
市民懇談会（タウンミーティング）概要（小見川西小学校） 

 

１ 日 時  平成19年2月4日（日）13時30分～15時10分 晴れ 

２ 場 所  小見川西小学校体育館 

３ 出席者  一般市民４２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 

   ・市民環境部長 

   ・上下水道部長 

（４）意見交換 

  ○西住金団地 Ｋ  

    先ほどの説明をお聞きして、冒頭に市長がおっしゃった５年間の猶予が長すぎる

というお話を照らし合わせて説明を聞いたが、市民懇談会の一つの主旨として、統

一に向けてご協力を頂きたいというのが大きな主旨であろうかと思う。 

私たち住民にとって１つの不安を申し上げると、高いほうに合わせるのではない

かということ。高いほうに合わされるのは仕方がないとして、結果としてトータル

の各家庭の負担は均等であるのかという目でも見ていただきたい。また、佐原の水

道料金が300円位高いが、一挙にこれに合わせるというのは、若干問題があるので

はないか。例えて言えば、水道の普及率は小見川が一番進んでいるが、一方佐原は

40％に満たない。受益者負担、こういうことも頭に描きながら将来を見据えて取り

組んでいただきたいというのが、この文面から、あるいは説明から察したことで、

不安の一端と均等性は非常に大切なことである。かつ一挙に均等化する上で、本当

に妥当なのかということについて、政策も踏まえてご検討いただきたい。 

  ◇市長 

    貴重なご意見有難うございます。 

    今のお話は、どこかに合わせるというようなお話であったが、県内の合併をした

幾つかの市は、実際に公共料金の不均等を是正するため、どこかへ合わせている。

しかし今、市ではそのようなことは考えていない。新しい市になって、市勢、市の

形態、将来においての人口の推移、面積、地域性など、そういったものを加味して、

例えば１０年、１５年先に、この香取市はどういう方向にあるのかという計算、今

できる計算をして、香取査定というか香取基準といったものを算出して、そこに合

わせるべきであろうと考えている。したがって、高いほうに合わせるとか、低いほ

うに合わせるとか、真ん中に合わせるとか、旧１市３町のどこかに合わせるという

ようなことは考えていない。 

    また、５年間の猶予があるが、一気にこれを合わせようとは考えていない。でき

れば措置の経年をある程度考えて、例えば２段階もしくは３段階で緩やかに合わせ



ていこうと考えている。したがって、ご家庭の負担等がある場合には、できるだけ

緩和措置をしながら、経年を経て合わせていくように考えている。 

  ◇上下水道部長 

    水道の普及率について、せっかくの機会なので正確に申し上げると、小見区につ

いては人口ベースで８８．２％である。佐原区では６１．４％になっている。料金

の方については、この表には載っていないが、もう一つ大きな課題がある。水道加

入申込金の額もそれぞれ相違している。これも一方が高かったり、一方が低かった

りしており、例えば佐原区が高くて、小見区の方が低いとか、あるいは栗源区が別

枠にあるとか色々あり、水道として、一先ずは整合性をとった考え方、それから、

今市長がお考えの全分野での家計負担を総合調整していくこと、こういう部門ごと

に２段階の発想も考えられるということも考慮していく。 

また、経過措置については、今市長申し上げたように、特に格差の大きい金額が、

結果として引き上がるという事態になった場合、一度にそれをやるのではなく、経

過措置を設けて段階的に調整を講じていくという手法が、当然採用されるのではな

いかと考えている。 

    水道の事例として、ここでは月３０㎥を使用した場合となっている。これは事業

所も含めた単純加重平均の水量であり、一般家庭４人の場合でも、実際は月２０㎥

程度、ないしは２５㎥程度の間であろうと考えられる。したがって、２０㎥程度で

目安を考えていくことも必要であろうと考える。３０㎥までは使っていないという

のが実際のところではないか。 

下水道では、１人６㎥という算定も試みたことがある。それを目安にすると、４

人家族で２４㎥となり、平均水準を水量から見ていく必要もあると考えられる。 

    いずれにしても、中身は今後の検討である。また、水道、下水道については、審

議会という市長の諮問機関があり、ここでも料金設定等を慎重にご審議いただく手

配になっているところである。 

  ○東谷 Ｔ  

    ごみ収集手数料について、佐原区が無料となっていて、他は５２０円という形で

あるが、佐原区ではなぜ無料なのか。先ほどの説明ではわからなかったのでお聞き

したい。それと、税収の中からごみ収集手数料が支払われていると思うが、なぜ佐

原区が税収から手数料を支払っているのか。また、小見川、山田、栗源の方につい

ては、市民が負担していると思うが、その点についてお聞きしたい。 

  ◇市民環境部長 

    ごみの収集手数料の関係について、今何点か質問があったが、漏れていたらまた

ご質問いただきたいと思う。 

    まず、佐原区の収集手数料ですが、今現在、市民の皆さんは１０円でそれぞれ販

売店の方から購入をしていただいているが、この１０円については、先ほど説明し

たように袋の製造費であり、市の歳入には入っていない。したがって、１０円につ

いては、販売の製造費、あるいは商店の手数料であり、無料ということで説明資料

には記載している。 

それから、ごみの収集については、収集をしたり、処分をしたりするには、当然、



費用がかかっており、この費用については市の財政の方から負担をしている。参考

