
市民懇談会（タウンミーティング）概要（高萩小） 

 

１ 日 時  平成19年2月16日（金）18時30分～20時 晴 

２ 場 所  高萩小学校体育館 

３ 出席者  一般市民 ３６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」 

   ・栗源区税務 

・市民環境課長 

   ・上下水道部長 

（４）意見交換 

  ◇高萩本区 Ａ 

   企業会計の分について、料金のファクター、構成要因について説明してほしい。 

  ○上下水道部長 

   水道水を製造して供給することが基本的な任務であり、収入は水道料金が主たるも

のでそれ以外の設備投資については、基本的に借金、企業債の２本立てで経営してい

る。一部、佐原、栗源については県の補助金も得ている。これだけではまかないきれ

ないため一般会計からの繰入金、皆さまの税金を投入しないと経営が成り立たない現

状である。 

   支出については、経費は製造に伴う諸経費、浄水の薬剤費、電気代、人件費も入る。

賦課徴収経費などがかかっている。栗源区の総事業費は17年度決算で約8900万円か

かっているが料金でまかなっているのは 4000 万円で率にして 45％程度である。それ

以外は補助金や一般会計からの繰入金で運営されている。 

  ◇高萩本区 Ａ 

全体で起債はどうなっているか 

○上下水道部長 

   全体では、地方債の残高は122億5千万円である。17年度末現在である。うち栗源

区の簡易水道が16億円弱ぐらいだったと思う。返済期間は、当時28年で借り入れが

行われているため平成38年程度まであったかと記憶している。 

  ◇高萩本区 Ａ 

   意見として、議論としてどこがいくらという議論よりも起債の部分の返済期限があ

るので返済期限に対し料金の収入と諸経費を含めて全体でどうかとい観点で議論をし

ないとまとまらないのではないかと考える。 

  ○市長 

   今の件で、よく県内、県外でも平成の大合併では、合併した構成市町の一部事務組

合や水道など香取市と同じような問題を含んでいるところが多い。ほとんどがそうで

ある。では、どこに額を合せるのかということになる。水道もそうである。少なから



ず構成市町の高いところ、低いところ、中間に合わせるというような安易な決め方を

しているところも少なくない。しかし、香取市は今の意見のようにどこかに合わせる

のではなく、香取市の市勢、人口体系や今後の推移、人口自体の数だけでなく男女、

年齢構成などは千差万別であり香取市と同じところは一つもないので５年後、10年後、

償還期間28年とか将来的なもの見据えた中で、香取市でどの水準がいいのかというこ

とをこれから計算の上で出していき、それに合わせていくことが必要だと思う。安易

にどこかに合わせるのではなく、理論的な部分や人口推移的な部分、面積の部分、水

道であれば簡易水道、上水道があり全て含んだ上でこのところという部分を算出しい

くということが費用であると思う。したがって香取市水準、香取市査定をつくりそれ

に合わせていく。長期、中期の計画を含めたバックグランドがあった上で構築してい

くべきであろうと考えている。 

 

  ◇ ？Ｓ 

   農業集落排水の問題で、私達の土地は大地であるが少し大雨が降るとかなりの水害

が起きる。平成３年度の大雨のときはかなりの水害が起きている。集落排水を考えて

いるが佐原区、小見川区、山田区で工事をしてあるようだが、例えば山田区で面積、

個数などどれくらいの規模で行っているのか。 

  ○上下水道部長 

   汚水処理の行政のシステムとして整っているものは、一つは公共下水道で主に都市

部、市街地に設定される処理方法で、もう一つは準農村地域で農業集落排水処理施設

が農林水産省の所管の補助事業として行われている。この処理人口の目安はおおむね

5000人未満とされている。香取市に７箇所あるが実際の処理人口は、例えば山田の黒

部川右岸処理施設は香取市内で一番能力が高い施設で計画人口も一番多い。参考まで

にいうと計画と現在実際に加入されている人数で相違があるが、現況をいうと対象人

口が1390人に対し実際は675人の加入である。世帯でいうと343戸に対し236戸が加

入している。区域の面積は30㌶である。 

  ◇ ？ Ｓ 

   よく話を聞くが、工事費は１戸 100 万円～150 万円ぐらいかかると聞くが、山田の

もので１戸どれくらいの経費がかかっているのか。 

  ○上下水道部長 

   現在までの山田区の総投資事業費が約15億6000万円である。実際が236世帯とい

うことであるので、電卓がないので… 大きな金額、400 万円台になっているかと思

う。これから分子が、加入率が高まればそれに比例して1戸当たりは減ってくるが現

在の状況は高い金額になっている。設置したのは平成14年度で 近であり接続率でみ

ると非常に低い状態であり、今後加入促進をお願いしていくことが必要である。 

 

