
市民懇談会（タウンミーティング）概要（府馬小） 

 

１ 日 時  平成19年2月9日（金）18時30分～20時 小雨 

２ 場 所  府馬小学校体育館 

３ 出席者  一般市民９３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 

  ○府馬 Ｙ  

   健康保険税のことについてお聞きしたい。旧佐原市と山田町では２．１％の差が

ある。トータルでも約８万円近くの差がある。これは、将来的にはどちらに合わせ

ていくのか。佐原市に合わせていくのか、どういうお考えであるか。 

  ◇市長 

    合併している市町村には色々なところがあるが、こういった問題が必ず起こって

いる。その中で、どこかに合わせるところも確かにある。高いところに合わせると

か、真ん中に合わせるとか、低いところに合わせるとか、そういう自治体も確かに

あるが、香取市では、どこかに合わせるような、計画性があまりない形ではなくて、

香取市になって、人口がどの位いるのか。ましてや国民健康保険税の場合には医療

にかかっている方がどれ位いるか。例えば高齢化率はどの位であるか。そして、５

年後、１０年後の人口の推移は、今考えられる中でどのように推移していくのかな

ど、そういったものを加味して、ある程度の計算をすべきであろうと考えている。

したがって、１市３町のどこかに合わせるのではなくて、市勢を見て、その中でこ

このところがベストだというところを、もちろん高くも低くもない、保険がきちん

と履行できるレベルに合わせていくのが良いのではないかと考えている。したがっ

て、偶然どこかと同じになることもあるかもしれないが、そういった計算の上で、

色々なことを加味した上で額を出していこうと考えている。 

 

   ○府馬 Ｙ  

   旧市町の借金についてお聞きしたい。今夕張市がだいぶ騒がれているが、合併前

の佐原市、小見川町、山田町、栗源町のそれぞれの負債総額、それと新市になって

からトータルで負債総額がどれだけあるのか。また、現在の市の年間予算はどれ位

なのかお聞きしたい。 

  ◇企画財政部長 

   財政的なご質問について、今手元に旧市町の負債に関する資料がないので詳細は



お答えできないが、平成１７年度の一般会計で２５０億円位の負債である。一人当

たりにすると約２８万円位になろうかと思う。 

予算については、平成１８年度の予算で２７５億円位である。 

 

  ○府馬 Ｙ  

   新しい市会議員が３０名誕生したが、給料はどうなっているのか。例えば旧町会

議員の先生方が市になってからどれだけになったのか。 

また、市長を始め全員の給料を教えていただきたい。 

  ◇総務部参事 

   市議会議員の給料は月額３５万円、議長は３９万円である。市長の給料は月額８

０万円であり、助役が６８万円、教育長が６４万円である。また、収入役について

は６４万円となっているが、市長は収入役を置いていないので、その分は使ってい

ない。 

 

（発言がない状況） 

   

