと、その頃同じ学年で６５

０人もいたという時代で、現在はその３分の１程度になり非常に少なくなっている

状況である。少子化対策は、これから行政としても本腰を入れて取り組まなければ

ならないと思う。人口が減っていくということは、行政にとっても非常に重大な問

題であると認識している。これから総合計画、行政改革大綱の中で、そういうこと

も含めて検討していきたいと考えている。 

 ◇広報広聴課長 

    タウンミーティングの順番について、佐原区からということであるが、お話のと

おり、去年の１０月から１１月の末まで、佐原区の１６箇所で実施した。これにつ

いては、大きな意味合いはないが、当初、我々も預けられたまま実施してしまった

という実情がある。それについて議会等でも質問があり、３区については、小見川

区が終わってから山田区、栗源区ということではなく、それぞれバランスよく調整

をして予定を組んでいる。その中でも、それぞれ会場の都合により調整をしている

部分もあり、このような順番になったということでご理解をいただきたい。 



 ◇市長 

    私の配慮も欠けていたと反省をしている。別に意図はなく行ったわけだが、   

１２月議会でも議員の皆さんから、順番はどうなっているんだとお叱りがあったこ

とから、急遽、今年になってからの部分については、すべてシャッフルして、今日

は小見川、次は八津、また小見川に戻って、府馬に行く、というような形でバラバ

ラにするようにした。 

    ４月からの新年度についても、角度を変えたタウンミーティング、市民懇談会を

行いたいと計画しているが、その時はシャッフルするようにしたいと考えている。 

    それから、年次計画、１０年後の香取市の姿ということであるが、部長からご答

弁申し上げたとおり、現在策定中である。相当な分野において、これを作っていく

ということであり、総合計画であるから、１つのスパンを２０年と置いており、そ

の中には、単年度の年次計画、そして５年、１０年というような中長期的な計画等

も当然取り入れられるわけである。それこそ自然環境問題から行財政改革といった

ものまで、すべてに網羅されていくと考えている。 

    当面、皆さま方にご不安の部分があると思うが、例えば、病院、地域医療の関係

をどうするのか、また、消防等の施設は今１つにはなっているが、中の形態が２つ

になっているということもある。そういういったものを、今後どのように解消して

いくのか、それらも含めて細かく整理をして、平成１９年度中に策定するというこ

とであるので、もうしばらくお待ちいただいて、計画が出来ましたら、またご意見

をいただければと思う。 

 

