
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7日（水）18時30分～20時30分 晴 

２ 場 所  小見川文化会館第2会議室 

３ 出席者  一般市民 ５８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 

  ○入会地 Ｅ 

   資料の中身についてはよく見なければわからないが、今日見えてない住民の方は結

構いると思う。これと似たようなものは広報で流されると思うが、これぐらい各地区

の比較したものはみなさんの手にはわたらないと思う。できるだけ市民全員に渡るよ

うにしてもらいたい。 

  ◇広報広聴課長 

   広報でできるだけ掲載したいと思う。広報にいろいろな情報が入っているので皆さ

んもぜひ満遍なく見て欲しい。 

  ◇市長 

   広報に一度掲載した。もう一度したほうがよいかも知れない。 

  ○入会地 Ｅ 

   各地区を比較されたような内容かどうか。広報はある程度見ている。 

  ◇広報広聴課長 

   広報には、ここまで詳しくは出ていないと思う。 初に配布した暮らしもガイドブ

ックでも概ねの違いなどは載っているところもあると思う。 

  ◇市長

   確か４地区の表を広報で流していると思う。できるだけ多くの方に配布できるよう

対応したいと思う。 

   この件についてよく質問があることについて話をする。ばらばらの状況をどういう

ふうに決めていくかということで、医療費、ゴミなど身近な生活に密着した部分をど

こに合わせるのかと聞かれる。合併した近隣の市町ではやはりどこかの市、町に合わ

せるということをした自治体も確かにある。しかし香取市が考えているのは、香取市

の現在の財政状況や人口、面積、これかの推移、人口の推移、財政の推移などを加味

して５年、10 年、できれば 20 年先を見て整合できるような香取市独自の香取市にあ

った料金体系をつくっていくべきであると考えている。多すぎてもいけないし、少な



すぎると破綻してしまう。香取市査定というか香取市基準をつくり示していこうと考

えている。この額が決まって、いきない大きく上がったり下がったり、いきなり施策

するのではなく何年か何回かの段階的に施策していく。１段階、２段階など急な負担

増のないよう考慮し進めていきたい。現段階でいくらかということは決まっていない。

どんどん皆さんの意見をお知らせいただきたい。 

 

  ○南原地新田 Ｓ 

   公共下水について、私の家のところは公共下水の枡が入っているがまだつないでな

く加入していない。加入すると負担金がかかる。１平方メートル当たり400円と聞い

ているが農村地帯は敷地が大きいため負担が大きいので考慮してもらえないかと要望

していたがその後どうなったか聞きたい。 

  ◇下水道課長 

   負担金の算定方式は、面積割方式と１世帯あたりの定額方式がある。面積割の考え

方は、下水道が整備されると快適性が向上し土地の資産価値が上がるという前提で面

積に応じて支払ってもらっている。南原新田はこの面積割方式を考えている。もう一

つの定額方式は農業集落排水施設の下水道事業があり、農家の場合、作業用など様々

な用途で宅地を使っているため面積割の考え方で賦課してしまうとかなり高額になっ

てしまう。また、農家は将来、開発や大きな家を建てることが考えにくいことから１

軒１軒の１世帯あたりでという考え方で負担金をとっている。当面、南原新田は、面

積割でいかせてほしいと考えている。 

  ○南原地新田 Ｓ 

   一部ではその負担金がかかっていないところがあると聞いたが、小見川だけがその

ような方式なのか。 

  ◇下水道課長 

   千葉県内では、下水道事業を行っているところではすべてこのような考え方に基づ

き算定して行っている。 

  ◇上下水道部長 

   香取市内でもう１箇所、佐原区で公共下水道を行っている。佐原区ではこれまで受

益者負担を徴収していないという経緯がある。合併時、大きな調整のテーマになって

いたが、合併協議の中で今後の告示された開発区域について賦課をしていく方向で調

整するという文言で当時締められた。現在、市長の下でこの課題の整理を進めている

ところである。今後、佐原区についても賦課をしていくという基本方針が内定してい

るところである。 

 