◇市長  

   今の歳費、給料について、私が８０万円ということで、今日明細書を持ってくれ

ば良かったのだが、手取りで５８～６０万円位というところ。確か旧山田町の町長

さんが７８万円、栗源で７５万円だったと記憶している。 

   ここで、私の方から病院の問題についてお話させていただきたい。市民懇談会を

行っていて一番質問が多いのが、やはり病院の問題である。ご存知のとおり、市内

には小児科はあるが、小見川総合病院の小児科・産科がなくなった。また、県立病

院も常勤医がいなくなり、日中の外来診察のみという形で、市内に分娩業務をされ

ているところが１箇所もないような状態にある。したがって、香取市で子供を産め

ないという大変悲しい状況にある。 

私は去年の５月８日に初登庁して執務を始めたが、翌日の５月９日には堂本知事

のところにお伺いして、１５分程度のお時間であったところを５０分ねばり、ほと

んどこの病院問題を訴えてきた。その甲斐があって、２、３日後に県立病院には２

人の医師、常勤医ではないが、パートの医師を派遣していただいたという経緯もあ

る。しかしながら、現在も市民の皆さまは大変不安な状況を強いられているという

ことに変わりないわけであり、できるだけ早く以前のような形へ改善していきたい

と考えている。 

   さて、現在であるが、当初、県立病院や県に対して、どうにかしてくれ、どうに

か打開策を見出してくれ、もちろん市もできるだけの強力をするというお話をさせ

ていただいた。そして、県立病院のほうから、小見川総合病院も大変厳しい状況に

陥っていると聞いている。それでは小見川総合病院と県立病院と市で、県の病院局

長の所へ要望に行こうということになった。そして、県へ伺ったところ、そういう

ことであれば、香取市、もしくは香取市を中心とした地域医療をどうしたらいいの

か。例えば、何科が必要なのか、どの位の規模が必要なのか、入院ということにな



った場合に入院のベット数がどの位必要なのか、そういうことをまとめて上げてく

れという指導を受けた。 

現在、小見川総合病院、県立佐原病院、市、一部に県が入って、３者もしくは４

者の協議会を開催している。数回にわたり開催して、ある程度の指針を今月、もし

くは来月中に出して、今年度中には県へもう一度要望に伺おうと考えている。 

ご存知のとおり、県立病院は県が運営をしているから県の管轄になるが、小見川

総合病院は香取市東庄町病院組合という組合が運営をしている。したがって、東庄

町さんもこの協議に加わっていただきたいということで、実は今日午前中に東庄町

の岩田町長さんにお会いして要請をしてきたところである。もちろん分かったとい

うことで、これまでの経緯等をお話して、この１６日に東庄町さんを入れた協議会

を開催する予定である。 

また、県は、現在の県立病院を堅持していきたいと言っている。要するに、撤退

したり、閉めてしまうようなことは考えていない。できることであれば改善してい

きたいと言っている。市としては、現在の形がベストであると、現在の形というの

はドクターがきちっと配置された形で、今の小見川総合病院と県立病院の両方ある

形がベストであろうと考えている。 

しかしながら、後期研修医制度と言う国の医療政策の変更によって、研修医の先

生方が少なくなってしまった。香取市だけではなく全国的に、要するに田舎の病院

に研修医の先生方が配置されにくくなり、先生方が足りなくなった。小見川総合病

院も県立佐原病院も千葉大の医学部から先生の派遣をお願いしていたことから、そ

の千葉大に先生がいなくなり、派遣ができなくなった。 

   現在、県はドクターバンク事業、それとメディカルサポート事業というのを展開

している。これは、もう千葉大だけに頼らず、色んな医学部がある大学や、また県

内だけではなく県外、要するに日本中の先生方をドクターバンクだから、先生方の

銀行に入ってもらって、どんどん来てもらって、それを、例えば小見川総合病院や

県立病院に招聘するというような事業を展開している。これについては、市でもで

きるだけの強力をする体制をとっているが、なかなか先生が集まっていないという

のが事実のようである。堂本知事もこれを強力に推し進めると言っているので、私

たちも期待をしているところである。 

また、県の施策ばかりを待っているのではなくて、私個人的にも、あちこちの大

学病院だとか、知り合いの先生方や教授の所へお伺いをして、先生を紹介していた

だきたいと、あちこちへ先生を探しに回りたいと考えてもいる。連休明けには、医

科歯科大のほうへ行く予定である。 

   いずれにしても、新しい形というか施策を、県や東庄町さんとお話をしながら、

その中で、やはり市民の皆さんの希望、ご意見等もお聞きしながら、それを加味し

て、より良い方向に、できるだけ早く施策していきたいと考えている。 

   この４月からの年度、今年が正念場であろうと考えている。県からも４月からの

年度中に、ある程度の方針を固めたいと指導されているので、これに前向きに取り

組みたいと考えている。 

 