までに申し上げると、ごみの予算であるが、平成１８年度塵芥処理費、ごみの収集

運搬について、佐原区の場合には直営での収集をしているので、職員に対しての人

件費、あるいは車の維持管理費等が含まれているが、香取市全体で１０億５３００

万円、これだけのごみに対する予算をもっている。その中で、ごみ処理に対する負

担金としては、北総西部衛生組合負担金、これは佐原区と栗源区の負担金であるが

５億１３００万円余り、それから小見川区と山田区の香取市東庄町清掃組合の負担

金としては、２億２６５０万円余りが市の予算から支払われている。 

それから、一般廃棄物収集運搬委託ということで、佐原区、栗源区については、

一般廃棄物の処理業者に負担金として支払われているが、それに対して・・・ 

  ○東谷 Ｔ  

    全体のことを言われても、区の予算、全体で何億と言われても全然わからない。

全体のことではなくて、なぜ無料なのかということと、それがなぜ無料であって有

料にしないのかということをお聞きしたい。 

  ◇総務部長 

    なぜ旧佐原市が無料だったのかということだが、合併前には、佐原市、小見川町、

栗源町、山田町、それぞれ独立して単独で行財政運営を営んできたわけである。 

したがって、旧佐原市として、市の考え方として、無料という考えを通してきた

ということである。当然、それぞれの財源で、税収で色んな歴史的経過の中でやっ

てきたわけであり、なぜと言われても明確にはお答えしにくいが、結論から言うと、

それが旧佐原市の考え方であったということである。 

当然、これには歳入だけではなくて、歳出の色んなサービスがある。したがって、

旧佐原市でやっていたもので、旧小見川町でやってなかったものなど色々とあるが、

まさに合併ということの中で出てきたことであり、それを今調整しようとしている

ところなので、その辺ご理解いただきたいと思う。 

  ○東谷 Ｔ  

    以前からの考えということはわかった。ただし、今後有料化して、市税の方を伸

ばしていくということだと思うが、同じ市民として、やはり佐原に住んでいる方と

小見川、その他の区に住んでいる方、毎月５２０円払うのと無料とでは、やはり税

収の大きさがそれぞれ区で違っているからということでよろしいのか。 

  ◇市長 

    おっしゃるとおりである。したがって、これを皆さま方にご理解いただきながら、

これをどういったところへ合わせていくだとか、どういうものを求めていくかとい

うことを、皆さま方に色々とお話いただきたいということである。 

    現在、ごみの方は、旧佐原市と旧栗源町が北総西部衛生組合という組合で収集を

している。そして、旧小見川町と旧山田町が香取市東庄町清掃組合の方で収集をし

ている。したがって収集の仕方も違うし、もちろん組合自体が違うわけだから、収

集の仕方も何もかも違うというわけである。例えば、佐原・栗源は分別の袋を、燃

えるごみ、燃えないごみ、粗大、ペットボトル、ビンカンなどというように分別を

して、ステーションに持っていって、日替わりで分別収集をしている。そして、小



見川・山田の場合は分別をせずに、ご自宅の前に置くというような収集の仕方をし

ている。収集の仕方も違うし、処理の仕方もすべて違うわけである。これを一緒に

しようということで、私が就任して以来、ずっとやってきた。経過を申し上げると、

この香取市の中には、全部で４つの組合がある。１つが今申し上げた北総西部衛生

組合、もう１つが香取市東庄町清掃組合、もう１つが香取広域市町村圏事務組合、

これは消防とし尿の一部を取り扱っている。もう１つが香取市東庄町病院組合。こ

ういった組合が幾つかあるが、ごみ、し尿、そういった部分を統一化しようという

ことで一生懸命やっているが、やっとこの４月で、香取広域市町村圏事務組合と北

総西部衛生組合の事務部分が統合することになった。あと残すのは、東庄町のご理

解をいただいて、この清掃組合を一つにする。そうすると、ごみの料金の均一化と

いうことになってくるわけである。これには、ごみ袋を幾らにするのか、収集の方

はどうするのか、収集したものの処理はどういった形でラインを組んでいくのかな

ど、こういうことを今詰めているところである。 

    大変恐縮だとは思っている。できるだけ早くに統一化しなければと認識はしてい

るが、命一杯のスピードで、今のスピードだと考えている。職員の尻をたたいて、

もっと早くやってくれと毎日のように言ってはいるが、なかなか組合の方では、例

えば、北総西部衛生組合は成田市、神崎町などという大きい広域になっている。こ

ちらも東庄町が入っているということで、その町との関連だとか、整合性等を精査

するために時間がかかっているということでご理解をいただきたいと思う。できる

だけ早くということで努力する。 

  ○東谷 Ｔ  

    わかりました。 

私たち市民というか、私の考えでは、ごみ収集について、環境問題など色々ある

が、やはり、ごみを出すことに対して手数料を取ることを、市民が全体的に考えて、

全員が考えなければいけないことだと思う。したがって、無料ではなく、お金を払

って持っていっていただくということを考えれば、もっと市民が環境を考えて、今

温暖化とか色々あるが、子供たちのために、ぜひこういうものを早急に考えていた

だければと思う。無料にしてほしいということではなく、手数料等を取っていただ

いて、今後香取市を盛り上げる、大きな市にするということを、私は非常にいいと

思っている。 

    税金が高いと言うかもしれないが、私は逆にもう少し税金を取ってでも、それに

見合うような環境づくりを香取市にお願いしたいと思っている。 

   