  ○上小堀 Ａ 

   このような住民と直々にお話できる会合をもってもらったことに心からお礼いう。 

   一昨年の3月18日に中央地区の合併に係る説明会で、固定資産税の今後の推移につ

いて聞いた。当時の加藤課長が当分の間は今までのままでいくとの回答をもらったが、

何年くらい維持できるか。この資料の試算割ということで佐原38％、小見川39％、山

田30％、栗源39％ということになっている。健康保険税についても税金の要というこ



とで資産は必ず逃げることのできない数字である。山田の30％はかなり少ないとも感

じるが、固定資産税の割合を香取市でどのような基本であるのか。香取市の中で農家、

商店街で年間所得300万円以下の方々の数字が多いのかなあと思っているので、合併

した残りの80市町村の中で57番目くらいになっているが、県内の市で内容的、所得、

資産で一番に似た市町村を参考に、資産割、所得割いろいろな面で割り出して、この

辺でよいのではというものを出してもらいたい。 

まだ、はっきり固定資産ではこうなるというものを聞いていないので、合併前のま

まで何年くらいいくのかを聞きたい。 

  ◇税務課長 

   固定資産税の税率については、香取市内現在統一されており100分の1.4になって

いる。固定資産税が国保税の資産割に及ぶということであるが、この資産割は固定資

産税の中の償却資産を除き、土地及び家屋に係る固定資産税額に各区の異なる税率と

なっている。 

これらについて国保税は不均一になっているので統一に向けて統一に向け検討する

ということである。固定資産税は統一されている。評価は３年に一度見直しを国の流

れに沿い行っているので違いはない。ただし評価をする見方は、今まで各区でやって

きたものであるが、県などの指導を受けてやっているので評価に対するものをある程

度合わせている。また、次の評価替えに向けては同じレベルでできるよう職員の研修

をしている。 

  ○上小堀 Ａ 

   もう一度確認する。今の回答のなかで固定資産税は香取市内で決まっているという

ことであるが、去年聞いた内容では、今までどおりで進めると聞いているがどうなっ

ているか。旧小見川町のままであるのか。 

  ◇税務課長 

   固定資産税率は変わりない。 

 

