
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2月2日（金）18時30分～20時30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４４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」    

   ・区税務課長 

   ・市民環境課長 

   ・市民環境部長 

   ・上下水道部長 

（４）意見交換 

  ◇ ？ Ｈ 

   下水道設備について、佐原と小見川であるが佐原の場合、いつごろから始めて何年

になるか、小見川はいつから始めて何年になるのか聞きたい。 

  ○上下水道部長 

   小見川区については、昭和53年から事業を着手し、供用開始が平成元年度からにな

っている。佐原区の場合は、事業開始が昭和45年で供用開始が昭和56年で長い年月

がかかっている。それから現在までなので、供用開始から小見川区が18年、佐原区は

25年を経過している。 

  ○市長 

   合併後、このような公共料金の不均等を是正するためいろいろな方策を各自治体が

行っている。どこかに合わせる、高いところ、低いところに合わせるというような方

策もあるが、香取市の場合どこかに合わせるのではなく、将来的な部分で、市勢や人

口の経緯、面積、どういったものを施策していくのか、どのような方向に市が進むの

かなど、特に人口の経緯を見据えて、香取市査定というような香取市の基準をつくっ

て合わせていきたい。安易にどこかに合わせるのではなく、計算し間に合うからいい

ではなく、10年20年を見据えた施策、計画を考えていきたい。 

 

  ◇内浜 Ｋ 

   公共料金について説明があったが、これを順次改定しなければいけないということ

だが、最終決定権は、私たちの代表である市議会議員の決定により行われると解釈し

てよいか。 

  ○市長 

   すべて条例、つまり市の法律に記載される事項である。条例は議会によって決定さ

れるものなので、おっしゃるとおり議会で決定されるということである。 

 



  ○市長 

   公共料金、税の関係は複雑であるので、本日見てすぐというのはなかなか難しいと

思う。本日も多くの議員が来ているので、今日に限らず近くの議員や、市の方でいつ

でも受けるので何なりと審議して言ってほしい。 

 