○南原地 Ｓ  

    ごみのことだが、先ほど市長が、小見川町は色々混ぜてゴミを出していると言わ

れたが、ここに載っていないが、ペットボトルについては、スーパーに仕分けする

専用の袋が売っており、清掃組合の方にも売っていると言われて、それを買ってい

つも出しているが、その料金はいったい何なのか。ただ袋の料金だけなのか。 

    また、今年から、生ごみ処理機への補助があり、非常に有り難いと思っており、

私も買おうと思っている。 



  ◇市民環境部長 

    おっしゃられたおり、香取市東庄町清掃組合では、ペットボトルについては、指

定の袋で処理していただいている。 

    可燃物、それから台所から出るごみ、紙類、衣類、そういったものについては、

香取市東庄町清掃組合では、指定された袋ではなくて黒いごみ袋などに入れて、そ

れぞれルートの所に出されていると思う。それから北総西部衛生組合の管内では、

４種類の袋が指定されているので、それぞれ袋に分けて分別収集をして、処理をし

ているような状況である。 

    生ゴミの処理の関係、これについては、ただ今お話があったが、香取市として、

生ごみ処理機に対する補助として、購入金額の２分の１、堆肥化する容器について

は３千円を限度に、電動生ごみ処理機については２万円を限度に補助しているので、

ぜひご利用していただきたいと思う。 

  ○油田 Ｓ  

    県道の整備について質問したい。 

    成田･小見川・鹿島港線であるが、虫幡地先から東谷、油田地先について、新設を

する予定であろうと思うが、部分着工で完成の目処が立っていない。いつ頃できる

のか。 

    油田地先から栗源区に通じる県道については、拡幅整備をするだろうと思うが、

現在、油田地先の道幅が狭く、大型車のすれ違ういが困難な状況である。通勤・通

学の自転車・オートバイ等は非常に危険な状況になっている。早急に排水整備と道

路の整備を県の方に働きかけてほしい。 

    農業集落排水の事業について、油田区の場合、５年か６年位前に、旧小見川町の

方から説明があったが、それ以降具体的な説明がない。そして、１４年に県の方で

事業の見直しがあって、油田区の中の新々田区域というのがあるが、計画から除外

されたと聞いている。現在、新々田区域は栗源と佐原に隣接しており、一番排水問

題で悩んでいたところでもあるので、その地域がこの事業から除外されたと聞いて

いるので、県道の整備とともに、排水問題の解決にあたってほしいと思う。 

    また、油田地域は山田、栗源、佐原と接しており、旧小見川の当時は、周辺地域

であったが、合併になり中心というか中に入ったわけなので、やはり排水問題も、

旧市町単位で考えるのではなく、合併をしたので香取地域全体の問題として考えて

解決してほしいと思う。 

  ◇建設部長 

    県道の整備についてお答えしたい。今区長さんからお話があった道路、鹿島港線

については、なかなか予算がつかないという部分がある。実は鹿島港線連絡協議会

というのが作られており、この沿線の自治体である、神栖町、香取市、成田市、多

古町までの沿線自治体で、鹿島港線の拡幅の工事についてお願いをしながら部分的

に進めているところである。 

色んな問題があり、また市議会の方からも、一般質問でご指摘されており、まず、

地元の小見川大橋の拡幅の問題、交差点の拡幅の問題、今区長さんからご要望のあ

った虫幡地区、橋げたの部分は作られているが、その後の進捗がない。その先に行



くと、旧栗源、道の駅の先については、これは基本的に進めているところである。 

この道路については、非常に道路が狭いということであり、県も財源的に国の補

助を受けなければ進めていけない相当の事業量である。そのようなことで、先日も

市長と国土交通省の方に行き陳情をしてきたところである。いずれにしても、この

道路については、ちょうど多古町で外環道路の交差点ができることから、神栖から

成田空港までの物流の拠点いうような道路になっている。 

ちょっと余談になるが、今、鹿島港は大型船が１隻しか止められないということ

である。今、海運業が非常に盛んであり、そのようなことで、鹿島港では大型船が

５隻程度泊まれるような工事をしている。それを海運と飛行機の連携で物流の拠点

にするということを聞いている。そうすると、当然、鹿島港線の道路の交通量も多

くなるとともに、危険も付随すると考えられるので、その辺を踏まえて、国、県に

要望していきたいと考えている。一気にはできないので、徐々に進めていくことに

なろうかと思うが宜しくご理解いただきたい。 

  ◇上下水道部長 

    農業集落排水処理施設に関してお答えしたい。 

    現在、香取市になり、先ほど、全体の箇所数は７箇所であり、その内小見川が５

箇所と申し上げた。各自治区間の人口に対する水洗化率の比率、普及率の比率です

が、やはり小見川区が一番高くて８．５％である。ところが佐原区では１箇所しか

ないので人口比の普及率は１．８％、山田区については１２．５％である。ただし、

山田区は公共下水道がない。栗源区は公共下水道も農業集落排水施設もないという

状況になっている。 

    香取市全体としては、汚水処理計画をこれから、合併後、いわゆるバージョンア

ップしなければいけないが、全体を見直した場合、これら地区間の現行のあり方が

既にかなりの格差があり、これをどう調整を図っていったらいいのか非常に難しい

課題になっている。 

    それから、今油田地区について、経緯がどうなっているかについては、小見川区

の担当課長からご説明を申し上げる。 

  ◇小見川区下水道課長 

    油田区の新々田の区域がなぜ除外されたかというご質問について、下水道の生活

汚水、これを処理する施設の整備方法には、下水道、あるいは農業集落排水施設な