  ○住金西地区 Ｎ 

   地域的な問題点について尋ねたい。小見川大橋の渋滞問題は常に出ているが、早急

にお願いしたいこととして、費用もそんなにかからないと思う。団地から鹿嶋、神栖

方面に向かう右折について、左折のほうが優先するということで、なかなか進入でき

ない。一度の信号で一台も進めないときもある。お願いとして右折のための時差信号

または、右折の矢印信号を設置するなどの施策を講じてもらえば、団地からの出勤の

混雑緩和にも繋がるのでないかと思う。過去にも話題はあったと思うが未だになされ

ていないし大きな問題でもあるので検討の中身を回答してほしい。 

   もう1点は、高齢者ということで、自分も70歳を迎えるが、倒れたときにどうすう

かという心配が高齢者にはある。自分の地区にも一人暮らしが増えたり、寝たきりの

人が増えたり、介護施設に行く人が増えている。私の元気であるが倒れたときにどう

するか。この１月に銚子で認知症のタウンミーティングが行われた。自分も参加した。

その時の研修を受けた証が赤いリボンであり、認知症のサポーターという意味の赤い

リボンである。認知症に限らず、寝たきりになったときに安心して住める地域づくり



が大事ではないかと思う。そういった不安がある。向3軒両隣などのお互いの助け合

いなどの地域づくりがなかなか難しい。市長も過去にいろいろ福祉の仕事に携わって

いたと聞いているが、香取市の福祉に対する今後の問題点、われわれが寝たきりにな

らないように常々考えながら食生活、運動、コミュニケーションを図って一日でも長

く自立した生活ができるようにと念じつつ日々暮らしている。万が一の時に安心して

暮らせる地域づくり。先日さざんか園に実習にいったが、80人いる中で８割が認知症

で、入所を280人待っているという実態である。国の施策も38万床ベッドがあるもの

を15万床に減らしていく。リハビリも180日にしていくということが耳に入ってくる。

逆な方向にいきつつある。年寄りが惨めになっていくような気持ちにさせないような

市政をお願いしたい。市長の考えを聞きたい。 

  ◇市民環境課長 

   小見川大橋の渋滞改善について、先日地元議員から同様の話があり、香取警察署へ

信号機の改善をお願いしたところ、地元警察も現地をよく確認している。その中で安

全上の問題があることを認識しているので、県警本部交通規制課に信号機改善の必要

性について再度報告をしてあるという話を聞いている。 

   この問題については何度も確認しているが、慢性的な渋滞については早期に解消を

したいと考えている。これからも地元警察を通じ強く要望していくのでご理解をお願

いしたい。 

  ◇市長 

   高齢者が増え、認知症の方が高齢者の中で占める割合が大変多い。自分も10年以上

高齢者福祉に携わってきてここ数年認知症が多くなってきたと考えている。この認知

症は２種類ありその一つでよく耳にするのがアルツハイマーである。独居の高齢者、

独居で具合が悪い人の家庭も増えてきていることを認識している。どうすればいいか

は、施設では、一番有効なのは声かけである。寝ていても声をかける。寝たきりの方

は体位交換を一日に少なくとも５回くらいは体位交換をする。何しろ声がけをするこ

とが大切である。５月に初登庁して執務し始めてからこの件について関係する方々を

集め、職員も当然であるがネットワークをつくりを続けている。ネットワークとはど

ういうものかは、横の繋がりのネットワークが大切である。どこにどういう方が暮ら

しているか。どういう形態でいるかを一つの福祉団体が100わかっていて、もう一つ

の福祉団体が集れば150になったり200になったり網の目のようにして、市からのお

願いしている行政協力員にもいろいろな情報をもらい、また民間の福祉施設・団体か

らも情報をもらう協議会をつくり毎月上げ、できることならボランティアで声かけに

行ってもらい。必ず週に２回ぐらいは家に行くというようなことができないか模索中

である。 

   安心で安全なまちづくりというのは、向こう３軒両隣のような隣人愛が大切な部分

を占めると思う。 

高齢者福祉施設のあき待ちについては深刻である。この地域は、香取海匝福祉医療

圏という一つの圏域がつくられている。この福祉医療圏とは特別養護老人ホームが何

床、老人ホームが何床とかグループホームいくつとかの数が決まっているので増やす

ことができない。今目いっぱいというところである。国、県が許されないということ



でこれ以上施策できない。100 件とか 200 件待ちというようなことになる。この不具

合をどうにかできないのかという話を県にしている。500 人程度の待ちがいると言わ

れていたが、船橋などは、特別養護老人ホームが少ないため2500とか3000待ってい

る。特別養護老人ホームを建てることができない。利益を追求できないため借金や皆

さんの浄財で建てる。建てた後もお金を返すだけで儲けることは 100％できない。儲

ける部分があれば県が持っていってしまうというシステムである。そのようなところ

のため、上りの方では土地が高くて高額になってしまい20年のローンを返せないため

建たない。ということは枠数が余っているということなので、その枠数を地区の方を

何％入れるというような交換条件で田舎の方、香取市にできないかという話をしてい

るが受け入れられない。いずれにせよ具合が悪くならないようにすることが大切であ

る。健康は大変大切だと思う。ならないようにする。要介護がでないようにすること

がこれからの医療であり高齢者福祉の重要対応になってくると認識している。早いう

ちに堂本知事から直接話しを伺っている。このまま医療費が上がっていったら市や県

立どころではなく県がパンクするような大変な状況になる。これを見据えたこれから

の施策を考えている。 

  ○住金西地区 Ｎ 

   信号の件について、できるだけ早くとのことであるが、いつまでにやるようにとい

う答えがない。今までも早くやるということを聞いているがだいたいいつごろまでに

決着をつけるという回答をもらえたらありがたい。 

  ◇市民環境課長 

信号機の関係でいつまでにできるのかということであるが、この件は２年くらい前

から改善して欲しいという要望があった。そこで、地元警察を通じ県警本部に話をし

ているが、信号機の設置や改善について千葉県公安委員会の判断、決定によるもので

あるため、県内の優先順位もあるという実情をご理解いただきたい。ただ、今後とも

引き続き強く要望をしていく。 

 