  ◇内浜 Ｋ 

   香取市のホームページを一通り見てきたが、市のありようで不満の強いところとい

うものがあり、その３番手に公共交通が弱いところというのがあった。以前、小見川

町時代に小見川の広報に成人式の特集があり、小見川町に何が不足か、不満かという

アンケートがあった。その時の一番に公共交通が不便ということがあった。公共交通

が不便ということは、商店街の衰退やまちづくりが困難になっていると思う。今は車

社会であるが、市が市らしく町を活性化するという観点から公共交通があまり衰退す

るということは避けなければならない。 

   今、成田空港に向け空港高速鉄道が工事中である。JR成田線との交点あたりに土屋

というところがありそこに駅を設けてもらいたいという要望が地元土屋、成田市から

出されている。駅前広場も先行して整備が進んでいる。そこで多くの人が関心をもっ

ているもので、その土屋駅がJRとの乗換駅として設置したらどうようになるかという

ことがある。空港高速鉄道はそもそも高速運転であり、成田空港から日暮里まで 36

分である。大変早く東京に入れるという線がJR成田線の上を素通りしてはもったいな

いと誰しもが思うと思う。その交差部に駅を設けると、JR千葉駅が近くに寄ってくる

効果がある。現行のJRが30分以上スピードアップするとなると、皆、結構であると

思う。自分は今バスを使用するようになっているが、都心へ早く、羽田空港、品川駅

にも近い鉄道線が建設されるのを下から見上げているのはもったいない。交差部に乗

換駅を是非設けるべきである。公共交通機関がそれなりにウエートを占める可能性を

損なわれるようになっては行政として手落ちではないかと思う。小見川から成田の土

屋駅を経由し都心、羽田空港、品川へ直結ということになると相当便利であるので通

勤ということもでてくると思う。小見川、佐原から都心まで通勤する人も結構いる。

東京の通勤圏に入り人口も増えるというのは大げさかもしれないが、少なくとも香取

市から東京への通勤が無理に感じなくなることは市政の維持、発展に効果があると思

う。香取市のHP上にJR成田線の複線化を促すと書いてあったが、駅の改築も渋るJR

に望むことは無理な望みのような気がする。しかし、交点に駅をつくることはJRや県

に働きかけ何とか実現できれば北総域に新しい様相の扉を開く鍵になると思う。北総

域一体の公共交通の再編になると思う。将来の高齢化社会では車で東京に行くことは

減ると思う。公共交通を維持し、できれば今以上に便利になってもらいたい。そのき

っかけに土屋駅がなると思う。この考えは、堂本知事、林衆議院議員、篠塚県議にも

送ったが、貴重な意見どうも位の反応があったが、そのあとも検討は続いているよう

であるが、ＨＰ等を見ても土屋駅設置の決定という話はない。そこで香取市となり、

成田市は請願を繰り返しているところであるが、香取市も効果が及んでくるものであ

るので香取市としても認識し、成田市と歩調を合わせ、関心を持ち、土屋駅設置、Ｊ

Ｒとの乗り換えをできるようにするという方向で進めてもらえると楽しみである。 



  ○市長 

   勉強不足で申し訳ないが、高速鉄道の話は聞いているが、ライン、駅についてわか

らないので持ち帰りできる限りの協議をしてみたい。 

   ２日前に成田の小泉市長と会った。小泉市長は10数年来の仲間でお互い議員時代か

ら苦楽を共にしている同士であり、彼の当選は大変嬉しいことであった。２日前正式

に市長室に挨拶にいった。その時にＪＲの複線化や快速の増、路線延長のため、複線

化を目指した協議会を成田市、神崎町、香取市で立ち上げたいということでお願いし、

了承を得たので、協議会をできるだけ早く行いたい。そのような中でもこの新線につ

いて協議していきたい。勿論ＪＲにも協議会に入ってもらう予定である。私が内容を

理解できていないので、明日からこの新線について調べ、それをもとに協議会でも発

言していきたい。内容について確かにそのとおりだと思うので貴重な意見ありがいた

い。 

 

  ◇八日市場 Ｈ 

   医療関係について、地元区の病院に外来で通っていて感じることとして診療科がな

くなってしまったりとか、縮小されているのが現状であると思う。合併により市に一

つ大きな病院を充実させるだけでよいのではという考えがあるのではと思ってしまう

が、区にある病院についてどのように考えているか聞きたい。 

  ○市長 

   病院問題、地域医療の問題である。現在、香取市は小見川総合病院、県立佐原病院、

県、市で協議会を立ち上げている。昨年から集会に渡り協議を行ってきている。現在、

市の、私のスタンスは両方の病院を堅持していくということを考えている。どちらか

が縮小されるとか形は変わっても両方の病院を堅持していきたいと考えている。ベス

トは元の、去年の４月以前の状況に戻すことが一番いいと思っている。 

   県は、県立病院は、いろいろな形はあっても閉鎖したりやめたりはしないというこ

とをはっきり明言してもらっている。今の現状を見ると10年も20年もそのままでや

れるのかというと大変厳しい状況であるが、直ぐに閉鎖とかはないということでまず

はひと安心している。 

   昨年の４月に後期研修制度の変更後、千葉大から研修医を派遣してもらっていた両

病院にとって千葉大自体に研修医がいなくなってしまい現在のような状況になってし

まった。全国的に田舎の地域にはすべて同じような状況になっている。全国各地でド

クターが不足している。 

   協議会で、どのような方向で話をしているかであるが、最終的なとりまとめはでき

ていないが、両病院、市としてもこの両方の地域でも不便になってしまうことがない

ようにということを第一前提に考えている。形が変わっても、皆さんが不便のないよ

うな形態をとっていく。 

   両病院とも建物が古くなっている。したがってこの改築、改修も視野に入れ次のス

テップに進んでいかなくてはならないという話のもとに進めている。県は香取市、香

取市をとりまくこの地域にどの位の規模の病院が必要で、どれくらいの診療科が必要

で、その診療科にどのくらいのドクターが必要か、また、入院のベッド数はどれくら



い必要かということを早いうちに打ち出していくという指導をされている。今年度い

っぱいを目処に一つの計画案を出そうと協議会で協議している。この病院問題は急務

であると考えている。救急体制も含め、2.5診療というような形で進めていく。 

   皆さんにとっては、直ぐにでも、今日、明日にでも、という話であると認識してい

るが、３月を一つの目処にするということになっているので、ご了承いただきたい。 

 