  ○  ？  ？  

   １市３町が合併した際に、旧佐原市他３町の財政の状況は、残高がプラス何十億

あって合併したのか。それともマイナスの負債を抱えて合併したのかお聞きしたい。

また、その後にそれが増減しているかどうかをお聞きしたい。 

  ◇企画財政部長 

   負債、いわゆる借金について、これは道路や学校など色々な公共施設を造る場合

には必ず借金をする。建物自体は、後年、子供も孫も使うということで、公平に負

担をしていくものであり、必ず借金といわれる起債の償還が残っている。 

例えば、今夕張市の問題などで非常に懸念されていると思うが、人口が１万３０

００人の夕張市でもって、借金の総額が６００億円と言われている。香取市の場合、

先ほど一般会計で２５０億円位の借金があると説明したが、企業等もやっているの

で、下水・上水なども含めると全体で５００億円位になろうかと思う。ただし、人

口は８８，０００人いる。一般会計で人口１人当たり約２８万円、企業等も含める

と約５７万円位になる。 

   合併したことによって合併特例債というのがくる。合併特例債というのは非常に

有利な借金であり、一般財源の９０％がそれに充当され、借金を返す元利償還金の

７割を国から交付税で措置される。我々財政担当としては、こういった有利な財源

等を使いながら、無駄なものはもちろん控えるようにして、健全財政に努めてまい

りたいと思っている。 

   旧１市３町のときの借金について、今手元に資料がないため、総体でお答え申し

上げた。 

  ○  ？ ？  

   夕張市のようなことにならないように、よろしくお願いしたいと思う。 

  ○府馬 Ｙ  

   それは増えつつあるのか、それとも減少傾向にあるのか。 

   また、どのように負債を減らしていこうとお考えであるか。 

  ◇企画財政部長 

   それは、施策にもよると思う。例えば建物を建てるとか、そういった箱物を建て

ると一時的には借金は増えていく。ただし、５年据え置きの６年目からの償還とい

うようになるので、それらを見ていかないと判らないが、極力借金はしないような

方向で考えている。 

   ここ４、５年は、幾らかは上がってくると思う。これは合併という形の中で、あ

る程度事業をしていかなければならないので、毎年、例えば借金を１０億円までに

留めるとか、そういった形の運営はしていこうと考えている。 

  ◇市長  

   はっきりした資料を持っていないので申し上げない。 

去年の９月議会の時点で補正を多く行なった。普通は６月議会あたりで補正をす

ることになるが、去年の場合は選挙など色々なことがあり、６月議会で補正ができ

ず９月に大きな補正をした。そのときに財政に計算してくれと頼んだわけだが、確

か現在、市債が１３億とか１５億、要するにそれだけの年間の借り入れをしている。



そして、１２、１３億円を返している。その差が幾らかある。したがって、毎年、

借金は膨らんでいる。 

しかしながら、その借金の額が少しずつ減っている。そして、平成１７年度、１

８年度の施策をそのままきちんと進めていけば、早くて４年後に、借り入れを償還

が上回るという計算が出た。要するに、早くて４年後に、黒字という言い方はちょ

っと行政ですからふさわしくないが、つまり借り入れを起こす額を償還が上回って

いくようになる。 

それでは、借り入れを全然しないのかというと、そうではない。行政というのは、

ある程度借り入れをしながら、それで施策をして、そして生まれたもので返すとい

う形をとるので、借り入れの額を少なくしていき、そして、 終的には借り入れを

なしにするという形にもっていくという計画が立つわけである。いずれにしても、

４年以内に、健全財政、健全化を目指そうと考えている。 

 