  ○西住金団地 Ｋ 

   一件目は、今回、秋の市議会で市議会議員の給料が35万円にアップされたというこ

とで、アップされた根拠、反対意見はなかったのか。この質問をしてほしいというこ

との裏に職員の資質や残業に絡んで、数にからんでいろいろ質問している裏で自分た

ちは 高額の俸給に合わせたということになっているのではないかという声がった。

自分も賛成するところである。その経緯と根拠を教えてほしい。 

   市長や市役所に方が日々ご尽力されていることは市長の話で聞いているが、新聞で

近問題になっている学校給食費に不払い問題で千葉県でもあるように聞いているが

香取市の実態はどうか。あるなら今までの累積金額はいくらぐらいか。 

   先程、固定資産税の話が出たが、所得税、固定資産税、自動車税などいろいろ 

税にからむもので不払いの額がどれくらいあるのか。 

   ３つめで、東総高速道路の無料化の陳情を県にしたということを何かのビラで見た

が、結果として香取市に跳ね返りがくるのではないか。もっと浅く考えてみれば、県

の負担が増えるのではないか。増えた結果、香取市の補助が減ってくるのではないか。



何かしら悪循環を繰り返している感じがする。 

   市の公共事業について、指名入札から一般競争入札に切り替えることもメリットは

あるのかないのか。こういうことで取り組んでいるのかどうか。 

   財政再建は非常にいいが、人口が増える、企業を誘致することなくして香取市の発

展はない気がする。観光都市、香取市といえども未来がそんなに広くあるようには思

えない。その辺の取り組みの現状を聞きたい。 

   香取市としての起債、負債、借金、合併特例債の 10 年間の費用を含め、10 年ぐら

いの財政再建見通しのロードマップをつくってもらえないか。借金が膨らむというこ

とは将来の子供、孫たちに負担を背負わすことになる。そういった意味で財政が本当

に健全化の方向に行っているのか。借金が膨らむ方向に行っているのかというところ

を市民に年に1度、3年1度というピッチで公開してもらいたい。 

  ◇総務部参事 

   議員報酬については、市町村合併が昨年３月にされ、合併特例により議員の任期を

９ヶ月旧市町の議員がそのままいくという特例を適用した。その時の報酬は、旧佐原

市が得ていた報酬と旧３町が得ていた報酬を調整し２段階に決めた。旧佐原市が 35

万円、小見川、山田、栗源が24万円であったと思うがその２段階に決めた。今度は選

挙に30人の議員を選び、その後の報酬の決め方は、報酬等審議会という一般の方や知

識経験、学識経験を含み10人の方で報酬の妥当性について審議いただくという組織を

つくってあり、県内の類似の自治体や市の財政状況などいろいろな条件を加味し議論

をしてもらった。その中の意見としては町で20数万円であったのが35万円になるの

は高いのではないかとか、佐原が今まで35万円で35万円そのままは同じような財政

規模、人口規模との比較からすればもう少し上げてもよいのではないかというような

議論があったが、さまざまな社会をとりまく環境の中で今までの佐原の35万円を引き

上げることは好ましくないのではないかという審議会の意見が市長へ答申され、それ

を受け議会で35万円の議決をし、決定したという経緯であるのでご理解いただきたい。 

  ◇教育長 

   学校給食費の未納については、先日の新聞にも載っていたが、県全体で１億5千万

円くらいあるようである。香取市についても未納はある。いま詳細な数字は、累積の

数はないが、平成17年度分の給食費の未納について文部科学省に報告したものは香取

市全体で 350 万円ぐらいである。率はちょうど 1％ということで全体からすればやや

低いほうではあるが、確かに未納問題はある。これに対してしっかり徴収できるよう

に、また、納入の方法についても１市３町それぞれ異なっていたので平成19年4月1

日から統一して引き落とし方式にして徴収できるようにする。いろいろな都合の引き

落としのできなかったものについては、あらためて徴収できるような方策を立ててい

る。教育委員会内に担当を設けて実施していく。そして未納を少なくする努力をして

いる。 

  ◇企画財政部長 

   税の問題について、市税の中での滞納額は全体で約20億円くらいになる。景気動向

などいろいろあるが、その滞納額の圧縮に向け、徴収対策に取り組んでいるところで

ある。 



  指名競争入札から一般競争入札にということについては、現在香取市は基本的に指名

競争入札で行っている。ただし、競争原理を働かせるための施策として電子入札等の

検討もしていきたい。完全な一般競争入札はなかなか難しいと思う。地元の企業の育

成ということも考えると指名競争入札の中で競争原理を働かせるような方策を考えて

いければと思っている。 

   企業誘致の関係については、雇用の場を設けることは確かに重要な課題であると思

っている。企画部門として近くに国際空港があるのでその経済波及効果、何とかした

いと考えている。そのためには、誘致する企業に対する優遇措置を考えていきたいと

思っている。 

   市の借金については、普通会計で約250億円くらいである。公営企業などを合わせ

た連結決算で 500 億円くらいになる。夕張市の問題がでているが、13000 人の住民で

600 億円くらいの借金を抱えている。これを返すためにいま取り組んでいるところで

あり、そのようなことからも皆さんも財政状況について感心を持っているかと思う。

今、予算編成にあたっており、なるべく借金は少なくしようと思っている。合併特例

債については、非常に有利な起債であり、充当率も90％ぐらい、元利償還金もあるが、

その 70％が交付税で国から交付されるというものである。そういった有利な特例債、

起債を活用しながら、なるべく負担の少なくなる形での財政運営をと思っている。市

長からも健全財政にもっていくよう厳しく言われているので十分心得て進めていきた