  ◇内浜 Ｋ 

   病院の件について、市長の考えは、県立佐原病院と小見川総合病院を維持していく

という考えであるようであるが、さらにこの病院を充実させていかなければいけない

のではないか。現在香取市に子供を産める産婦人科がいくつあるか。 

  ○市長 

   ありません 

  ◇内浜 Ｋ 

   全国的なことであるが、日本の人口は２年前から減少し少子化対策として担当大臣

を置いて進めている。香取市においても10万人に近い市で子供を産める病院が一つも

ない状況で少子化対策になるのか。早急に、今年度からでも産婦人科を設けることが

急がれるものだと思うがどう進めるのか聞きたい。 

  ○市長 

   現在、市内の状況は、小見川総合病院は４月に小児科、産科が閉鎖された。県立佐

原病院は２人の常勤医がいたが、現在は月曜から金曜までの日中の外来診療のみにな

った。分娩業務は２人のドクターが必要であり、現在の状況では分娩業務ができない

ということで、４月の段階で香取市に中で子供産める病院が一つもなくなった。した

がって成田、神栖、鹿嶋へ行っている。 

   これは大変悲しいことであり、できるだけ早急に施策したいと去年の５月から進め

ているがドクターを見つけるにいたっていない。 

   現在、県もドクターバンク事業、メディカルサポート事業の２事業を、財源を割き

行っている。ドクターバンク事業は、県内、県外大学病院の病院に関係なく、産休で

休んでいる医師などをどんどん集め、その先生を小見川総合病院に紹介してくれるな

どといった事業をおこなっているがなかなかみつからない。来年度の小見川総合病院

の予算措置でドクターバンク制度にかかる医師数名の補助金等を計上する予定でいる。 

   できるだけ早く、市も単独でドクター確保に動いている。今月東京の大学病院に知

り合いのドクターを頼りドクター招聘に直接行く予定である。順次、ドクターを探し

て歩きたい。 

   去年４月に山田の小川地区の知り合いの家に行った時、そこのお嬢さんはお腹が大

きく、小さな子供を連れていた。もう直ぐ産まれそうな感じであったので、そろそろ

誕生が近そうなのでお楽しみですねと声をかけたところ、不安ですといわれた。子供

ができるとき楽しみなときに不安ですと言ったとので、何が不安かと聞いたところ、

いつ産まれるかわからないとき、直ぐみてもらえる医者がいないと言われ愕然とした。

一番楽しみなときに不安だという状況にこの市があるのかと思った。この話は 5 月 8

日に初登庁し、その翌日に堂本知事に会いに行ったが、その時に知事に伝えた。知事



もなるほどとうなずいていた。県もこの問題はやっきになって取り組んでいると感じ

ている。市独自でもドクター確保を視野に入れ真摯にできるだけ早い施策を可能にす

るよう努力する。 

 