  ◇受所  Ｓ 

   資料の中で、市長からの説明ではいろいろな料金、税金は安いところに合わせると

かではなく香取市にあったものでやっていくという話があったが、国保税ではかなり

差が出ている。５年以内に改正が必要ということであるが住民にしても早い改正を望



んでいると思う。これだけの差があるのに19年度に改正の方向づけが出されたようだ

が、１回に改正で平均にしてしまうのか何年かかけて行うのかわかれば答えてもらい

たい。 

   水道の関係で、栗源の場合、地下水を利用して供給しているが、他の地価は利根川

の漂流水を使っていると聞くが、 終的に料金を合わせると思うが、料金の設定の仕

方は非常に難しいと思うが、外の地域で地下水を利用するという検討はできないのか

聞きたい。 

  ○市長 

   国保税については、佐藤議員もご存知のとおり４市町が持ち寄った国保税に関する

基金は底をついた。したがって19年度で改正をしなくてはならないということで３月

議会に上程する予定である。改定の速度については、一変に急に上げるということは

大変負担等が多くなる。当たり前のことである。国保税については応益と応能という

部分がありこの割合分担はおおよその目安で50％、50％といわれている。現在これが

若干崩れている。したがって19年度からそれを見据えた形で、２年、ものによっては

３年の段階的な変動の形をとらせてもらう。市民の皆さんに負担感が少ない形をとる。

したがって急激な変動は税の性質上好ましくないので、緩やかな経過措置をとり合わ

せていく。 

   水源の問題について、現在、佐原区で１箇所、小見川・山田区で利根川と黒部川で

２箇所、計３箇所漂流水を水源にしている。水利権の設定をしなければならずそれに

かかわる費用は莫大な費用がかかる。栗源区は地下水であり水源にかかる経費はゼロ

である。これらが料金の格差として、栗源区では基本料金 1 立方メートルあたり 168

円で行われてきた。水利権の問題は料金に反映していることは事実である。しかし今

から地下水に転換できるのかというと歴史的な経過で、小見川、山田、佐原もそうで

あるが、 初は莫大な設備投資がかかるため簡易水道という手法を講じそれぞれ取り

組まれてきた。小見川水道企業段の歴史をみると、山田区も小見川区も簡易水道から

始まった。ところが小見川、山田については戦後まもない時期であるが病原菌が発生

し飲料水に大変な危機感が生じていた。佐原は簡易水道で始まったが水質が特に鉄分

が検出され結局飲料水として不であるという現象かきて利根川に水利権を求めざるを

えなかったという経緯がある。小見川、山田は、ちょっと時代背景が異なるが当時流

行したコレラの危機感から小見川、山田が統合されたという経緯があるようである。

その中で給水人口が相当増えてくるとなると利根川に水源を求めざるをえないという

経過がある。小見川、山田が31000人、佐原が29500人程度の給水人口の規模であり、

地下水では対応できないという現状であると考えている。 

◇ ？ Ｓ 

   国保税の関係で、一番問題なのが国からの国庫負担金が84年にかなり引き下げられ

た。これをもとに戻させることも栗源の議会の中で何度も言っていたが、市としても

努力してもらいたい。 

   水道水の関係について、人口増や加入率の関係で地下水ではかなり無理という話で

あったが、漂流水となると水利権の問題が出てくると思うが、現在、水利権がどの位

の額でどのようになっているのかわかれば聞きたい。 



  ○上下水道部長 

   利根川の水利権は、具体的には、霞ヶ浦開発事業に伴う開発費負担が実際の推理権

になっており、平成7年から平成30年31年くらいまで続く。佐原、小見川山田で相

当な金額になり、佐原が27億8000万円程度、小見川山田の関係では黒部川開発も含

めて29億5000万円程度になっている。現在はその償還中になっている。 

 