  ○遠茶 Ｔ  

   まず、合併のこの大切な時期に頑張っておられる市の皆さんに、衷心よりご苦労

様と感謝の気持ちを申し上げたいと思う。 

   ４点ほど質問したい。 

   第１点目は、１１月３日の‘山田ふれあいまつり’についてであるが、昨年は市

役所の皆さんの応援もあり、また市長さんの特別なお計らいにより、盛大に挙行す

ることができたという話である。本当に有り難く思っている。しかし、本年は開催

が危ぶまれるという噂を聞き心配している。佐原には‘佐原の大祭’があって賑わ

っているし、小見川には‘花火大会’があって盛大に行われている。また栗源では

‘いも祭り’が盛大に挙行されているようだが、我々の山田としても、市民が楽し

む年１回の祭りである‘ふれあい祭り’を何とか皆で協力し合って、市民と役所が

一体となって、市役所にやってくれではなくて、皆で汗をかきながら１つの祭りを

続けていきたいと考えているがいかがなものか。 

   ２点目は、香取市の工事についてであるが、できるなら山田の工事については、

なるべく近くの業者さんにお願いしていただきたい。 

   ３点目は、山田小見川地先の田んぼの基盤整備に大金がかかるという話を聞いて

いる。これからは小さい田んぼでは全然使い物にならず、全部草の原になってしま

うのではないかと、農家の方が危機感を抱いている。現在、府馬・田部地区より小

見川の貝塚・久保・阿玉台方面に至る田んぼを大きくしようという話が持ち上がっ

ているが、一般農家の方には、その負担金が大変であり、市からも１割程度の負担

をお願いすることになっていると思うが、そこへ何％かの予算を回していただけな

いか。 

   ４点目は、前から山田にある市民バス‘山百合号’の話である。まだ弱って使え

ないとうことはないと思うが、なるべくバスを継続していただけないかということ

である。また、佐原では土曜・日曜がバスを出せないという話も聞いたが、その分

をこっちに貸してくれるかどうか判らないが、土曜・日曜はバスを出してもらいた

い。 



   また先日、朝市の研修でバスを借りたが、東庄の朝市の代表の方からは、朝７時

までに見に来てくれということであったが、朝市に間に合わなかった。その件いい

としても、子供らもみんな使う山田のバスについて、何とか継続していただきたい。 

◇山田区産業振興課長 

   山田ふれあいまつりについて、平成１８年度は皆さんのご協力の下に盛大に開催

できた。平成１９年度についても、前年並みに市から交付して開催する予定になっ

ているので、ご安心いただきたい。 

  ◇農政課長 

   基盤整備については、今、府馬地区で推進いただき、また地元の同意を得る活動

をしていただいている。市としても、経営体育成事業ということで、国の補助を使

った事業で実施したいと考えている。基本的な負担割合は、国が５０％、県が３０％、

地元が２０％となっているが、この内の１０％について、市で負担する予定である。

実際に土地改良事業を実施するに当たっては、１０アール当たり１７０万円程度か

かる見込みである。事業メニューでやり方が色々あるので、地元の方々とどういっ

た形で進めるのがいいか、ご相談しながら進めていきたいと考えている。 

  ◇企画財政部長 

   市民バス‘山百合号’について、現状のところを継続していく考えでいる。また、

土日の運行については、確かに以前は規則があって、土日が運行できないというこ

とであった。しかし、現在は改正して、統一した形で運行できるようになっている。 

運行時間については、現地に８時半から５時ということで、一応規定があるため、

３０分程度の多少の流動的な対応は可能だと思われるが、それを２時間も３時間も

早くというわけには、今の状況の中ではいかないと思う。現地時間で８時半の場合、

多少繰り上げても８時位までは可能ではないかと考える。 

  ◇市長  

   公共工事の地元発注について、現在、香取市で一番多いのが、指名競争入札とい

う形である。この指名競争入札というのは、 近、何やかんやと物議をかもし出し

ているが、私はこのように考えている。 

現在、合併をしたので、国から合併特例債というのが１０年間くることになって

いる。この１０年間にくる額というのは２２０億円で、年間約２０億円ずつ１０年

間、申請をして許可が出れば使えるというものであって、これは１０年間しかない。  

そして合併特例債というのは、ライフライン関係やハード部分に使いなさいと言

われている。例えば戸籍を整理するコンピュータのソフトとか、そういったものに

は使えない。要するに、道路や水道、公共施設など、そういったものに使いなさい

と言われている。したがって、建設業関係に多く使用される形になる。 

私は、大きな事業については、できるだけ分離で発注しようと建設のほうにいっ

