
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成１９年５月２９日（火）15 時 30 分～17 時 00 分 

 

２ 場 所  佐原中央公民館 ３階大会議室 

 

３ 参加者  市内中学校代表生徒 ４２人 

佐原中学校生徒 9 名 小見川中学校生徒 9 名 山田中学校生徒 6 名、 
栗源中学校生徒 6 名 香取中学校生徒 3 名  第三中学校生徒 3 名、 
第５中学校生徒 3 名 新島中学校生徒 3 名 

 

４ 市職員  宇井市長、関教育長、久保木総務部長、菅井企画財政部長 
      （事務局）佐藤課長、寺島班長、小林、小出 

 

５ 概 要 

（１）開会 

（２）市長あいさつ 

（３）職員紹介 

（４）懇談 

 

（事務局説明） 

・未来の香取市について 

・配布資料について 

 

※ 以後、関教育長がコーディネーターとなり懇談会を進行する。 

 

（教育長） 

 今日、各学校から大勢のお友達に来ていただきました。ここへ来るまでに、私の方から

2，3、今日のテーマに沿ったお願いをしてあります。せっかくですから、今日は必ず 1 回

以上は発言して帰るようにしてください。ちょっと、緊張をほぐしましょう。「はい、肩を

上に上げて、手を上に上げて････」 

 先程、市長さんからご挨拶をいただきましたが、また、市長さんから何かお話があれば、

それを聞いて、それからお話を進めたいと思います。 

 

（市長） 

 今年の 1 月に、皆さん中学生の代表者の方、それと、市内の 4 つの高校の高校生の代表

者の方に集まっていただいて、そこでも色々とお話を聞いたりする機会がありました。 

去年 1 年間かけて市内全域でタウンミーティングを行いましたが、八津地区に伺ったと

きに、そこの市民の方々から、中学生や高校生ともっと話をしてみたらどうかというお話

がありました。それではということで、今年の 4 月に市内 4 つの高校から 10 人ずつ、40

人の高校生に来てもらいました。そして、今日のようにお話をさせていただきました。 

 今、香取市には 8 つの中学校があります。栗源地区に 1 つ、山田地区に 1 つ、小見川地

区に 1つ、佐原地区に 5つありますが、今日はその代表者の皆さんです。 

 先程、今日のテーマについて説明がありましたが、要するに、大人の人たちや私たちの

ような市役所の人たちが、皆の意見を聞かずに勝手にどんどんまちづくりが進むわけじゃ



ないんです。協働ということで、一緒に働くというこうことです。昔はお役所がある程度

リーダーシップをとって、市を引っ張っていた時期もありましたが、今は市民の皆さんが、

色んなお話をしながら、こうしよう、ああしようといって、まちづくりが進むんです。 

 そういった意味から、皆さんから発言していただければなと思います。色々なお話があ

るでしょうし、今日来れないお友達の意見なども皆さん聞いてきていると思います。そん

な話をしていただければと思います。 

 

（教育長） 

 それでは、色んな話を進めたいと思います。 

 最初に、皆さんが、こういう郷土だったらいいなという理想の郷土について発言してい

ただきます。 

 その次に、皆さんの考える理想の郷土と現在の香取市を比べてどうなのか。満足してい

るのか、こういうことがあったらいいなという考えを話していただきたい。 

 その後、市役所の皆さんからも話を聞きながら、どうすれば皆の考える理想の香取市に

なるか、近づくのかということ。 

 そして、理想の郷土、香取市にするためには、皆さんは何ができるのか。 

 このように、お話を進めていきたいと思います。 

それでは最初に、理想の郷土をどう考えるか。どなたでも結構ですから自由に発言して

ください。 

 