  ◇ ？ Ｔ 

   地域の環境を守る会の代表を務めている。なぜ環境を守る会を結成したかというと

平成 12 年に産業廃棄物の中でも世界で一流に恐ろしい重金属を含む産廃の持込問題

が発生し4月27日に地元、高萩と当時の町会議員11人と合計25人で当時の町長が反

対の代表になり県に反対陳情を行った。重金属は大変恐ろしいものである。裏金が千

万円単位で動き、８月が過ぎ９月になると町長は許可するよう運動をした。不心得な

政治家も連動し許可の内示が出た。許可内示が出てから本許可が出ないことはないの

で、環境省に手を打ち本当に営業を始めたら、国からの執行停止命令をかけて従わな

いものは逮捕するようにと県の産廃課に言ったところその時はストップになった。今

から３年前に前町長は、私の家の近くに産廃を入れ始めた。この業者は佐原の業者で

あり役場、香取支庁の県民環境課、警察署に申し入れしたが動かないため、県警本部

から辞めるよう怒鳴りつけてもらったので、業者が鉄板ごと夜逃げ同然に逃げた。環

境を守るということは人間が生活上、生きていく上で必要であるため環境を守る会を

結成した。会の会員、役員は名前を公表すると危害が及ぶおそれがあるため会員の名

前は伏せてある。今回、西田部地区で残土埋立てに山武郡の普通の建設会社ではない

会社が入っている。その会社は使われていないような事務所は確かにあったがその全

く土を動かしたことのないような会社が西田部に入り裏から運動をしている。千葉県

の残土条例は非常にゆるく、日本一厳しくない。香取市の残土条例はしっかりしてい

る。普通の土建業者でないものに裏取引でどんどん進行している。１㌶以上になると

県が直接受付け、許可をすることになり市は全く拒否権もなく関係ないが、不幸中の

幸いで市の所有の赤道があるので市の道路の形状変更等の許可を出さなければ西田部

地区の全滅になることから救われる。この１日の新聞に出た海上町の施設について千

葉の地方裁判所から差し止めの命令が出た。人間の命の問題である。この道路を許可

するのは市長の権限であるもで、県から要請があっても絶対許可をしないようにして

ほしい。 

  ○市長 

   高木さんの情熱ある話はよくわかった。この件に関しては西田部地区から２度正式

に反対要望等を聞いている。まず産業廃棄物、残土の関係もあるが、 近は畜産関係、

養鶏なども問題視をされる傾向にある。こういったものに対する市の基本的な考え方

を説明する。まず、こういったものは土地があって土地に行為をするものである。農

業施設であっても開発行為である。まず、地元の人がどう考えているか、例えば指摘

の西田部地区のものであれば、西田部地区やその近隣に住居をもっている方、関わり

ある方々がどのように考えているのか。反対や誘致したいということが一番 初に考

えることである。現在西田部地区の皆さんは、ほとんどの人が反対であると聞いてい



るしそういった要望書も見ている。したがって県の条例を抜けたからといって市が賛

成するというようなことはしない。指摘のとおり、赤道が通っており、この赤道は市

に移管され市の持ち物になっている。この道路の配置の転換をしない限りは、開発は

不可能であろうと考えている。市の方では配置変更等をするつもりはない。こういっ

たものがなかった場合、県は県が提示した書類が揃えば許可を出さざるを得ないとい

う見解を聞いているが、そのときであっても市の意見書の添付を指導する。市でどの

ように考えているかという意見書を添付するよう言われる。この時点でも住民の方々