ている。そこで、分離で発注すると何が問題になるかというと、同じ経費が、１つ

より２つ、２つより３つの場合の方が多くかかってしまうということ。そういう悪

い部分はあるが、その経費をできるだけ業者さんにお願いをして頑張ってもらう。 

大きい事業、例えば１０００万円の工事では入れない業者さんがいる。要するにラ

ンク付けがされている。年間でどの位仕事があったかで、ランク付けがされてしま



い、何百万円までとか、１０００万円以上といったランク付けがあって、１０００

万円の仕事に入れない業者さんがいる。もし、５００万円ずつに分離発注、もしく

は３００万円ずつに分離発注できたら、多くの業者さんが入れる。それも地元の業

者さんが入れるということである。 

   したがって、できるだけ地元の業者さんに、この合併特例債の恩恵を受けた市が、

支払いできるようにしたい。要するに、２２０億円を、できるだけこの香取市に投

下したいと考えている。またそういった方式をとっている。 

ご質問の向きは、地元の業者をできるだけ使うようにとのお話であるが、現在、

そのようにできるだけ配慮はしている。しかしながら、例えば地元の業者さんに扱

えない案件というのがある。大きな工事や特殊な工事などがある。そういったもの

については、例えば山田区で発注した工事に、山田区の業者さんが取れないという

こともあるが、いずれにしても、香取市内の業者さんにできるだけ扱っていただき

たいと考えている。したがって、ご質問の向きの方向でとり行っており、また、そ

れをこれからもさせていただきいと考えている。 

   また、‘山田ふれあいまつり’については、私も去年参加させていただいた。農業

祭と言っていいか判らないが、この時期には、栗源・佐原でも農業祭をやっている。

確か佐原と山田は同じ日であったと思うが、互いに強調しあいながら、コラボレー

ションというか、そういった形で開催するのも、双方に人が沢山来るということで、

良いのかなということも含め考えている。 

もちろん開催するということで、私も、沢山の方がいらっしゃっていて、熱気が

あっていいお祭りだと感じているし、また栗源の‘いも祭り’も含めてもっと相乗

効果を盛り上げていければと考えている。 

   それから、府馬の改良工事については、ご希望のあったような方向で進めたいと

考えている。どのくらいの財源をもって添えるかどうかは判らないが、あの地域の

土地改良が行われたのが、今から数十年前、４０、５０年、もっと前になるという

お話を聞いている。また、あそこには川があり、その川の改修等も必要であるとい

うように認識しているので、その地域の皆さま方、また農家の皆さま方とお話をし

ながら、きちっとした形で、前向きの形で進めさせていただきたいと考えている。 

   

○宮志 Ｔ  

   ２点ほどお話をお聞きしたい。 

   まず１点目は、今までのタウンミーティング以外でも結構だが、合併をして良か

ったというお話があったら、この場でお聞かせ願いたい。 

   もう１点は、地域協議会について、山田区の協議会委員も正式に委嘱されたこと

をお聞きしたが、この場で氏名の公開、できれば選定した方の名前についてもお聞

かせ願いたい。 

  ◇山田区事務所  

   資料を持っていないが、各種団体の代表、自ら応募した方、学識経験者というこ

とである。 

名前については、商工会の玉造さん、文化協会の千葉さん、老人クラブの菅谷長



蔵さん、志高の菅谷真弓さん、大角の宮負さん、知識経験者では岩立弘聖さん、越

川純幸さん、元農業委員の桐谷の中村さん、四ツ塚の石毛さんの１０名である。 

   また、私も所長ということで参加させていただいたが、助役を選定委員の委員長

として選ばせていただいた。 

○宮志 Ｔ  

   こういう市民の代表が選ばれたのだから、我々市民に対しても知らせてほしい。

ほとんどの方が知らなかったと思う。 

もちろん、今難題を抱えられていることは十分承知している。でもやはり、市民

の代表という形で新聞にも出たので、できればこの場で、職員の紹介というか、あ

いさつの中で披露してもらいたかったと思う。    

  ◇市長  

   １０人に来てもらいたかったということか。 

○宮志 Ｔ  

   これから行うタウンミーティングの場でも、できたら市民の代表という形で、新

聞にも載ったわけだから、やはりそういうことを、市民の前で言っていただければ、

よりお互いに歩み寄れるんじゃないかと思う。 

  ◇市長  

   それは大変失礼しました。これについては、今後広報かとりで発表していく。隠

していたわけでもなく、変な意味でこれを公表しなかったわけではない。もちろん

公表するし、お聞きいただければ、各地区の方々のお名前もすぐにお答えする。 

 