◇新開町 Ｏ 

   今までの話を聞いていると合併後間もないということで、市長の方針の中でも即答

できるものはさほどないと思うが、市街地は佐原、小見川で商店街構成、中心市街地

をもっているものは２つあると思う。その中で佐原は、駅舎の建設に着手するという

ことで長年の計画を実らせている。小見川も合併で中央主導型といっては何だが、佐

原に吸収されていくのかという不安がある。小見川も経済の発展、商業政策の発展も

考えてやっていかなければならないと思う。鹿嶋臨海工業都市との近さもあるので、

駅の乗降客も減少傾向にあるがやり方によっては前向きな形で中心市街地をつくって

いけるかと考えている。小見川に対してどうあったらよいか、小見川をどうしたいと

いうような市長の構想を漠然としたものでいいので聞きたい。何事も佐原にいってし

まい縮小してしまうのではく、小見川でなければ集らない、小見川ではなくてはでき

ないという何か集客できるものがあるというようなものがあれば聞きたい。 

  ○市長 

   商業の関係、産業の発展ということだと思うが、産業がどちらかの中心市街地に吸

収されるということは 100％ないと考えている。選挙中に多くの皆さんと話をし、佐

原の旧家の方と話して怒られたこともあるが、小見川の市街地のほうが、将来性があ

るのではないかと考えている。これは、どこへ行っても言っており佐原の古い方々に

言うと怒られるが言っている。佐原駅の改修、佐原駅周辺の改修について、平成 10

年に国の中心市街地活性化法によりＴＭＯ構想を出すと今のまちづくり交付金が交付

されるということである。佐原商工会議所が平成12年に中心市街地活性化法に沿った

ＴＭＯ構想を打ち立てた。その時に３つのゾーンをつくった。その一つが佐原駅周辺

のゾーンである。したがって６年越しでまちづくり交付金の交付を受けることができ

た。来年度から平成22年の改修に向け初めて動き始めた。 

   小見川商工会の方々も商工会で小見川駅周辺の改修ということでまちづくり交付金

の交付を求めてＴＭＯ構想立ち上げるということを聞いている。近い将来とはいえな

いが、小見川の駅周辺の整備が図られると考えている。まちづくり交付金が付いたら

市も全面的にバックアップする。まちづくり交付金は率がよく国が40％というもので

ある。そういったものを視野に入れまちづくりを考えていきたい。 

   小見川のというより香取市全体を見て、４つの自治体が一つになったのでそれぞれ

いいものがたくさんある。個々にいいものがたくさんあるのでこれを前面に出し、ア

ピールしてまちづくりをしていくことが求められている。小見川も一つのゾーニング

を考えている。例えば小見川は古い文化を持っている。佐原の文化より古いものを持

っている。城山周辺の関係、貝塚など古い文化がある。また佐原であれば、町並みの

歴史や伊能忠敬などゾーニングをしていくことによりそれぞれのよいところを発揮す

ることができると思う。よく佐原に全部取られてしまうということを言われるが、そ

れはない。私はそういうことはしない。皆がよくなる形をとっていこうと考えている。



ただし、合併の目的は、財政的な支出の部分のスリム化も一つである。そういうとこ

ろは一つに集約していく。集約することにより市民の皆さんへの還元になることは進

めていくが、普段、住んでいる皆さんが何か佐原に全部取られてしったという感覚を

持たれることのないような政策、まちづくりをしていこうと考えている。例として、

文化で花火も小見川の文化である。今年は佐原の花火を中止してもらうことになった。

これは、小見川の花火が素晴らしいからである。小見川の花火に集約しようとお願い

したところ、佐原の観光協会の方々にそうしようといってもらった。そういった形で

良いものをどんどん前に出して地域の一体化を感じられる、同じサービス、同じ気持

ちを享受できる形にもっていくことが一番重要であると考えている。小見川、山田、

栗源、佐原すべてをきちっと見て落ち度のないようにしたい。そのためには、今日の

ような意見をたくさん聞きまちづくりに反映させ、行政に反映させていきたい。反映

させていくと約束する。 

   産業について、先程木内さんから話があったように少子化対策を立てていく時期で

あるという話があったが、日本全国的に人口が減少し少子高齢化時代に入ったが、そ

の中人口の増をできるだけ図っていこうということはどこの自治体も同じであると思

う。それには雇用や住みやすいまちとかが必要である。雇用の増大が一つの鍵になる

と考えている。この小見川地区は成田小見川鹿嶋港線がある。これは将来的に非常に

希望が持てる路線であると位置づけている。県道なので県、国、ラインの通る地域の

首長にも強くアピールしているところである。黒野空港会社社長とも早くからその件

について話をしている。北進の 2500ｍの延長滑走路が 19 年度中なので、来年３月ま

でにはできる。黒野社長の話では、成田空港は、観光客やビジネス客を吸収しようと

しているだけでなく日本の貨物の拠点基地になるだろうということである。北進の滑

走路が完成するとものすごい量の貨物が降りる。それに対応するため物流の新規会社

を５つ立ち上げるとのことであった。この５つの会社は、今までの会社を合併すると

かではなく新規の会社であるので、この会社が雇用する雇用数を聞いたところおおよ

そ3000人くらい必要であろうと言っていた。その５つのうち一つでも市内に誘致でき

たらもの凄いことになる。会社の誘致は別にしても香取市から雇用を図ってもらいた

いということで、少なくとも10％、300人を内々に約束してもらった。それをもとに

年末、新年のあいさつで行った時もその話ばかりしてきた。その施策には鹿嶋港線は

大きなものがある。 

   先日、神栖の大きな運送会社の社長と話をしたとき、このラインを通るのが非常に

多くなっているということであった。鹿嶋港に上がったいろいろな資材、今木材が中

国からもの凄く上がっておりそれを加工したものがどんどん通っている。できればこ

ちら方面、成田に近い方面に物流基地を置きたいという話があったのでトップセール

に行ってきた。 

   会社がどんどん動き始めているので実情なので、そのようなところにも目を向け、

人口の増加、雇用の増大を図っていきたいと考えている。 

 