どの集合処理がある。これは家屋と家屋とを管を結んで１つの処理場で処理する集

合処理、それに個別処理として合併処理浄化槽である。 

このような汚水処理施設の整備をするにあたっては、この２つをうまく組み合わ

せて整備をしているが、その場合、家屋が密集している地域においては農業集落排

水下水、あるいは公共下水といった処理方法、そして家屋がまばらで点在している

ような地域においては合併処理浄化槽、個別処理が建設費において経済的に有利だ

と考え、このような整備方法で進めている。 

    このような整備方法を進めるにあたり、香取市全域を対象とて、平成１４年度に

汚水適正構想を策定して、それに基づいて実施している。この実施に基づいて、新々

田が除外されているわけですが、現時点では、あるいは当分の間は、これが経済的



に も効率的だと思ってやっているが、また人口変化、家屋の個数の変化により、

適宜見直しをしているわけである。こういう事情であるのでご理解いただきたい。 

  ◇建設部長 

    排水関係については、今区長さんからご指摘あったとおり、基本的に合併がなさ

れたので、道路また排水の問題についても、行政区域内の接点が未整備な部分がけ

っこうある。そのようなことで、今全体的な総合計画的なものを検討しており、行

政区域外の接点の部分の見直しを進めているところであるのでご理解いただきたい。 

  ○新々田 Ｓ  

    新々田の組長をしている。 

まず道路について色々説明をしていただいたが、今区長が言っていた話は油田区

の話であって、大橋の拡張の話や虫幡の話だとか鹿島港の話を聞いているのではな

くて、油田区地先の鹿島港線の話を聞いているのである。今説明の中にもあったよ

うに、鹿島港線というのは、２０年も前から交通量が増えており、新聞にも載って

いた。２０年よりもっと前かもしれない。 

    私も子供がいて、２０数年前に歩道ができるという話を聞いて喜んだが、自分の

子供ももう二十歳になるが一向に進んでいない。先ほど予算が付かないとか、国の

補助が必要だという話があったが、そういうレベルの話ではなく、大至急、行政の

方で働きかけていただかないと、進むものも進まないということではないのか。や

っと、色々な方々のご尽力により、油田地先の工事が徐々に進んできた。先ほど言

ったように非常に長い期間がかかっている。ここにもいらっしゃると思うが、そこ

の龍谷地先も２０年位あの形のままになっている。詳しい理由は色んな事情がある

という話であったが、やる気の問題というのもあると思う。すごく情けない。あの

ままの状態で２０年も経っているという状況である。大至急やっていただきたい。 

    成田鹿島港線を見ていくと、栗源、多古、大栄など、道路がどんどん良くなって

いて、 後に取り残されたのが油田地先２、３ｋｍの地区、ここが一番取り残され

ている。そこだけ車が走らないということではなくて、ダンプ街道として２０年も

前に新聞に載っているわけである。その辺のことを踏まえて、もっと強力に予算獲

得に向けてというか、地域住民は協力すると言っている、嘆願書も上げているわけ

だから、もっと強力に話を進めていただきたい。 

    下水道について、外されたのであれば、それはそれでしかたがないのかもしれな

い。しかし、新々田地区というのは今３８戸ある。どこの自治体でも、公共下水道

がないところには補助金が出ていると思うが、つい 近まで出ていなかった。今ど

のようになっているか知らないが、補助金が出るようになるという話を聞きつつ、

自分の家にも浄化槽があって、浄化槽の付け替えをするのに待っていたが、なかな

かそれが出なくて、補助金もなく新しいものにした。 

    どこの自治体でも公共下水道のないところはまだ沢山あると思う。そういうとこ

ろは、他の自治体に準じて補助金を出す。側溝がないから出ないとか、色々な規定

があるのかも知れないが、それであればそれなりの下水道があるだろうから、そう

いったものに見合った補助金を出すというよに考えるのが行政ではないかと考える

がいかがであるか。 



  ◇上下水道部長 

    合併浄化槽に対する助成措置についてお答えする。 

    現在、５人曹を基軸に、合併浄化槽を新設した場合は、国・県・市の合算額で２

４万円の助成を講じている。現在、さらに単独浄化槽から合併浄化槽への転換設置

をした場合、こちらの方に国の方も補助金をシフトしており、５３万４千円である。

これだと、撤去費用まで含めた助成措置になっているということで、この部分が一

番手厚い助成だろうと思っている。 

    従来の２４万円の補助金については、残念ながら前は３６万円程度であったが、

近減額されている傾向にある。現在、県の方もだいぶ見直しをされて、補助制度

を厚くする傾向にあるが、なるべく市の方も、それに対抗できるような助成を講じ

られればいいのだが、財源の許す範囲で、なるべく県が減っても市でカバーできる

ように努めたいとは思っている。残念ながら新設の場合が後退傾向にあり、転換の

方に厚くなっているというのが現在の助成スタイルである。 

    今日お集まりの皆さまの中で、単独浄化槽でこれから合併浄化槽へとお考えの方

は、手厚い助成、５３万４千円であり、かなりメリットがあると思うので、ご活用

いただきたいと思う。 

  ◇市長 

    道路の陳情等を強力に推し進めろというお話であったが、できるだけのことはや

っているつもりでいた。例えば、国の方では国土交通省等にこれまでに７回、８回

程度、県にも同じような形で陳情にいっている。周辺の市長・町長さんにお願いし

て、一緒に強力に推し進めているつもりであるが、まだまだ足りないということを

実感した。これから努力してまいりたい。 

   