い。 

  ◇建設部長 

   有料道路の関係について、県内に東総有料道路や南房総の勝浦有料道路などがある。

千葉県はその有料道路を市町村に委譲したいという考え方があると思う。先般の議会

の中でも無料化し一般道路にしてほしいという議員、地域住民の声が請願で上げられ

ており、県にも報告してある。今後どうするのかという話になるが、検討していくこ

とになる。メリットとしては、当然料金がかからなくなる。デメリットとしては、あ

の延長を香取市が維持管理をしていかなければならないということになる。今の段階

では金額的に算出できないが維持管理費を香取市が払っていくことになる。問題は県

の負債金額が相当あると思う。先日の新聞では百何十億あるという問題がある。当然

委譲を受けるということになれば、負債の部分については県に払ってもらうことにな

ると思う。香取市がその負債を持つということでは、市としてはもらえないというこ

とになるかと考えている。 

  ◇経済部長 

   観光振興もあるが企業誘致をということについて、現在香取市においては、観光に

ついて特に佐原地区で産業観光による交流人口の増加を活性化のテーマに町並み保存

などを行ってきている。経済効果は、観光は一般的に裾野の広い産業になり、これか

らの日本は観光産業を振興させることが国でも確認されている。また成田が近いとい

うことから「ようこそＪＡＰＡＮ、ビジットＪＡＰＡＮ」ということで外国人を呼び

込むような戦略も佐原地区は非常に有効であろうということで国、県からの支援を受

け進めている。今回、合併し１市３町のそれぞれの良いところをリンクし面としての

香取市としても観光振興も図っていかなければならないと考えている。そのような観



光による産業の活性化は、内発的な地域の産業を興しながら活性化を図る方策である

が、雇用の場としてよそから優良企業や物流産業を誘致するということも必要なこと

である。都市間競争が激しくなるなか、鹿嶋、神栖ゾーン、成田、旭ゾーンの間の香

取としても若い人が定着できるように地元に産業を興すことと同時によそから企業を

持ってくる企業を誘致するということで、３月議会において企業誘致条例を上程する

予定である。これは企業に対し、その投下資本と地域雇用の規模に応じ税制上のメリ

ット、行政としての支援の策を施すということで企業が香取に立地するような方向へ

もっていきたいというものである。栗源地区で農業地域工業導入法に基づく地域指定

がされているが、農村地域工業導入法のエリア指定についても香取市内の他の地域に

も広げ、農村地域への工業導入がより円滑にいくような方策も現在検討しているとこ

ろである。いずれにせよ、若い人が住み続けられるような雇用の確保がこの地域には

必要であるということで施策していく。 

  ◇企画財政部長 

   財政状況の公表については、条例があり条例に基づき５月と１１月に公表している。

５月には新年度予算の概要を載せ、11月には前年度の税金、補助金、市債の状況等を

公表するようにしている。 

   今、香取市の総合計画をつくっている。18 年と 19 年の 2 ヵ年でつくる。総合計画

は、構想は10年であるが、基本計画は5年でつくっている。５年間の財政シムレーシ

ョンをつくる。財源がなくては計画を立てられないため財政の見通しを踏まえた上で

いろいろな政策を考えて行こうということで総合計画の中で十分対応していきたいと

思っている。 

  ○西住金団地 Ｋ 

   学校給食費の不払いについては、老婆心ながらこういうことからいじめの原因に繋

がるのではないかという危惧をしたことから質問した。そういった意味で学校側もそ

ういった配慮をしてほしいと思っている。 

   東総道路の件については、県からの払い下げがただでもらえるならありがたいが、

一つの提案だが、なぜ利用されないかというのは高いからである。であれば半額にし

て利用率を上げるとか、少しでも負担を軽減したいとか、一気に無料化、市にただで

払い下げてほしいというには虫が良すぎるのではないかと思う。 

   あとは大体、いろいろ考えているということでありがたい。今後ともがんばっても

らいたい。 

  ◇教育長 

   教育委員会としてもご指摘のとおり心配している点である。そのために給食費の徴

収方法を改善してそういうことにならないように注意しているところである。 

  ◇市長 

   税の不払い、未集金20億円については、非常に大きな額である。来年度、一般会計

で予算が270数億円と20億円というのを比べると大きな額だと思う。これは４月に定

例の大きな職員の異動がある。そのときに税務課の収税の部分を厚くしてそれに関わ

る職員を多くしようと考えている。いろいろな施策をとらなくてはならないが、払え

るにも関わらず支払っていない方がいた場合は、車でも何でも差し押さええをすると



いう方法がある。これは各地区で、例えば東京都などはインターネットを使って売り

出したりしている。この地域はそういうことはほとんどしていない。しかしこのまま

では膨らんでいくので、勿論徴収をするもそういった部分もそろそろ考えていかなけ

ればならない時期に入っていると考えている。今までそういった施策をとらなかった

のは選挙があるからである。今までの首長は、これをやると間違いなく票が減る。今

はそういうことを考えているときかなと思う。新しいまちができ、健全な財政運営、

財政基盤の改善を考える上で、悠長なことを言っていられないと思う。もちろん払っ

てない市民とはゆっくり話しをした上でそういった施策も必要であると考えている。 

   企業誘致については、これは私もトップセールスで自分の足を使ってあちこち企業

誘致活動を進めている。いくつかの企業が進出の要望を出してきているということは

現在の事実である。うまくこういった大手企業が進出してもらいそこに雇用の場を拡

大できるということは大きな意味があるので進めていく。 

 