（生徒）※主な発言 

・一人ひとりの意見を聞き、もっと皆が好きになるような郷土にしたらいいと思う。 

・皆が行事などに積極的に参加して、活気のある香取市にしたらいいと思う。 

・思いやりの心、優しい心を持った人が沢山いるような故郷になったらいいと思う。 

・少子高齢化が進んでいるので、お年寄りの方が不便を感じない市になって欲しい。 

・病院がもっと充実して、子供がのびのび育てられる環境になればいいと思う。 

・素晴しい自然に囲まれているので、自然と共に生活できる郷土になって欲しい。 

・大人になっても、ずっと住み続けたいと思えるような郷土になって欲しい。 

・佐原の祭りに誇りをもって、祭礼後のゴミ清掃など、環境面も考えた方が良い。 

・もっと色々な行事や清掃活動などを増やしていったらいいと思う。 

・工業や商業がより発展し、より生き生きと輝くまちになって欲しい。 

・豊かさと自然が調和された、若者と老人が助け合うような郷土が理想です。 

・歴史を残しつつ、近代的な便利なものを多く取り入れた過ごしやすい郷土が理想です。 

・学校と地域、市と地域が協力して、香取の歴史を守って欲しい。（農業・商店・学校） 

・自然豊かな場所を活かした観光地にするのもいいと思います。 

・商店街などが発展して、市外から人が沢山来てくれる郷土になって欲しい。 

・市内各地にある観光地をメジャーにして、都会や外国から多くの観光客に来て欲しい。 

・地域住民が仲良くなり、一人暮らしの老人が安心して暮らせるようになって欲しい。 

・皆が行事に積極的に参加したり、挨拶をしたり、人と人に繋がりのある郷土。 

 

（教育長） 

 今、お話の中で出たのは、自然が豊かであるとか、人と人のつながり、お祭りや行事、

工業や商業を盛んにする、歴史を大事にする、学校も市も地域も皆協力してと、こういう

ような色んな意見が出ました。 

 今の香取市について、皆さんがどのように考えているか。今の香取市について感じるこ

と。良いと思うこと、足りないと思うことなど、どう考えているが発言してください。 



 

（生徒） 

・公共交通機関を増やして、若者からお年寄りまで、色々と出歩けるまちにして欲しい。 

・素晴しい自然環境に囲まれて学校生活を送れる部分では満足しているが、ルールやマナ

ーを守れない人が住んでいることに不満がある。 

・市全体に活気がないと思う。 

・川がすごく汚れているので、市民一人ひとりが川をもっと大事にしたらいいと思う。 

・お年寄りに対しての福祉の充実が必要だと思う。（独居老人の安否確認など） 

・少子高齢化を防ぐために、病院・託児所・保育所の設置、職場を増やした方がいい。 

・歩いているとゴミが目立つので、もっと清掃活動などをした方がいいと思う。 

・小児科が少ないので、乳幼児の対応がちゃんと出来るようにしてほしいと思う。 

・森や林が沢山壊され、自然がなくなってきているので、自然を残して欲しい。 

・財政が悪化して学校整備が行き届いていない。雨漏りがひどいので直して欲しい。 

・合併したが、地域によって差があると思う。 

・子供の交通事故が増えているので、歩道の整備をしてもらいたい。 

・自然の大切さを思わせるために、植物や木を植えるボランティアをした方がいい。 

・清掃活動も大切ですが、ゴミ箱の設置が少ないので、増やせばゴミが減ると思う。 

・商店街で潰れた店のシャッターが目立つので、外見だけでも直したほうがいいと思う。 

・区の行事はあるが、市全体で楽しめる行事があったらいいなと思う。 

・観光客を集めるためフォトラリーを取り入れて、リピータを増やした方がいい。 

・街灯や信号などを付けて、安全に通行できるようにしてほしい。 

 

（教育長） 

 香取市は合併してまだ 1 年ですが、今、自分の住んでいるところ、学校のあるところを

中心に考えていただいて結構ですが、香取市が好きだという人は手を挙げてください･･･

皆、好きですね。ではちょっと嫌だなと思っている人は･･･いないですね。 

 今、香取市の中でも地域によって差があるんじゃないかという意見もありました。川の

汚れや地域の汚れ、ゴミのポイ捨ての問題などが多く出たと思います。また、自然を残し

ていくというような意見も出ました。 

 それでは、これからの香取市をどのように考えているのか、ここに企画財政部長さんが

いますので、その辺のお話を聞いてみましょう。 

 