  ○南原地 Ｓ  

    市民全員に関わることだが、成田空港のことはどうお考えなのか。昨年７月に、

飛行機のフィートが引き下げられた。そのために、市の広報によると、多少騒音が

大きくなったと載っていた。朝５時５０分に一番機が飛んで、 終便が私の家では

１０時４５分に通っている。昨日はどういうわけか知らないが、夜中の１時３０分、

２時に上空を通った。確かに騒音も出る。飛行機が通るから、騒音は仕方がないと

は思うが、空港周辺の方々については、騒音防止補助金が出ていて、なぜ私どもの

ように、上空を通る、しかもフィートを下げ音がうるさくなった所には対策はない

のか。 

    それから、電波障害のことについて、成田空港の開港以来、電波障害が起こって

いる。このことを何も解決しないのに、なぜこういうことを承認したのか。昨年７

月に、市の企画政策課に電話した。まったく教科書のような回答しかしない。すべ

て議会が決めたからと議会のせいにするわけである。直接空港に電話して空港対策

課の方に聞いたら、市町村の協力、共存共栄は仕方ないと思うが、騒音対策が何も

ないのに決めて、電波障害についても何も解決していない。知っている人はわかる

と思うが、飛行機が通るとテレビの映りが、フラッター現象といって二重映りにな

り大変見にくくなる。野球を見ていると、１つの球が３つ、４つ映る。国の電波管



理所に確認したところ、飛行機を通さなければいいんじゃないですかというバカな

回答をされた。空港対策課の人が来て、これは飛行機が原因で間違えないと、直す

ことはできないとはっきり言われた。 

要するになぜ電波障害が起こるかというと、東京タワーから来る電波が中継局か

ら各家庭に受信される。中継局はＵＨＦであり、ＵＨＦでは電波障害は起こらない

が、東京タワーから受けるＶＨＦが電波障害を起こすわけである。ではこれを解決

するにはどうしたらいいか。私の案としては地上デジタルしかない。昨年１２月に、

日本全国８６％で地上デジタルが見られると国の報告がされたが、小見川町を中心

に周りの方では地上デジタルが映らない。映ったとしても、雨が降ったときには映

らない。私からの要望は、地上デジタルを早急に進めていただきたい。推進課の方

では２００９年、または２０１０年になるそうである。あと２年間我慢しなければ

ならない。空港開港以来３０年間、私ども、騒音と電波障害に悩まされている。な

るべく解決していただきたいとお願いしたい。 

  ◇企画財政部長 

    成田空港の騒音の関係については、香取市でも色々な協議会、また議会でも特別

委員会等を組織している。香取市や神崎町など近隣の市町村等も色々な部会等も結

成している。そういう中で、ご質問のような電波障害の関係については、議題とし

て上がってはいないが、また解決の方策として、お話にあったような地上デジタル

方式の早期実施というか、方式の転用について、どのようなことができるのか考え

てみたい。 

    また、確かに６０００フィートから４０００フィートに飛行高度が引き下げられ

た。霞ヶ浦のコスモという地点での高度で、今まで面的な運用でやってきたのを、

便数が増えるということ、上下の形での運行をということで、国の方からの要請に

応えて、議会での了解も得て、実施されているという状況である。 

    おっしゃるように、その場合でも特殊な場合、例えば危険を回避するとか、急病

人が出たという特殊な場合に高度を下げるということでの条件付で承諾をしている。

あとは緊急的に、深夜に通ることはほとんどないとは思うが、場合によっては、確

かにあることはあると思う。私どもの方には、特殊な事情の時には通知等がある。

例えば、急病人が出たので緊急的に高度を引き下げたとか、後日ですが、情報とし

て入ってきている。 

    成田空港に関して、何か私どもの方でできることがあれば、空港株式会社あるい

は国土交通省の方に要望等をしていきたいと考えている。 

  ○南原地 Ｓ  

    空港や国の方に要望をしていると、また国が認めたのであれば、先ほど言われた

油田の道路の件について、補助金などを貰えるのではないか。あそこは成田空港に

つながっているのだから。先ほどの道路の要望で、補助金が貰えないから遅れてい

るということであれば、空港に協力しているのだから、それなりに補助金とかが出

るのではないか。 

  ◇企画財政部長 

    空港株式会社には周辺対策交付金というのがある。それは道路の改良などそうい



ったものに当てるためにも使われる。それには当然認定作業があるが、旧佐原市の

場合には、道路の拡幅等の整備についての交付金を頂いている。 

また、飛行コースの関係については、一部防音の工事をした学校が小学校１校、

中学校１校ある。その学校の防音工事について、前は空港の方でやっていただいた。

その関係での維持管理経費的なものも空港の方からいただいている。 

    ご質問は、今お話にあった道路、油田の道路改修に、空港の方から補助金が出な

いのかというか。 

  ○南原地 Ｓ  

    それもあるが、あの道路は主に鹿島臨海工業地域から空港関係の方にダンプトラ

ックが通っている。ということは、空港にそれだけの物流がいっているわけである。

だから、補助金とかが出るのではないのか。 

    それと、みんな佐原市のものにばかり使っているのではないのか。 

  ◇経済部長 

    鹿島港線については、県道であるため県が実施主体である。したがって、千葉県

がやってくれるというのが基本的なスタンスである。その辺を私どもは、県にぜひ

お願いしたいということを常々言っている。そういうことなので、ご理解をいただ

きたい。 

  ○南原地 Ｓ  

    ご存知のとおり、この前予算が出たが、職員の退職金ですら予算がない。それで、

県が作ると思うのか。私は作らないと思う。県がと言っているが、誰かがやらない

と、人が死んでからならやるのか。 

    言っては悪いが、あの通りは夜怖い。もし人が歩いていたら跳ねてしまうくらい

怖い。だから早急にやっていただきたい。補助金待ちということなのか。 

  ◇経済部長 

    補助金待ちではなく、事業実施者が千葉県ということで、私の方からは、地元か

らこのような話がございましたという要望をお願いしている。 

   