◇北地区 Ｔ 

   ２点あり、北地区で答えてもらいたい。 

   １点は、ゴミの問題で、財政困難であるので小さなことからコツコツという意味で、

ゴミ収集は、佐原が無料、その他が若干ではるが料金があるということで、できれば

様々な分野で統一して、みな一律にするということであれば、ゴミ集料金もすべて一

律にしてはどうか。佐原で小見川と同じように一軒、月520円納めるということにな

ればかなりの料金が集る。想像では、３社、業者による料金の違いや今までの恒例か

ら佐原はいつまでも無料、それ以外は業者の関係で有料になっているのかと思う。も

しそうであれば、佐原に関わるごみの料金、人件費、機械など様々な料金がどれくら

いかかっているのかを昨年度１年分でいいので調べてもらいたい。また、小見川、山

田、栗源についてもどれくらいかかっているのか比較対象をしてもらいたい。北地区

で回答をお願いする。 

   もう1点は、税の問題で、今、聞いていると香取市は大変財政困難である。今後こ

の借金をどのように返していくのか。私は、あるところから市長の給料が減っている。

自ら減らした様子であるが本当か本当でないか聞きたい。また、議員が30人になった

が議員の質のよって今後の香取市は変わる。なぜなら職員がどのように一生懸命やっ

ても私たちが選んだ議員です。自分で選んだ議員に責任をもってもらいたい。議員の

良し悪しによって今後の香取市の運営は変わる。どのような素晴らしい構想をもった

市長でも30人の議員に反対されたらできないことが多い。そこを市民の皆さんは考え

てもらいたい。さまざまなことがあったが、いろいろなことに市長は取り組んでおり、

認知症の問題も山田で行われる予定になっている。皆さん行ける方は聞きに行きまし

ょう。昨年、認知症に関わる脳血管障害の問題に関し、市長というより市の皆さんが

考案しやってくれているが、聞きに行く姿勢、市民にも責任があると思う。私はここ

で市長や役員たちを弁護するわけではない。私たちは自分たちの要望ばかりぶつけて

いてはいけない。私たちも努力しなければならない。知らないことは聞こうというこ

とでここに来ていると思う。私たちはある程度知る権利があるので、これから宇井市

長は隈なく私たちに知らせてくれるだろうと見ている。市長に給料が減ったかどうか



だけ答えてほしい。 

  ○市長 

   市長の給料は減った。元の佐原市は月額８５万円で今５万円減って現在８０万円で

す。明細表をもってくればよかったが手取りが５８～９万円ぐらいである。ぜんぜん

足りない。冠婚葬祭だけで年間400件くらいある。5000円ずつもっていくと200万円

くらい飛んでしまう。行かなければいいといわれればそれまでだが。お金は十分であ

る。もう少し考えなければいけない。30人の議員の皆さんはよくやっていただける立

派な先生方であると信じている。 

   ごみの件は統一にする方向で動いている。２つの一部事務組合が２地域ずつをカバ

ーしているが統合して同じ料金、料金の取り方も含めて整合性を図っているところで

ある。あとは北地区のときに答える。 

 

  ◇入会地 Ｅ 

   今日的な問題で医療に関し、先程、Ｎさんのほうから高齢者の将来の医療問題がで

たが、今の問題である。小見川総合病院と県立佐原病院のいずれも非常に医師も足り

なくなったということで危惧している。先程議員の話も出ているが新しい議員はこと

ごとく立候補したときのマニュフェストに医療問題も取り上げていたはずである。市

長から聞きたいが方針的に財政問題も非常に大事だと思う。そういうことでちゃんと

した基盤があって県立佐原、小見川総合の公立の病院が充実した病院になるかという

ことが住民のニーズがあるから今の議員が当選したと思う。聞くところによると、産

婦人科、小児科がないということであれば、地元で子供を育てることは難しい。教育

問題と同じくらい基本的な大事な問題でないのかと思う。大丈夫だという光明がある

話をきけたらと思う。 

 