が反対であれば、市の方ではそれをよしとする返答はしない。また、こういった場合

には地元の方々の大きな運動として香取市議会にも陳情、請願等が出るケースがある。

したがって地元がどうであるか。議会でどうであるかということを勘案し市は 終的

な決断を下す。地元の方々が反対であるものを市が、市長がOKする理由はどこにもな

い。 

   千葉県知事から直接指導いただいたことで、香取市は歴史と文化と自然を育みとい

うキャッチフレーズでそれを遂行したいと考えている。この歴史、文化、自然という

ゾーニングをすると、この地域は各３町1市にはそれぞれ歴史も自然も文化もある。

この自然を守ることは大変重要である。現在、２月から4月に千葉DCキャンペーンが

行われている。観光を一つの産業として、一つのエキスとして売り出していこうとい

うことになっている。県のほうからもそのような指導を受けている。知事は、観光は

佐原の歴史的な小野川べりだけではない。香取市にとっては山も川も田も畑も全部観

光だという観光立市というか全てが観光、自然、文化であるという形をとっていくべ

きであると言っていた。なぜかというと、全てが観光であれば、そういった不法投棄、

産業廃棄物の不法なものを締め出すことができると言っていた。山も川も自然が全て

観光であるということで産廃ノーということは自ずと立ち上がってくる。そういった

ことを打ち出している地域にはそういった業者はなかなか入れないといったことを教

えてもらった。いろいろな角度から自然を守る、環境の重要性を皆さま方と一緒に話

をしながら目に見えないバリア、入りにくい環境を作っていくべきであろうと考えて

いる。西田部地区については、現状のところ要望がきてから進んでないようであるが

市としてはノーという形でいる。 

 

  ◇ ？ Ｋ 

   学校関係のことで、少子化からくる地元栗源の小学校の統合問題について、今どの

ように進んでいるか聞きたい。 

  ○教育長 

   栗源地区の小学校の統合問題については、現在、教育委員会会議等で話題として話

を進めている。この手続きとしては、教育委員会会議で正式に議決をし、 終的には

設置条例等もあるので議会の関係もでてくると思う。栗源地区の小学校については、

栗源地区の住民の皆さんのコンセンサスを得ているということで栗源町から引継ぎ協

議を進めている。香取市の学校適正配置検討委員会にもかけて十分、しかも皆さんの

意向にそうような形で進めたいと考えている。例えば校舎建築、修繕等にも予算等も

あり議会の承認を得ないとできないこともあることからそういう手順で進んでいる。



今言えるのはそういう段階である。今までの話とそんなにずれない方向で進められる

のではないかという状況である。 

 

  ◇高萩 Ｈ 

   今の問題に付随して、統合した場合の跡地をどうするのかということを心配してい

る。地元でここを卒業した住民ということで、いくつか、跡地については更地にする

のか。一般業者に貸出しをするのか。市が管理し地域住民が学習の場として利用する

のか。その場合は施設の管理者はどうするのか。ということで統合に併せて話を進め

てもらい住民の意見を聞いてもらいたいと考えている。統合は新しい学校ができ新入

生はそちらへいき、遠いところは車を配車するなど形がつくと思うが、跡地の利用は

いろいろな思惑があるので併せて座談会等地元の意見を吸い上げてもらえたらありが

たい。 

  ○教育長 

   当然、学校施設は市の財産であるので、住民の皆さんのご意見を十分聞きながら利

用方法については十分検討する。 

 