○東谷 Ｔ  

    今のお話もそうだが、先ほどの成田方面の県道についての色々なお話もそうだが、

私が考えるには、そういった財源には、税収の伸び、それが基になると思う。補助

金を県から国から貰う。それも１つの手かもしれない。ただ、その根源、土台とな

るものは、香取市としての人口を増やすことではないかと思っている。 

人工が増えれば税収も伸びるはずである。その税収が伸びる、人口を増やすため

には、少子化をどうにか食い止める。そういったことが、まず第一に考えなければ

いけないもことだと思っている。私の下の娘は小学校３年生で、今こちらの西小に

お世話になっている。父兄ということで、年に１、２回だが、朝、スクランブル交

差点で旗を持って、子供たちを横断させるようなことをやっている。結局、 終的

なものとして財源が必要になるが、香取市として少子化対策をどのようにとってい

るのか。 

それから、一番大切な子供、これから香取市を担っていく子供たちにために、香



取市として、例えば、出産費用について給付金は出るかもしれないが、その半分を

また市で補助を出すとか、医療費について補填するとか。また色んな市の建物があ

ると思うが、そういった建物に関して、例えば、市役所の方々だけでなく、小学校・

中学校・高校生など、頭が凄く柔らかい、発想が柔らかい子供たちが沢山いるはず

である。大人たちだけでなく、子供たちも一緒に交えた建物作りなども必要ではな

いか。例えば、あそこの市役所はとてもかわいらしい市役所だとか、何か建てると

きに、市役所の方々と一緒に、小学校・中学校・高校生を交えた、そういった発想

の転換をしていきながら、どんどん香取市をすばらしい市にするために、何か子供

の考えとか、大人の考え、保護者の考えをも取り入れた上で、色々な建物作りをし

ていく、そういったものも必要かと思う。 

子供たちの、本当に柔らかい頭で考えて、他の市区町村から、ぜひ香取市に住み

たいというようなまちづくり。あそこの市に行くと、医療費も安い、出産費も安い、

土地も安く、土地も広く取れる。全国の中で香取市といったらすばらしいんだよ、

あそこに絶対住みたいんだというような香取市作りをしていただきたいと思う。 

それにはやはり、先ほど言った国道やごみ袋など色々な問題もあると思う。ただ

し、一番の土台となるものは、やはり税収の伸び、そして、子供の少子化対策をど

のように考えるか。子供たちから色んな発想を、大人の観点、子供の観点から、色々

考えを出し合って、できるだけ早く、あまり会議、会議で何度も会議をするようで

は、おそらく香取市は将来的に無くなるような気がする。もっと柔らかい考えで、

香取市を柔らかい観点から考えていただければ、もっと人口が増えると私は思って

いる。 

少子化についても、香取市として色々な助成をやれば、少しずつ、将来的には人

口も増えていく。佐原・小見川・山田・栗源、人口的にはどんどん下がっているよ

うな気がしている。２月１日の広報かとりでも、将来的にこの町は住みやすいか、

ずっと住むかというアンケートがあったが５５％しかない。また当分住みたいとい

うものを入れると７７％ぐらいしかない。これでは将来の香取市はないと思ってい

る。それが９０％、９５％、この香取市に住んでよかった、住みたいんだというよ

うな香取市を造っていくためには、ぜひ少子化対策、色々なもので、全然違うよう

な発想をしていただければ、もっともっと早急に税収が伸びると思う。 

    今言われた空港の関係も国道の関係も税収がないから補助金に頼る。補助金に頼

っては駄目である。補助金が出るから待っていようというのは絶対駄目である。補

助金がなくても、市でやっていこうという考えを持って取り組んでいただけたら、

市民も、子供たちから大人まで、手助けをするのではないかと思う。 

   

○内野 Ｔ  

    広報についてお尋ねしたい。広報は大変よくできているが、合併前の旧小見川広

報の中では、お生まれになった方、無くなられた方、こういった方々が掲載されて

いた。可能であるならば掲載していただけたら有り難いので、よろしくご検討をい

ただきたい。 

  ◇広報広聴課長 



    今のご意見について、確かに各区の方から、ぜひ載せてほしいという意見もある。

ただし、載せてほしくないという方も大勢いるので、個人情報等の関係から非常に

難しい。その辺については、また内部で協議したいと思うが、今の段階では載せる

方向ではないということでご理解いただきたい。 

 