○北八軒町  ？  

    今、市長から話が出たが、小見川の総合病院と佐原にある県立病院を合体して、

どこかに１つ造ろうというような構想があるのか。あるいは、その２０年の計画の

中で議題になっているのか。 

小見川総合病院については、おそらく耐用年数にきていて、それを建て替えると

なると行政経費がかかるという面があるかと思うが、私は小見川の住民であるから、

合体して佐原の方に持っていくというのには絶対反対である。そういう構想がある

のかどうかお聞きしたい。 

 ◇市長 

    病院の関係を少しお話させていただきたいと思う。ご存知のとおり、小見川総合

病院と県立病院は、去年の４月から大変な医師不足ということで、市民の皆さんに

は大変ご迷惑をかけていると認識している。昔言っていたインターン制度、今は後

期臨床研修制度という言い方をするそうだが、研修医制度の制度自体が変わってし

まった。そのために、両病院とも千葉大から医師の派遣を求めてきたわけだが、千

葉大に派遣できる医師がなくなった、少なくなったということで、どんどん医師不

足になってきたわけである。特に、小児科、産科については、小見川総合病院は廃

止されてしまい、県立病院には常勤の医師が１名ということで、分娩業務ができな

い。分娩業務を行うには３名ほど必要だそうである。 

    したがって、現在香取市内では子供を生める所がないという状況になってしまっ



たわけである。こういった状況を憂慮して、私も公約にあげている病院の充実化と

いうことで、５月の就任当初から、この病院問題については、時間を多く割いてき

たわけである。現在、小見川総合病院、県立病院、市、県の４者で協議会を立ち上

げた。県の方は毎回は出てきませんが、まず県の方針としては、県立病院は堅持し

ていくとお答えをいただいている。要するに廃止するとか、閉めてしまうというこ

とはしないと、はっきり言っていただいた。 

    現在、県のほうから今年３月までに、地域の医療はこうあるべきであろうという

ことを、市、小見川総合病院、県立病院の３者で案を作って出してくれといわれて

いる。したがって、去年の段階から、これに向けて協議を進めているところである。

先ほどご質問のあった、合併して１つにするということがあるのかということだが、

今多くの意見を集約しているところである。 

    現在、私の立場は、両病院をそのまま堅持していく。そのままやっていくことが

一番いいだろうというように議会でも答弁させていただいた。したがって、この立

場は変わることはないが、この３者の会議の中で、どのように決まっていくか、ま

た県との整合性を合わせながら、どのようにしていくのかということで、その結果

を待っているというか、作っているところである。 

    したがって、今年の３月までには、ある程度の方向性が決まるであろうと考えて

いる。県も新年度、平成１９年いっぱいには、新しい形を見出したいと計画をして

いるそうであり、平成１９年度でほぼ方向性を確立できるのではないかと考えてい

るし、できるだけ早急に、皆さま方に安心していただけるような体系を作りたいと

考えている。 

    もう１点。１つになろうと２つになろうと、例えば小見川のこの地位が、病院が

空白になるような事態は避けていくので、その辺は安心をしていただきたいと思う。

ある地域が不便を被るような医療体制は避けて、新しい形になろうと、そういった

ものをカバーできるようにしていきたいと考えている。 

○北八軒町  ？  

    その病院的にカバーできるという意味ではなくて、ここから総合病院がなくなる

のか、なくならないのかお尋ねしたい。堅持していくということでいいのか。 

 ◇市長 

    今、私の立場は、両方の病院をそのまま運営していきたいと考えている。 

○北八軒町  ？  

    県と市と病院の協議によっては、佐原の方にいってしまうという場合もあるのか。 

 ◇市長 

    逆に言えば、小見川の方にくる場合もある。まだ決まっていないのではっきり言

ない。 

○北八軒町  ？  

    合理性を追いかければ追いかけるほど、過疎地帯はどんどん合理性の中に切り捨

てられていく。合理性だけを頭に入れて協議会が協議をしていった場合には、必ず

人口の多い佐原地区にやりましょうとなってしまうと思う。その辺をしっかりと市

長さんから、そうではなく、むしろ不便なところに行政サービスをやるのが行政だ



と私は思うので、そういう観点で、協議会の方向性の中でも、そのように主張して

もらいたいと思う。 

 ◇市長 

    はい。承知しました。 

    私が５月８日に初登庁して、翌５月９日に千葉県知事にご挨拶にまいった。１５

分という短い時間であったが、結局５０分粘りに粘り、この中で知事にお話したの

は、ほとんどが病院問題であった。 

    そこで申し上げたのは、知事はもう少し待ってくれ、待ってくれと言うが、県に

余裕がないとか、計画ができるまでというような話はわかるけれども、しかしなが

ら、香取市の市民の命はまってくれないと訴えた。その結果、２日後に臨時のドク

ターを県立病院に派遣してくれたという状況もある。 

要するに、医療的な弱者、地域が切り捨てられることがないようにしていただき

たいと思って訴えているのは私本人である。そのお考えはできるだけ反映するよう

にさせていただきたいと思う。 

   

（その他の意見を求めるが、意見が出ない状況であった。） 

 