  ◇ ？ Ａ 

   教育の問題と地域の産業の問題で２点質問したかったが、教育の問題はでたので、

市長にお願いしたいのは栗源の時の長期計画で合併について出してあったが、何年度

を目標にして議論を進めていくということでペースを上げてもらいたい。具体的な跡

地、スクールバスの問題もあると思うが具体的にやってもらいたい。 

   地温暖化の問題と環境の問題が絡むが、森林の整備をどういうふうにするかという

ことで非常に問題はあるが、各区の事務所で今までどおり事務を取り扱ってほしい。 

   農業基本法と一緒に森林組合法でも新しい施策が決まってきている。20㌶以上の土

地については50年先をみた施業計画をつくり、森林の保持、植え替えなどの補充をす

ることになっているが、個人、団体で20㌶であるが、端から端まで１時間という距離

であり、栗源全体の50㌶ほどで施業計画をつくるということで始めている。その施業

計画をつくることにより、森林を守っていくという形だが、そこで問題なのが補助金、

助成金などが出てくるが、毎年、行政で形をつけて上げているが、具体的には地権者、

森林組合が出なくてはいけないので、その事務があるので各区の事務を今までどおり

続けてほしい。 

   先日、水田の役員をやっていてライスセンターを各地区でもっているが、その中で

香取水田農業ビジョンはつくられているのか。そのビジョンが出されていればもう少

し恒常的、具体的に教えてほしい。 

   家庭雑排水の問題が出ているが、東総までの上が一般河川ではなく農業用水路にな

っている。東総から上は捕縄整備でつくった農業用水路である。そこへ上の上ノ台、

受所地区からの生活雑排水、雨水、道路排水が入ってきて洪水が多くなってきている。

先程、平川さんのほうからの提案で、公園をつくって池をつくったが上流の方で遊水

地的なものをつくり、水を調整したりきれいに流せるという方法を検討してほしい。

長期的に農業問題と併せてお願いしたい。 



  ○経済部長 

   香取市の森林整備計画をつくり、これに基づき現在大変病気が流行っているところ

もあるので計画的な伐採、造林、枝打ち、間伐など森林保育と環境保全の事業を進め

ていくと捉えている。 

   それぞれ林業関係者が高齢化しているし、組合も県で１本化されているのでそれぞ

れの支部が各単位で頑張れるような支援を市として続けていきたいと考えている。 

   農業ビジョンの中でのライスセンターの位置づけは、これについては今情報を持っ

ていないので後ほど回答する。 

   農村地域の排水問題については基盤整備事業や農道、市道の道路排水の問題もある

ので、農政課、建設課、その他関係課と協議して対応していきたいと考えている。 

  ○市長 

   排水の問題については、地域を後で詳しく教えていただき、私も担当部と一緒に見

たい。 

 

  ◇ ？ Ｓ 

   今、排水の関係の話が出たが、市長げ現地を必要があれば見てくれるということで

あれば、上ノ台から受所の九美上の排水もできれば大雨の時にみてもらいたい。 

  ○市長 

   必ず行かせてもらう。 

 