○川上 Ｈ  

   先ほど基盤整備のお話があった中で、反当基盤整備をやる場合に１７０万円の金

額がかかるということだが、1 反歩１７０万円ということは、１町歩あった場合に

は１７００万円のお金がかかる計算になる。地域で個人的に田んぼを大きくするの

に、1 反歩を２反歩にする、要するに２反歩の工事をやった場合には、役所の計算

だと１反歩１７０万円だから３４０万円かかることになる。個人が簡単にやった場

合には、２０万円～３０万円程度できる話だと思うが、どうして１７０万円がかか

るのか。また、国、県、市が負担して、タダでできたとしても、１７０万円という

お金は誰が払っているのか、教えていただきたい。 

  ◇農政課長  

1 反歩に１７０万円かかる工事費について、この事業の 低面積が２０ｈａとい

うことになるが、府馬地区約１７０ｈａ、総事業費で約２５億円位かかるというよ

うに見込んでいる。その全体的な面整備をする、農道のを広げる、用排水路の再整

備をする、蛇口をひねれば水が出るような用排水機場も造る、そういった全部の事

業をすると、それ位かかということである。これは県営事業として実施するので、

農林振興センターの基盤整備部で、それ位の経費がかかるだろうと試算している。 

実際に直近で言うと、佐原の西部地区という所で、約１５０ｈａの事業をやって

いるが、そこでの工事費が約１６０万円～１７０万円かかっている。したがって、

そういった全体的な面の整備、農道の整備、用排水路パイプラインの工事、暗渠排



水、そういった工事をすると、それ位の経費になってしまうということでの、1 反

歩１７０万円という額である。 

今平野さんのおっしゃった形で、田んぼの大区画化をすると、確かにお金はかか

らない。市としても、例えば農道で区切られた地域で大区画化をする、あるいは用

排水路の付け替えなどをして農道を広げていく。そういったものについても、平成

１９年度から国の補助制度でできる土地改良事業というのもできている。したがっ

て、必ずしも1反歩１７０万円かけなければならないということはない。やり方で

幾らでも工事費を軽減できる。ある程度の設備をしても５０万円、６０万円ででき

るということもある。 

実際の工事は県でやりますが、その経費の５０％は国、３０％が県、残りの２０％

が地元ということになっていますが、その内の半分は市で持つということで、今事

業を進めております。また、それと付帯して、土地改良事業をやった場所に進入路

を作る、あるいはそこからの用水事業で水路の再整備をしなければならない。要す

るに基盤整備をやったところの周辺の地域、それについては影響対策ということで、

国と県と市で全額もって工事をするような形になる。 

○川上 Ｈ  

   良くわかった。私がさっき言った 後の質問について、補助金で作ってもらえる

というのは誠に有り難いことだが、その補助金、つまりお金は誰が負担しているの

か。結局、住民というか国民が負担しているということだと思う。 

だから負担が少なくて済むように、１７０万円かかるところを半分でできるよう

に工夫するとか、そういった工夫を、市の職員さんは頭の言い方がたくさん揃って

いるのだから、皆で研究してもらいたい。要するに、補助金という名の、皆から集

まった金をもらうだけのことだと、私は理解している。私の考えが間違っていたら

教えてほしい。 

  ◇農政課長  

   お金のかからない方法でやっていただくというのも、どんどんやっていただきた

いと思う。市でも小規模土地改良事業補助金というものがあり、そういったものに

対して、１０万円なり２０万円の補助金が出せるような形で今進めている。また、

実際に川上地区でやるということであれば、ご相談に乗らせていただきたい。 

 