（企画財政部長） 

 それでは、カラー刷りの資料「市長と中学生との市民懇談会資料」を見てください。 

今日のタウンミーティングのテーマは「未来の香取市」ということですが、10 年後には

皆さん 20 代前半になるわけです。10 年後も香取市に住みたいと思う香取市になるにはど

うしたらいいのか、それを今、皆さんから意見いただきました。また、新しい、こうした

らいいという提案も幾つかあったと思います。 

香取市に対しては、良いところ、悪いところ、それらを含めて、皆さん好きだというこ

とですから、これから香取市の総合計画という、まちづくりの 10 年計画を作るわけですが、

大人の我々が一生懸命作っていますが、そこに、若い皆さんの意見もぜひ取り入れていき

たいと思います。今、大人たちがどんなことを考えているかということを、少し時間をい

ただいて説明させていただきます。 

 この表の上から順番に説明していきます。今まで長い歴史を持った、佐原市・小見川町・

山田町・栗源町、この 1 市 3 町が昨年の 3 月 27 日に合併して、新生香取市ということで、

人口が 86,000 人、面積が 264km²という千葉県で 4番目に大きな市が出来ました。 



 それぞれの市と町の特性は、成田と銚子の間にあって、田園都市、利根川沿いですから

水郷佐原、水郷小見川、また山田・栗源は北総台地の中にあって、畑作や農業などが盛ん

です。ここに取り上げて書いたのは、素晴しいこととして皆さんのお話にもあったように、

豊かな自然が多いこと、農業が盛んであること、佐原の祭りや小見川の花火など、色んな

有名なイベントもあります。また、成田空港に近いというのは、非常に大きな地域の特徴

であり、利点にもなろうかと思います。 

 こういった素晴しいことを強みとして、この 10 年のまちづくりの間に、どんどん伸ばし

ていこうということで、魅力のある香取市を創っていきたいと考えています。 

一方、皆さんから今の香取市に対する不満や注文などがありましたが、その下に書かれ

ている困ったことでは、少子高齢化というお話もありましたように、若い人達が年々減っ

てしまって、逆にお年寄りが増えて、高齢者福祉の問題や、介護費、医療といったものに

お金がかかっていく。シャッター通りといわれるように町中のお店が減っているとか、安

心して子供が産める、子育てができる病院等のお医者さんが減っている、交通手段が不便

という話もありました。こういった暮らしに直結している部分で不便・不満なところを効

果的に市の力と国・県からも色々協力してもらって、市民の皆さんと一緒に取り組んでい

くことで、理想とするまちを創っていこうとしています。 

将来、10 年後の香取市の姿（案）とありますが、これが理想とする都市像ということで、

イメージとしてですが、「元気と笑顔があふれるまち ～一人ひとりの市民が輝く、活気み

なぎる安らぎの郷 香取～」、これを理想とするまちづくりを進めようということで、今、

計画を作っています。 

 ここにある、「元気と笑顔があふれるまち」とは活力や元気、元気の中には生き生きとし

た躍動感のある経済活動ですとか、人と人とが繋がりあってより密接に交流を通して、皆

で活気や賑わいのあるまちを創っていこうというイメージです。また、「笑顔」というのは、

安心・安全なまちを創って、安心して暮らせるようなまちの様子を表しています。 

また、サブタイトルとして、「一人ひとりの市民が輝く活力みなぎる安らぎの郷 香取」

ということで、わざわざ郷という字、故郷の故郷をイメージさせる字を使いましたが、そ

ういう誰でもが憩える故郷を目指しますということです。 

 この計画は、現在作っている最中です。作るにあたっては、今、皆さんから意見をもら

ったように、市民アンケートやインタビューなど、色々と情報をもらいながら、香取市の

市民の皆さんから要望の高いものを順次、事業化していこうとしています。 

この総合計画は 10 ヵ年計画ですから、平成 20 年から 29 年までの計画になります。前期

5年、これを基本計画といいますが、1つ 1つ計画を立てて予算を付けて、事業効果のチェ

ックをしながら着実に進めていくというのが、現在、市で作っている総合計画の考え方に

なっています。 

 

（教育長） 

 市では、このようにしたいというお話をいただきました。 

そこで、私の方から、皆さんに少し質問をいたします。それぞれ皆さん、各地区、各中

学校、住んでいる所が違っておりますが、まず、自分の住んでいるところの自慢話をして

ください。 

 