  ◇  ？  ？  

   香取市になって広報かとりは紙面が大きく、できたら前の小見川のサイズにしても

らいたい。あの大きさでは合うものがない。ダンボールを切って穴を開けてとってお

くというのではよくないので、前の小見川のサイズにして保管できるようにしてもら

いたい。 

   今、新聞折込で配布をしているが、新聞を取ってない人がいる。できたら以前のよ

うな隣組で回してもらえば全世帯に回るのではないか。検討をお願いする。 

  ○広報広聴課長 

   旧３町については小さいＡ版の広報であった。意見として見慣れた小さいサイズが

いいという意見も当然ある。今のタブロイド版もある。方向としては慣れてもらうこ

とが一番大事である。綴じたり保管は大変かもしれないが、タブロイド版でしばらく

通していこうということである。 

   新聞折込については、確かに新聞を取ってない人はいるが、そういう人から希望が

あれば郵送で送付している。したがって市民の皆さんには高い割合で届いていると思

う。 

  ○市長 



   医療の関係について、タウンミーティングを行って一番多い質問は医療問題である。

現在、県、市、県立佐原病院、小見川総合病院の４者で香取市を中心とした香取地域

の医療について協議会をもっている。今年度中にある程度の指針、方向性、現状を把

握しようと動いている。今後、東庄町もこれに加わってもらい地域医療について考え

て行く。現在、県からは県立佐原病院は堅持していきたいという答えをもらっている。

昨年の４月以前の形態に改善していきたいが、現状としては医師が不足して難しい。

思いは堅持していきたいということを言ってもらっている。市としては２病院をこの

形態で行っていくことがベストと考えている。しかしながら、今後協議会の中でどう

いう形態をとっていくかということは、今は言える状況ではない。どちらかがどのよ

うな形になろうと市民の皆さんにご迷惑、ご不便をかけないような形をできる限りと

っていきたいと思う。現在、小見川総合病院は、小児科、産科がない。県立佐原病院

は25人いた医師が18人になってしまった。産科は常勤医がいなくなったということ

で分娩業務が廃止された。日中の外来は受けているが、分娩は行っていないため昨年

４月から香取市の中で子供を生むことができなくなってしまっている。成田、神栖、

鹿嶋などの病院で子供を産んでいるというとても寂しい、悲しい状況である。できる

だけ早い期間でこれを改善するため一生懸命やっているがなかなか医師が見つからな

い。県は、ドクターバンク制度とメディカルサポート事業の２事業を立ち上げている。

これは、県内外から、医師を招聘しようということでドクターバンクに医師を登録し、

それを県立佐原病院や小見川総合病院に派遣するというもので、ある程度の奨励金を

出し、５年とか６年勤めると奨励金をチャラにするというような形の事業がすすめら

れている。市としてもその上乗せの部分を負担しようとしている。市も異論ないとす

ることを考えている。４月からの新年度中には新たな大きな動きがあると考えている。

また、この年が医療体制、医療関係の正念場であると決めて動こう、施策していこう

と考えている。 

 

  ◇入会地 Ｈ 

    ２件お願いしたい。合併の相乗効果や行政の負担の公平化、サービスの公平化を

進めていくと思うが、そのための情報公開、情報の共有化、ネットワーク化を推進

し、関係者がいつでもみられるよう透明性を高めてもらいたい。 

    市長は選挙時のマニュフェストを推進しているところであるが、行政の中で市長

自身の内部監査を実行してもらい、マニュフェスト、政策を実現を果たしてもらい

たい。 

  ○市長 

    情報公開は、できる限り推し進めていく。可能な限りホームページなどにも載せ

ていく。あまりしてはいけない部分もあるのでその点をみながら公開していく。 

    内部監査は、自分の信条の一つであり、マニュフェストにも載せてある。新しい

時期が来たときにできるだけ早い時期に採用する。現在、職員が直下を評価する評

価制度は今年採用したが、これだけでは市民の皆さんのご理解を受けにくいと考え

ているので早急に実施する。 

 