○織幡 Ｋ  

    下小野と織旗の境界について、昔から町と町の境などは手が入らないということ

もあり、旧佐原市と旧小見川町の境界辺りの道路の状況がもの凄い悪化していると

いうことも見受けた。合併により香取市のど真ん中となったので、その辺ご理解し

ていただいて、同じ香取市だから、下小野だ、織旗だではなくて、そういうところ

をよろしくお願いしたい。 

  ◇市長 

    おっしゃるように、以前の市・町の体系で申し上げると、確かに境界は悪くなる。

例えば、旧山田町と旧小見川町の境にある吉野平という団地があるが、そこから小

川の方へ抜ける道路なども、その たるものである。しかしながら、合併しすべて

香取市になったわけだから、こういったことのないように、逆にそういったところ

を良く見ていきたいと思っているので、整備のほうも進めてまいりたいと思う。 

    それと、先ほど道路の補助金という話があったが、県道であるから、県がすべて

やるということである。市が補助金を待ってそれを施策するのではなく、県が県議

会に図って施行される道路であり、県が１００％、県は国からいただくかもしれな

いが、そういった形でするということである。 

    しかしながら、皆さんおっしゃるように、県がやるまで待っているのかというと、

そういうわけにはいかないのもわかっている。できる限りのことを皆さんとお話し

ながら進めてまいりたいと考えている。 

また、住みたくなるような、そういう香取市。そして子供たちも元気に健やかに

育てていけるような香取市を目指したい。また皆さま方と色々なお話をさせていた

だきながら、進めてまいりたいと思う。先だって、市内の中学生、高校生と意見交

換をさせていただいた。おっしゃるとおり、頭の柔らかいというか、我々には発想

できないような考えをもっている。ドキッとして、こういうこともあるんだと考え

させられる。 

平成１０年に中心市街地活性化法案というのができて、その中にＴＭＯ構想とい

のがあるが、これは現在でいう‘まちづくり交付金’である。こういった交付金が

国から出るわけだが、それに基づいて平成１２年に佐原商工会議所が核になって、

佐原駅の改修というものを国の方へ出した。そして６年越しで、やっと国の方から

‘まちづくり交付金’が出ることになり、今年度から駅の改修を始めたわけである。

そして、駅をどういうように造るかということについて、高校生や中学生の意見を

聞いている。これも大変参考になる意見が沢山でていると聞いている。これから、

色々なところで建物を建てていくわけであるが、そのような中で、ぜひとも子供た

ち、生徒さんの意見も聞いて、取り入れていきたいと思う。 

    さて、時間になるので、私の方から幾つかご報告かたがた、お話をさせていただ



いて、今日のこの会を閉じさせていただきたいと思う。 

    ます、議会でのお話を少しさせていただきたい。 

昨年の９月議会の話である。これまで臨時議会を入れると４回の議会を経験させ

ていただいたが、この９月議会は私にとっては一生忘れられない議会になった。そ

の内容を少し紹介したいと思う。 

まず、皆さま方に選挙の際に公約としてお約束した４人の区長制度の廃止、これ

を９月議会で上程して廃止させていただいた。４人の区長の歳費は年間で約５００

０万円である。この５０００万円をこの９月に抑制することができた。 

ご存知のとおり、私は収入役を置いていない。これは全国的な傾向であり、４月

からの新年度は、全国的に収入役が廃止というような方向になるそうだが、私は当

初から収入役を置いていない。収入役の仕事は優秀な職員がいるので、その職員の

方々にお願いすれば何の問題もない。また１０ヶ月経って何の問題も起きていない。

この収入役の１年間の歳費が１２００万円である。 

    そして、本庁の中に、本庁の部分と佐原区の部分の２つがあった。例えば１階に

佐原区事務所の福祉推進課があり、２階に本庁の福祉推進課があった。また１階に

農業推進課、３階に農政課があり、同じような仕事をしていて大変わかりづらかっ

た。市民の皆さんが来て、１階の区事務所で半分位済ませて、あとは２階へ行って

くれ、２階が終わったら今度は１階だといって、あちこち回るようなことがあった。

これを機構改革、行政改革をして１つにまとめるという作業を９月にさせていただ

いた。これは、総合支所設置条例というのがあり、その条例の改正をさせていただ