（生徒） 

・山田地区では大楠の木が有名ですが、畑作ではニラも有名です。 

・小見川には、スポーツコミュニティセンターや野球場、テニスコートなど、運動のでき

るレジャー施設が多いこと。 

・4地区のうち、小見川だけで「よさこい祭り」が開催されている。 



・小見川では花火が有名で、沢山の人が集まります。 

・新島では、水生植物園のあやめ祭りや 2橋めぐりが有名で、多くの観光客が来ます。 

・夏に祭りがあり、小さい子やお年寄りなどが集まって、良い交流の場となっています。 

・佐原では祭りが有名で、盛大なお祭りが開かれるのが自慢です。 

・佐原は関東でも少ない重伝建地区に指定されているのが自慢です。 

・緑が多く、地域の人も仲が良くて、何よりゴミのポイ捨てが少ないことです。 

・栗源は芋の生産が盛んで、11 月の芋祭りには、毎年沢山の人が来ます。 

・空気が綺麗で、星が良く見えることです。 

 

（教育長） 

 次の質問です。ちょっと難しいかもしれませんが、皆さんの家では、お父さん、お母さ

んが、香取市のことをどんなふうにお話していますか。 

 

（生徒） 

・夜に出かけると、あまり店が空いてないと言っていた。 

・無駄なところでお金を使っていることが多いと言っていた。 

・夜になると街灯などが無くて、暗くて危ないと言っていた。 

・大型店が何件も潰れていて、成田や稲敷に人を取られて、人手が少なくて寂しい。 

・兄がカヌー部ですが、川が汚いとか、ゴミがあって困ると言っている。 

・店が近くにないので、もう少し広範囲に店を作って欲しいと言っていた。 

・良く父と釣りにいくが、川が汚れていて、昔よりも魚が釣れなくなったと言っている。 

・道路にある花壇などに、雑草が多いと言っていた。 

・閉まっているお店が多くて寂しいと話していた。 

・ゲームセンターの前に柄の悪い人がいて、大人でも前を通るのが怖いと言っていた。 

・子供が遊べる場所が少ないとよく言っている。 

・もう少し交通の整備がされれば、通学しやすくなると言っていた。 

・病院が少ないこと、通学路が細くて危ないこと。 

・小見川大橋が朝夕に渋滞がひどくて困ると言っていた。 

 

（教育長） 

 皆さんも、家でよく色んな話をしているようですね。 

 今度は、将来的なことを考えて、皆さんが 10 年後、20 年後、今お話しのあった自慢で

きるところとか、あるいは、家の人が話しをしていたことで、こんなことは残しておきた

い、香取市のこんないいものは残しておきたい。そういうものについて、少し発言いただ

けますか。 

 

（生徒） 

・歴史的な建物とか祭りなど、今では出来ないような歴史的なものを残して欲しい。 

・花火大会や祭りなど、また、昔からある店などを残して欲しい。 

・地球温暖化が進んでいるので、森林を残して欲しいと思う。 

・豊かな自然と有名な行事やお祭りなどを沢山残して欲しい。 

・田んぼがどんどん埋め立てられているので、田んぼを残して欲しい。 

・撮影でも使ってもらえるように、古い町並みを残して欲しい。 

・美しい田園風景を残して欲しい。 

・川の汚染や埋め立てなどもあるので、昔ながらの風景を残して欲しい。 

・後継者不足で潰れる店も多いので、香取の伝統工芸品やそれを売る店を残して欲しい。 



 

（教育長） 

 今、こういうものを残した方がいい、或いは家の人がこんなことを言っていたという話

をお聞きしました。また、それぞれの自慢の話も聞きました。 

 それではここで、市長さんに、こんなふうにしたらいいかな、ということをお話いただ

きたいと思います。 

 その後、皆さんが何が出来るかということをお話したいと思います。 

 