  ◇野田 Ｉ 

   今回のタウンミーティングは新しい香取市になった、新しい市長になったというこ



とで実施したということなのか。 

   香取市になり本庁が佐原に移り、私は小見川なので、昔の小見川町役場に行くが、

大人も挨拶が必要である。学校に行っても挨拶はするし、どこへ行っても挨拶は必要

である。考え事をしながらよその課に行くときに挨拶をする人はするが、挨拶をして

くれば私もする。中には、書類をもって素通りする職員も見受けられる。新しい市に

なったので職員の皆さんも新しい気持ちを持ち、市の方、市民が来たらあいさつは必

要であると思った。朝は、おはようございます。日中は、こんにちはという挨拶の徹

底をお願いしたい。 

  ○市長 

   タウンミーティングについては、新しい市ができ、４つの地区が一つになったので

いろいろなご意見や不安な部分を皆さんがもっていると思うので、そういった部分を

拝聴し回収し行政に反映させたいと考えタウンミーティングを実施した。また、まち

づくりの基本は市民の声であると考えるので、多くの声を聞き、データベースにして

そこからまちづくりが成り立つと考えているので、そのような意味合いからタウンミ

ーティングを開催している。来年度も切り口を変えながらこういった形をとっていき

たい。 

   職員の挨拶については、昨年の就任時に職員が私に会ったときに逃げるように行っ

てしまうというようなことがあり頭にきた。庁議や部課長会議で最近までちょくちょ

く挨拶をするように言っている。職員同士でも廊下で会った時には挨拶をするように

言っている。まだまだ統一できないということであるがこれからも口うるさく言って

いこうと思う。 

  ◇野田 Ｉ 

   子供の安全について、聞きたい。子供の安全は十分報道などがせれているが、子供

の誘拐や殺人などが報道されている。 

   子供の110番ということで小さな看板が設置されているところがあるが、見直しと

かをされているのか疑問である。日中にいないのに子供110番の看板が設置せれてい

るところが見受けられる。聞いたところによると学校から110番の看板等を設置して

いいかというお願いの手紙を受け、周囲の人がやっていると自分もやらなければいけ

ないのかと思い設置した。夫婦共働きでだれもいないところに子供110番の看板があ

るということから、万が一のときに逃げ込んで閉まっていたら悪い人に捕まってしま

う。広報紙などでも110番の関係が載っているが、今後110番の設置の見直しが必要

な時期にきている。今後の子供達の安全な通学環境ついてどう考えているか聞きたい。 

  ○教育長 

   子供 110 番、特に小見川区については、平成 10 年に佐原警察署で実施し、平成 11

年に警察と話をして、小見川、山田、東庄に設置した経緯がある。当初は各学区、小

学校区でやり、小学校区でやれば中学生も利用できるため小学校区でやった。当時は

必ず家の方がいるところということでお願いした経緯がある。その後それぞれの家族

の家庭の都合等で、若い人が勤め、年寄りもいなくなった家など、すべてをチェック

はしてないと思うのでチェックしたい。新たに子供110番の家をお願いしているため、

当初より増えていると思う。 



   今後の子供の通学の安全についても十分注意をしていきたい。街灯の問題などもあ

るので各区長さんに必要箇所を言ってもらい整備ができるものは整備していく。将来

的には香取市内の学校は児童数が非常に少なくなり、１つの学年ではやっていけず複

式学級になってしまうような学校も見受けられるので 19 年４月から学校の適正配置

検討委員会を立ち上げる予定であり、学校の適正配置を考える。新しく学校の通学範

囲が非常に広がると思うので、安全な通学方法として具体的には通学に要するバスの

活用。通学バスを購入するのではなく、今走っているバスの活用も含めていろいろ検

討していきたい。 

   事故、事件、いろいろな悩みなどがあったときに直ぐに相談できる、連絡できる案

内カードをつくり早急に対処できるようにしていきたい。子供の安全、安心を含めて

香取市ホットダイヤルというものを開設した。正式には４月１日からフル活用するが、

2月1日から電話の受付を行っている。様々な観点から子供の安全を考えていきたい。 

 