   いくつか報告する。まず病院の関係の話でこの懇談会を行うと病院問題が多い。皆

さん方が不安な部分が多いと思う。現在、地域の中核的な病院として県立佐原病院、

香取市と東庄町で運営している小見川総合病院がある。この県立佐原病院と小見川総

合病院と市が協議会をつくり県と話し合いをする場を設けて４回ほど協議をしている。

本日、まさにその協議があった。各地区の各病院のこれからどのように向けていった

らよいかという話を抽出したという段階である。今日はその中に東庄町の岩田町長も

きてもらい一緒に会議をもった。経緯は、県立佐原病院が去年の４月に25人体制から

17人体制になったということで医療の推定が目に見えて露呈した。市のほうで私と担

当部、助役を交えて直談判をした。5 月 8 日に初登庁し翌日には知事に直接直談判を

した。その後も何度も直接知事と話しをしている。まず県立病院の院長と話をしてど

うにか改善策を市としてもできる限りのことをするのでお願いしたいという話をした。

病院長も危惧しており、小見川総合病院も医師不足に悩んでおり悩みは同じなので一

緒に考えていき、県に要望しに行こうということで、３者で県に要望に行った。県の

病院関係の取りまとめ部局は病院局というところがあり、病院局長と話をし、その中

で香取市ではどういった医療体系が必要なのかというものを提示するよう指導を受け

た。香取市、東庄町を含んだ香取地域でどういう診療科が必要で各診療科の医師数な

どのボリュームはどれくらい必要か、入院のベッド数はどれくらい必要なのかという

骨子をまとめてほしいということで、4 回ほどこの協議をした。今日までの段階で県

立病院、小見川総合病院でそれぞれどういうものをつくっていきたいというものがで

た。そして今日、東庄町長に説明し、東庄町の考え方も加え、勿論皆さんからの話を



もとに香取市としての考えを入れ、4月には県に要望に行くということで進んでいる。 

   しかしながら、ドクターを確保するというところにはいたっていない。あちこち回

って医師確保に奔走しているがなかなか先生がいない。佐原の久保田病院の息子が東

京医科歯科大の教授をしていて産婦人科の教授で専門は分娩である。先生に一昨日行

ってきた。先生は市長がくるのを待っていたということであった。里帰りした時には

両病院を見ているそうである。しかし、ドクターが少なく大変であるという話も聞い

た。心に留め県立病院、小見川総合病院に婦人科、小児科の医師を回すようにすると

いう話も聞いてきた。いずれにせよ、皆さんにそんなに遠い将来までお願いするつも

りはない。できるだけのことをできるだけ早くしたいと思うので今しばらくご理解を

いただきたい。 

   もう一つ報告として、堀越議員、河野議員、佐藤元議員が本日来ているが昨年の９

月議会について話す。この議会は決算、補正予算、条例の改正の議会となった。その

中で、4人の区長制度廃止条例を上げた。区長制により区長の歳費約4300万円が 初

からつきまとう。経費を加え5000万円が選任しなくても3月まで浮いたままになる。

選任しないのならはっきりすっきりするため上程した。これにより5000万円皆さんの

血税を圧縮できた。また本庁に本庁部分と佐原区の部分が混在していた。介護福祉関

係の課が１階と 2 階にあり、1 階 2 階を行ったりきたりということがあった。これを

わかりやすくし市民のサービス向上を図るため一本化した。これは、事務の簡略化や

早くなったということだけではない。一つの合併効果の利点であるが２課が１つにな

ったので２人の課長が１人にすむということである。4 月から次の課長を選ぶ必要が

ないということである。こういった形で5課を減らし、併せて課長と同等のポジショ

ンを6つ減らした。したがって11箇所の課長クラスの圧縮を図ることができた。現在、

香取市の一般会計ベースの職員数は800人を超える。800人を超える人数の中の11人

を削減してもたいしたことないと思うかもしれないが、管理職は70数人しかいなので

70 数人のうちの 11 人を整理することができたというのは大変なことである。金額で

いうと課長一人800万円として11人で8800万円を圧縮できるということである。収

入役も置いていない。これは全国的な傾向であり、４月から収入役制度が廃止になる

と聞いている。市の職員が担当すれば十分やっていける。11ヶ月経ち何の問題もない。

収入役の歳費が1200万円で、併せて1億5000万円の圧縮が実った。 

   合併したときは合併特例債があり、香取市には220億円の特例債がくる。10年間で

支給され年間22億である。申請した事案に対し国の許可が下りた部分だけである。特

例債はハード部分に使うもので道路や水道、学校の耐震などに使うことになっている。

ソフトには使えない。ただ、220 億円の中で基金を条例でつくってもいいというもの

があり、220億円に対し０～30億円をつくっていいことになっている。基金は皆さん

でいう預金、貯金である。香取市の場合30億円までつくっていいので、地域振興金条

例を設置し、10億円ずつ３年間30億円を積み立てる。今年はすでに10億円を積み立

てた。また市職員の給与に関する条例の一部改正を行い給与ベースダウン、全体で

4.8％ダウンさせた。中高年はプラス2％で6.8％である。現在の額はそのままである

が、年を経過するにしたがってストップするというダウンをした。こういうことは言

うのは、なかなか見えにくい施策であり、議会だよりなどでは発表してはいるが、説



明しないとなかなかわからない。しかし、これだけでも数億円の財源確保、圧縮がで

きている。今、新しい香取市になった。財政基盤がおぼつかないから、今の形をとっ

た。皆さん方も愛した栗源町という名前を捨てて合併した。他の地区もみな同じであ

る。なぜかというと孫の代までここで生きていきたいからである。一番大事なのが財

政基盤であろうと思う。夕張にならないようにきちんとするのはこの数年であろうと

思っている。 初に財政的な基盤を固めこのような状態でも生きていけるという体質

を作っておけば、９年後合併特例債がばったり切られ、同時に交付税が10％、15％カ

ットされる。この９年間に余裕をつけていく。そのためにはこの1,２年が重要な年だ

と考える。 初にブレると5年 10 年いくと相当酷くなる。5年 10 年のブレは戻すこ

とができない。今がそのラインをまっすぐつくる大切な時期である。私も職員も真面

目に真正面から取り組んでいこうと考えている。いつも庁内の会議でももの凄い協議、

討議をしている。本日きているのは部長、課長でこれだけ集るのは議会以外ない。真

面目に取り組んでいる。皆さんのいろいろな話に 100％応えることができないことが

あるかもしれないが、 初に一番重要なこの時を真面目にやるということを皆、理解

してやっている。こういった姿勢を変えず全身全霊をかけて取り組んでいいきたいと

考えている。皆さんがたもご理解をいただき、ご尽力をいただきたい。また、たくさ

んの意見をいただいて皆さんと一緒に住み良い香取市をつくっていきたいのでよろし

くお願いしたい。 

 