 ◇市長 

    今日来られた方は、静かな方が多いようで、もっと色々なお話をいただけると思

っていたが、お話が切れたようなので、私の方から幾つかご報告などをさせていた

だきたいと思う。 

    私も今お話したような医療関係と同時に、選挙のときに幾つかの公約を申し上げ

た。その公約の履行状況等について少しお話させていただきたいと思う。 

    就任して約９ヶ月が過ぎたわけだが、この間幾つかの議会を経験させていただい

た。毎議会とも、真正面から率直な答弁等をさせていただいたつもりであり、一生

懸命議会を行ってきたと自負しているところでもある。 

その中で、去年の９月議会についてお話したい。この議会は合併前の１市３町の

決算、それと補正予算等があった議会である。さらに、私の公約にかかる条例等を

整備させていただいた議会であった。また、私にとって一生忘れることない議会と

なったわけである。 

１つは、皆さまにお約束をした自治区長制の廃止、自治区長制度は条例で決まっ

ていたので、その条例を廃止する条例の議案を提出させていただいた。自治区にか

かる特別職設置条例を廃止したということである。これにより４人の区長さんに支

払われる１年間の報酬、約5,000万円を削減することができた。また、ご存知のと

おり、私は収入役を設置していない。収入役というのは全国的にも廃止の方向であ

り、実際に優秀な職員が多くいるので、職員にやっていただければ、収入役を置く

必要はないわけである。１０ヶ月が過ぎて何の問題もない。この収入役の給料が約

1,200万円であり、この条例等により、6,200万円の税金の圧縮ができたことになる。 

    もう１つ。本庁の中に、本庁の部分と佐原区事務所の部分が混在していた。 

例えば、１階に福祉推進課があり、そこに介護保険の係があった。２階に行くと本



庁の福祉推進課がある。同じような課が２つあり同じような仕事をしていた。高齢

者の方が来て、こうなんだと言うと、それは２階へ行ってくれと言われ、２階であ

る程度の仕事が終わると、残りは１階だと言われたりすることが実際にあった。 

この他にも１階に農業推進課、３階に農政課があって、同じようなことをする課

であったので、これを１つにしよう、１つのフロアーにして市民の皆さんが使いや

すいように、さらには事務的な処理が早く済むようにしようということで、統一化

を行なった。行政改革である。これにより、同じような課が１つになったわけだか

ら、全部で５つの課が減った。課が５つ減るということは、課長が５人要らなくな

る。それと同時に課長クラスの同じ分署を６箇所削ることができた。課長クラス１

１人を今年４月から作らなくて済む、圧縮したということである。 

    現在、一般財源に対する職員数というのは約800人になる。その中で１１人削っ

たらから何だというかもしれないが、管理職というのは六十数名しかいない。管理

職六十数名のうち、１１名を削るのは凄いことである。数字で言うと、管理職１人

約800万円とすると、１１人で8,800万円を９月議会で圧縮することができたわけ

である。 

    したがって、この９月議会だけで、１億5000万円の税金の圧縮をすることができ

たわけである。市民の皆さんには、なかなか見えにくいことであるが、こういった

細かいことを１つ１つ積み重ねていくことが、今の香取市にあるべき時期であろう

と考えている。 

    また、先ほども申し上げたとおり、合併した市には、合併特例債という特別な交

付金が国からいただける。この額がもの凄い額であり、１０年間で２２０億円を許

されている。したがって、１年間に２２億円ほど使うことができることになってい

る。また、全額２２０億円の中で、基金に回してもいいという額がある。基金とい

うのは、皆さんのご家庭の預金にあたり、基金に回せる額は 高で３０億円となる。

２２０億円の中で３０億円を基金に回してもいいことになっている。これが地域振

興基金というものであり、地域振興基金条例を設置することができた。 

    今年度１０億円、平成１９年度に１０億円、平成２０年度に１０億円、３年間に

分けて預金する。今年度は１０億円預金した。来年度からあと２０億円を預金して、

３年後には３０億円の預金ができるということになる。 

    そして、こればかりではなく、９月議会では職員の給料のベースも下げた。平均

で、全体として 4.8％の引き下げをしたわけである。特に要職にある中高齢層は、

それに加えて2％、つまり6.8％の引き下げたということもしている。先ほども申し

上げたとおり、あまり見えにくい作業、条例であるが、こういった無駄な部分をき

ちっと整理をしていって、そして、我慢をしながら、ここ数年間に財政基盤をきち

っとしておくというのが、今の時期であろうと考えている。そして、ある程度の地

盤がきちっとできたところで、指針を決めていくということが大事であろうと思う。  

この１、２年で揺るがないような地盤、土台を作るということは、５年後、１０

年後にブレがないようにするわけである。 初の入り口で、スタートのときにブレ

ると、先に行くと大きくブレることになる。きちっとしたフレキシブルな形で対応

できるような、そういった１つの指針というものを皆さんと一緒にじっくり作って



いこうと考えている。 

    したがって、あまり派手なことはできないが、しかしながら、道路、水害の問題

などもちゃんと見ていったうえで、無駄な部分をきちっと整理をしていく。そして、

合併をした 高の利点である、１つにしていく、小さくしていく、といったことに

着手していきたいと考えている。本庁の合理化・整理もその１つであるし、また職

員の給料を下げたり、そういったもことも、その１つである。 

    また、農業費については、私は１０％近くまで持ち上げたいということを申し上

げていた。当時、小見川地区は一般財源に対して3.1％、山田地区が一番多くて3.7、

3.8％だったと思う。この９月議会の補正後で、一般ベースに対して、6.7％まで引

き上げたところである。現在はもう少し上に上がっていると思う。来年度もこれに

上乗せできるように、今策定をしているところである。 

    いづれにしても、きちっとした施策を講じる上でも、この財政的な基盤を堅持し

ていく、改善していくのが一番大事なことだと考えている。 

    これからも、真正面から、正直に、きちっと皆さま方とお話をしながら、これに

取り組んで、皆さま方のお子さん、お孫さんに、我々がきちっとつくったまちだと

言えるような、住みよいまちを目指していきたいと考えている。 

    今日来ているメンバーであるが、こんなに揃うのは議会ぐらいしかない。よく彼

らの顔をみてやってほしい。真剣にやっている。真正面から本気になってやってい

る。どうかこれからも、皆さま方のご理解をいただき、また多くのご意見をいただ

きながら、新しい香取市のまちづくりにかかわっていきたいと思うので、これから

もどうかご協力のほど、またご尽力賜りますようお願い申し上げて、本日の 後の

ごあいさつとさせていただきたい。 

 