○市長  

   それではご質問も止まったようなので、 後に幾つかご報告等を申し上げて、今

日のこの懇談会を閉じさせていただきたいと思う。 

   私のほうからは、冒頭に多く質問の出た、財政の関係についてお話をさせていた

だきたい。まず９月議会に、この財政関係のものが集約されていたので、これを基

にお話したい。 

   去年の９月議会は、先ほど申し上げたように補正等もあった議会で、１市３町の

決算も審査された議会である。その他に公約にかかる条例の整備等もあった。 

この９月議会は、私にとって一生忘れられないような議会であった。その内容とい

うのは、まず皆さんに公約を申し上げていた４人の区長の廃止を条例で上げさせて



いただいた。この区長制度は条例で謳われていたので、歳費だけで約４３００万円、

それにかかる経費等すべて合わせると約５０００万円位になる。これが当初予算か

らずっと残っていた。したがって、選ばないであれば、この制度を廃止しようとい

うことで、９月議会に上げさせていた。議員の方々のご協力をいただき、ほぼ満場

一致でこれを通していただくことになった。 

また、本庁の中に、本庁の部分と区事務所の部分が混在していた。大変わかりづ

らく、市民の皆さまにもわかりづらいということで色々お話も伺っていた。例えば

１階に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。同じ名前

で１階と２階に２つの課があり、市民の方がいらっしゃって、１階にいくと２階に

いってくれと言われ、２階にいってある程度仕事が終わると、残りの部分はまた１

階ということで、あちこち回るようなことがあった。これを１つのフロアーに集約

させ、要するに行政改革を行った。そのような形にすることによって、５つの課が

減少した。５つの課が集約するということは、４月から５人の課長が必要ないこと

になる。それと同時に課長クラスの部署で６部署を集約することができた。したが

って、４月から１１人の課長クラスを選ばなくて済むとことになったわけである。

これは大変大きなことで、何故かと言うと、現在一般会計のベースで市の職員は約

８００人以上いる。８００人の中で１１人を削ったから何だという向きもあるかも

しれないが、管理職というのはその中でも７０数名しかいない。その７０数名の中

の１１人を圧縮することは、とても大きなことである。課長の１年間の給料を約８

００万円として、１１人で何と年間８８００万円を圧縮することができた。 

   また、私は収入役を選んでいない。これは全国的に収入役制度の廃止の傾向にあ

り、４月からは全国すべてで廃止というようなことも言われている。収入役さんが

今まで行ってきた仕事については、市の職員がこれに当たれば、何の問題もなく、

現在まで何の問題もない。この収入役の歳費が年間１２００万円になる。したがっ

て、この３つの施策によって、９月議会で１億５０００万円の圧縮ができたという

ことである。 

   それからもう１つ、地域振興基金条例の設立をさせていただいた。この基金とい

うのは、皆さんのご家庭でいう預金であり、行政では基金という言い方をする。こ

れは合併特例債２２０億円の中で、国が預金をしてもいいと認めているものである。   

合併特例債２２０億円に対して、０～３０億円までの額で預金を認めるというもの

で、ＭＡＸの３０億円で基金を設立することにした。年間１０億円ずつ３年間に分

けて３０億円を預金する。今年度は１０億円預金した。つまり９年後にこの合併特

例債がなくなり、また交付税・交付金のカットが、１０％とも１５％とも２５％と

も言われている。そうなったときに、きちんと市の運営をしていくために、何かの

ための予備ということで、そういうことをさせていただいている。 

   そして、職員についても給料ベースの引き下げをした。全体として４．８％のベ

ースダウン。また中高齢層はプラス２％で６．８％のベースダウンをした。市職員

の給与に関する条例の一部改正を行ったわけである。 

   私がなぜ、こういうことを言うかというと、先程からお話を申し上げているとお

り、財政的基盤、これをきちんと締めていくこと、これはこの数年間に大変必要な



ことだと思うからである。もちろん合併特例債がくるので、道路などの整備はそれ

なりに、例年と同じ形をとっていく。しかしながら、それ以外の部分では、きちん

とした財政基盤を確立していくことが、この数年間に大変必要な、重要なことだと

考えている。この１、２年の間に、ある程度の基盤を整備しておかないと、例えば

５年、１０年後、このブレがもの凄く酷くなって、そのときにはもう修正がきかな

くなる。したがって、真面目にこういったものに取り組んで、まず基盤をきちっと

造り、土台を作った上で、その上に家を建てていくということが必要であろうと考

えている。あまり地味な施策だから、皆さま方に見えにくいものではあるが、こう

いったことを１つ１つ積み重ねていくことが、この新しい香取市の財政基盤の改善

に繋がっていくと考えている。いずれにしても、こういったことをきちんとして、

真面目に取り組んでいく。そういった体制を今作っているわけである。 

   今日ここに参加させていただいている部長・課長、これだけメンバーが集まるの

は議会以外にないことである。このメンバーが真面目に真正面から取り組んでいる。

このメンバーの顔を見てあげていただきたい。本当に一生懸命取り組ませていただ

いている。これは、新しい香取市をきちんとした形で、胸の張れるまちづくりをし

たいという気持ちがあるからである。 

ぜひとも、皆さま方におかれましては、ご理解をいただいた上で、またご尽力、

そして、こうしろ、ああしろといったお声がけもしていただきたいとお願いを申し

上げるところであります。真面目に真直ぐに取り組んでまいりたいと思いますので、

今後ともご支援のほど、よろしくお願いを申し上げ、本日の市民懇談会と閉じさせ

ていただきたい。本日は誠にありがとうございました 