  ◇住金東地区 ？   

   教育長に尋ねるが、学校が２学期制になるということであるがどういうメリットが

あるのか。 

   小学校に放課後のパソコン教室に行っているが、放課後の４時半とかそのあとの帰

宅に不安をもつ。痴漢行為などがあるか。いじめの問題について学校から報告がき

ているか聞きたい。 

  ○教育長 

   ２学期制のメリットは、今までよりスパンを長くすることにより、先生が児童、生

徒にじっくりつく時間が十分確保できるというのが 大のメリットである。次にカリ

キュラムを柔軟に創ることができる。定まった期間だと、分数、小数、かけ算などど

んどん細かく刻んでいかなければならないが、それをもう少し長いスパンでできる。

今、新しい問題が入ってくる。基本的に算数をやらなくてはいけないがパソコンも覚

えなければいけないということで新しいものをどんどん取り入れることもできる。総

合的な学習の時間があるがこういったものはまとめとりをしたり、毎週１回行うなど、

長いスパンだとうまく組めるということである。 

   ２学期制によりカリキュラムを創りかえていくことにより、先生方がよく勉強する

ということがメリットである。 

   放課後遅くなって帰るということについて、各学校とも日没の時間には子供達が家

に帰り着く時間で下校時間を設定している。特に中学校については通学距離も遠いの

で時間もかかるのでその間に不埒なものもでないとも限らないということで、各学校

で先生方がパトロールにでたり、PTA の役員にただ今パトロール中のステッカーをお

願いしたり、子供見守り隊というような様々なボランティア組織を使って注意しても

らっている。いずれにせよ更に防犯意識、防犯技術について学校でも指導してもらう

よう勤める。特に小学校については、まだまだ力も弱いしどんなものに出会うかわか

らない。ちょっと抱きかかえられてしまえば抵抗できなくなってしまうので十分安全

を配慮したい。子供110番の家についても十分活用できるように指導していきたい。

現在、香取市内で117件の家に子供110番の家をお願いしている。先日のタウンミー

ティングのときに質問があったが、現在、代変わりなどで昼間、家の人がいない家に

もそのままかけてあるという状況もあるが、そういったことについては警察と相談し

検討していきたい。 

   いじめの問題は香取市についてもないわけではない。私たちも常に神経を研ぎ澄ま

して情報収集にあたっている。現在、市長の配慮により指導主事も採用しているので

そういう話を聞いたらすぐ学校に出向きどういう状況か対処している。 

   また４月からはいじめ問題について、児童、生徒のみならず、学校の先生、保護者、

市民どなたでも相談できるよう電話相談を開設し、2 月 1 日から試行ということで朝

8：30～17：00 まで受付をするようになっている。先日の新聞や広報かとりでもお知

らせしている。４月からはもっともっと機能的に活用することを考えている。 

 

  ○市長 

    いくつか報告いて閉める。就任以来４回の議会を経験し、１月にも臨時議会で新



しい、議長、副議長を決めた。この中で昨年の９月議会について話す。これは一生忘

れることのできない議会であった。皆さんに選挙のときに約束をした４人の区長制度

の廃止を行った。それまで区長は指名していなかったのでそのまま推移してもよかっ

たが、そうすると４人の区長の歳費約5000万円が当初予算から 終予算まで残ってし

まう。これは条例で決まっており当初予算に盛らなければならず、大変わかりづらい

ため廃案の条例を出し、議員の皆さんの支援により決定した。 

そして本庁の中に区事務所の部分が混在しており、１階に佐原区の介護保険の課が

あり、２階に本庁の介護保険の課があった。１階にいったり２階に行ったりしなけれ

ばならなかった。また１階に農業振興課、３階に農政課で上にいったり下に行ったり

ということで市民の皆さんにわかりづらく、事務作業も長くかかってしまうというこ

とで合併効果を向上するためにも機構改革、行政改革を行った。これにより、５課が

減少し５人の課長が必要なくなる。圧縮することができ、課長同等クラスの分野を６

つ減少でき管理職６人を圧縮できた。併せて11人圧縮した。一般会計で市職員は800

人以上いるので800人のなかで11人はたいしたことないと思うかもしれないが、管理

職は70人くらいしかいないので大きいことである。額にして1人800万円として8800

万円を圧縮できた。収入役も置いていない。収入役の部分は市の職員がカバーし全く

問題ない。この収入役が年間 1200 万円の報酬であり、この議会だけで、約 1 億 5000

万円を圧縮できた。 

   10年間で220億円というもの凄く大きい合併特例債が認められている。この220億

円の中で基金が認められているのは 大30億円である。基金は皆さんでいう預金であ

り、220億円のうちのマックス30億円を預金にする。合併特例債はライフライン関係

のハードの部分に使うものでソフトなどには使えない。預金、基金に使えるというの

は特別なことであり、これを MAX 基金に積み立てる。10 億円ずつ３年間で 30 億円を

積み立てる。10年後に合併特例債が使えなくなり、交付税がカットされるというここ

ぞという時に困らないような施策をして行こうという観点から行った。 

職員についても全体として職員の給料ベースを 4.8％引き下げた。特に中高年はも

う２％で6.8％のベースダウンをした。 

このようなことをいうのは、財政基盤の確立を図っていくことが大変重要であると

考えているからである。この１，２年でブレがでると、10年後のブレはもの凄くブレ

てしまう。この１，２年の我慢が 10 年後、20 年後に相当響いてくると思っている。

この創成期に、合併の効果が出たり、職員間の中ではシナジーの効用など合併したか

らこそ良くなったという部分を 大限に出していくことを今の段階ですることが大変

重要である。これを時期尚早といって２年後、3年後としたらできなくなってしまう。

今、財政基盤をきちっとみて考えていきたいと考えている。 

本日参加している部長、課長がこれだけ集るのは議会以外ない。このメンバーは一

生懸命やっている。そんなの当たり前というかもしれないが一生懸命やる。真正面か

ら取り組んでいく。皆さん方のいろいろな話を聞きながら、それを加味した市民協働

のまちづくりに真正面から取り組んでいくことを約束する。今後とも皆さんの声がデ

ータベースになり、それが必要である。ご理解をいただきながらご尽力をお願いする。 

 