いたということである。この改革により、区の部分と本庁の部分が１つになり、同

じフロアーになったことで、事務の処理も早くなった。これにはもう１つ利点があ

り、こういうことが合併の一番の利点である。例えば４人いる市長・町長が１人に

なり、４人の助役が１人、４人の教育長が１人という形になること、これが合併の

大きな効果であって、この区を集約していくというのも１つの効果である。 

    この改革により、本庁の中の５つの課が減少した。同じ課が２つあって、１つに

したわけだから、１つが無くなった形になる。そうすると課長が１人いなくなる。

それと同じように、課長クラスで６つの部署を集約することができた。したがって、

課長クラスが１１名を、この４月から採用せずに済むわけである。この１１人の役

職の圧縮というのは財源的に大変大きな利点がある。現在、一般財源のベースで言

うと、市の職員は約８３０人いる。８３０人の中で１１人圧縮できたからどうなん

だという向きもあろうかと思うが、管理職というのは７０人弱位しかいない。その

内の１１人だから大変な集約ということである。課長１人で年間約８００万円、１

１人だと１年間で８８００万円という税金の圧縮を９月議会で行うことができた。 

    ４人の区長、収入役、そして５人課長と６つの部署、これを全部合わせると、１

億５０００万円の圧縮をすることができたということである。今後もこういった形

を多くつくって、皆さま方の暮らしの方へ反映していきたいと考えている。 

   なぜこういうことを申し上げるかというと、この１０ヶ月、私はずっと財政基盤に

ついて勉強してきた。また施策を講じてきた。なぜかというと、この１・２年で財

政基盤をきっちりしていくことが、この香取市にとって、今一番必要なことだろう



と考えている。例えば、５年・１０年先、この財政基盤を強固なものにしておけば、

ブレないというように考えているからである。したがって、真正面から、こういっ

たところに目を向けて、市民の皆さんにわかりやすい、理解していただけるような

政策を講じてまいりたいと考えている。よく 近は、第二の夕張にならないように

というお話があるが、決してそんなことはない。そんなことは香取市では起こらな

い。また財政についても、この１０ヶ月で、前よりも相当良くなってきている。か

といって、とても良いというわけではない。その厳しい中でも、そういった目に見

えないような施策を１つ１つ講じることによって、少しずつ良くなってきていると

いうことを申し上げたい。 

そして、この合併で、国から特別な補助金が出ている。合併特例債と言うが、１

０年間で２２０億円というもの凄く大きな補助金である。これは殆どをライフライ

ン関係に使いなさいといわれている。したがって、コンピュータのソフトだとか、

そういったものには使うことができない。そして、その中で２２０億円だとＭＡＸ

３０億円まで基金を作ってもいいと国からいわれている。基金というのは、皆さん

のご家庭の預金にあたる。これについて地域振興基金条例というのを設置させてい

ただいた。ＭＡＸで３０億円、したがって年間１０億円ずつ、３年間預金をすると

いうことを決めさせていただいた。今年はすでに１０億円積んでいる。３年間で３

０億円、もしも何かあったときに使えるように、そのときのためにとっておこうと

いうようなことをしている。 

    また、職員の給与についても全体で４．８％引き下げた。特に中高年層にはプラ

ス２％ということで６．８％、このラインにきたらそのまま止まってしまうという

ことをさせていただいた。要するにベースダウンということをしている。 

    なかなか見えにくいことだが、こういったところをきちっと締めていく、集約し

ていくことが、今非常に重要であると考えている。職員も本当に一生懸命やってい

る。至らない点も多々あると思うが、皆さま方と一生にお話をしながら、これを直

していきたいと考えている。今日来ているメンバー、部長、課長、これだけのメン

バーが集まるのは議会以外にはない。このメンバーは本当に一生懸命やっている。

顔をみてやっていただきたい。また何かあれば、お叱り等も受けながら、新しい私

たちの故郷、香取市を皆さんと一緒につくってまいりたいと考えている。真正面か

ら真面目に取組んでいきたいと考えているので、どうか皆さま方におかれても、ご

理解、ご尽力を賜りますようお願いを申し上げて今日の締めとさせていただきたい。 

 

 

 