  ○市長 

   いくつかご報告をする。昨年の何回かの議会を経験し、この間いろいろな施策、条

例の上程をした。特に昨年の９月議会の議案について話をする。9 月議会は一生忘れ

ることのできない議会であった。この議会に上程した議案の一つに選挙中に公約して

いた各区の区長制度の廃止案の条例を上程した。ほぼ満場でこの条例を可決してもら

った。この４人の区長の報酬が年間約5000万円であった。これは、条例にあったため

当初予算に盛らなくてはいけないので盛ってあったが、区長を置いていなかったので、

その5000万円が残っていた。このままでは正常な予算措置ができないため廃案にした。 

   本庁の中に、本庁の部分と佐原区の部分があった。小見川区に小見川区事務所があ

るように佐原区事務所があり、本庁の中に佐原区事務所があった。１階に介護の課が

あって、2 階にも本庁の介護の課があった。これをわかりやすくし、事務のスピード

アップを図り、何より市民へのサービスの向上があるということで、同じフロアにし、

同じところで仕事をすることにした。機構改革という行政改革の一環を行った。これ

はするべきことである。合併の効果である。事務を一つにしていく。例えば４人の首

長、４人の助役、収入役、教育長が１人になっていく。それにより圧縮した部分が合

併の効果である。同じ課が今現在その当時５つあったものを４つにした。この結果、

本庁の中で５課がなくなり、５人の課長がいらなくなった。また同じような課長クラ

スの部署６つを減らすことができた。したがって11人の課長クラスを来年度４月から

抑制することができた。課長11人の効果はどれくらいあるのかといわれるが、一般会

計で約800人以上の職員がいてそのうちの11人はたいしたことないといういわれるが、

管理職は70人以下しないのでそのうちの11人は大変なことである。金額にして課長

クラスで年間800万円くらいの給料が支給されるので11人で8800万円ということに

なる。事務的処理、市民サービスの向上を図りながら税金を圧縮していくことができ

るということで条例を改正した。香取市総合支所設置条例「を改正した。今後、小見

川区、山田区、栗源区でも徐々に合併効果が図られるようにそして市民サービスが後

退しないように施策していきたい。これが最終的にできた場合、４億とも５億とも試

算されている。 



   またご存知のとおり収入役も置いていない。もう既に全国的な考え方である。４月

から助役制度の廃止に伴い収入役の廃止という動きもある。収入役を置いていないの

で年間1200万円くらい、９月議会だけで1億5000間円を圧縮できた。その1億5000

万円の使い道は、皆さんの話しを聞きながら病院の関係、福祉の関係、農業の関係い

ろいろあるが、そういったものに施策していきたい。最終的には議会で了承をいただ

く。 

   もう一つ、地域振興基金条例がある。合併し10年間合併特例債が使えることになっ

ている。香取市の特例債の額は10年間で220億円である。毎年申請し、年間22億円

である。合併特例債は主にライフライン関係に使うように言われている。コンピュー

ターのソフトなどには使えない。主にハードの部分で道路、市民会館、学校などであ

る。その中で基金をつくってもいいといわれている額がある。220 億円のうち MAX30

億円を基金にできる。市の基金は、一般の預貯金であり、MAXの30億円を基金に積み

立てる。今年度10億円、来年度、再来年で10億円ずつを積み立てる。 

   さらに職員の給与ベースも引き下げを行った。香取市職員の給与に関する条例の改

正で、全体で4.8％の引き下げ、さらに中高年は2％高く、6.8％の引き下げを行った。

このようなものはなかなか見えにくいところである。広報などには載せているが、な

かなか見てなかったり、よく説明をしなくては難しかったりで理解してもらえないも

のである。しかし、この見えにくいものをしっかりやっていくことが今一番大切であ

る。財政的基盤をきちっと改善して構築していくことがこの数年間で求められている

と考えている。したがって真正面から真面目に取り組んで、財政基盤を構築していく

ことを考えている。派手なことはできないが 10 年、20 年後、皆さんの子供、孫が住

み続けられるようなまちづくりをしていきたいと考えている。この話は職員にもよく

話をしている。今日来ている職員は部課長クラスでありこれだけのメンバーが集るの

は議会以外にはない。このメンバーが本日きているのは一生懸命になってまちづくり

に没頭しているからである。ひとりひとりが本気になって真正面から取り組もうと考

えている。皆様がたにもご理解をいただきながら新しい香取市のまちづくりに絶大な

るご協力をお願いする。私たちは、私たちのため、皆さんのためだけでなく将来のま

ちのため市民のため全身全霊をかけて取り組むことを約束する。 

 