（市長） 

 皆さんから色んな意見をお聞きして、えっというものもあります。私が中学生の頃に、

皆さんと同じようなことを考えたかなと思い出していましたが、ちょっと違う感覚だった

かなと思います。 

 今年の香取市、来年の香取市というものを、今ここで話しているわけではないんですね。

それこそ 20 年後だとか、20 年後というと皆さんが 34，35 歳になりますが、そういうよう

なことを、今考えたいと思います。皆さんがお父さん、お母さんになって、もしかすると

今の自分と同じくらいの子供がいるかもしれない。 

 原風景という言い方があります。日本の原風景というか、そういったものが色濃く残っ

ているのが香取市です。佐原地域には歴史的な重要伝統的建造物群保存地区、小見川には

ボートやスポーツ振興のある川があって、山田には大きな畑作の地域があり、栗源には日

本一の芋の産地である畑があったり、山があったり、色々な自然が残っているわけです。 

こういったものを原風景、日本の昔からの風景と言うんですが、それを皆さんがすごく大

事にしたい、川も綺麗にしたいとか、自然を緑をそして田んぼを残して欲しいとか、私も

ドキッとしましたが、私が君達の頃、30 年以上年前には、田んぼを残して欲しいとは思わ

なかった気がします。 

 いずれにしても、皆さんの話を聞いていると、全然違う学校でも、同じようなことを考

えている人がいるわけです。そういう形で皆が色々話をしていって、そして、将来の皆の

故郷を創っていくんだ、守っていくんだということを、皆の心、頭の中でどんどん膨らま

せて、それを私たち行政はお手伝いをさせていただきたいんです。皆さんのパワーを原点

にして、そこから培養していくのは、皆さんの心であり、それをお手伝いするのが私たち

行政であり、大人たちであると思います。 

 皆さんの、私たちの、市民全体の理想に向かって、進んでいきたいなと考えています。 

 

（教育長） 

 今、市長さんから、これからのまち、10 年先、20 年先、皆さんが創るんですよ、皆さん

が考えてやっていくんですよ、というお話がありました。 

 そこで、皆さんが将来自分が大人になったとき、そういうことを考えながら、私たちで

今できること、あるいは、大人になったらこんなことをしていったらいい、私はこういう

ことができる、そういうことについて、ご意見を頂戴したいと思います。 

 

（生徒） 

・小野川のゴミ問題を改善したらいいと思う。ゴミ拾いなどのボランティア活動を増やし

た方がいいと思う。 

・会った人には挨拶をすること。挨拶によって人と人との信頼関係、繋がりが生まれ、そ

れが市全体の大きな触れ合いの輪になると思う。 

・一人ひとりの小さな努力が必要だと思う。自然を残すには、ゴミを減らしたり、車の利

用を控えたり、小さなことから始めたいと思う。 



・綺麗な川と緑を残すために、ゴミ拾いなどの行事を増やし、一人でも多くの人に協力し

てもらえるように呼びかけたいと思う。 

・部活の大会などで良い成績を残して、香取市の知名度を上げていって有名にすること。 

・黒部川清掃が行われているので、積極的に参加したい。 

・綺麗な森林を残すために、ゴミが捨ててあったら拾うような活動をしたい。 

・駅前にゴミが落ちていて不衛生なので、ボランティア活動で駅前の清掃をすれば、イメ

ージアップにつながると思う。 

・ゴミが捨ててあったら積極的に拾い、ゴミを捨てないように呼びかけること。 

・学校単位で福祉のボランティアを行い、関心を深めること。 

・市内の観光名所のゴミ拾いボランティアを定期的に行い、名所を綺麗にしたらいい。 

・自分から進んで挨拶をしたり、ゴミを拾ったり、困っている人がいたら声をかけたり、

そういう小さなことから始めればいいと思う。 

・周りの人に観光のＰＲをしたり、友達を誘って祭りなどに参加して活気づけたい。 

 

（教育長） 

 今すぐ皆さんが出来ることをお話いただきましたが、皆さんが大人になったら、こんな

ことをしてみたい、こういうことで香取市のために何かしてみない、ということを考えて

いる人がいたら発言していただけませんか。 

 

（生徒） 

・車の免許をとっても、近くの場所へは出来るだけ歩いていきたいと思う。 

・地域の行事に積極に取り組んだり、子供達と一緒に遊んだりしていきたい。 

・将来この土地に残って、市のルールを守って生活し、貢献していきたいと思う。 

・参加していた祭りなど、開催する側にまわって、香取市を盛り上げていきたい。 

・家族ができたら、子供や近所の子などに香取市の良さを伝えていきたい。 

・清掃活動に積極的に参加し、川や自然などを残していけるようにしたい。 

 

（教育長） 

 多くの人に発言をいただきましたが、自分達のできること、今、大変すばらしい意見が

ありました。大人になって家族が出来たら、自分の子供にも香取市の良さを伝えていきた

い、こういう意見があったり、香取市に住んで香取市に貢献をしたい、というお話もあり

ました。 

 今日は、総務部長さんにもお出でいただいていますので、部長さんの方からも感想を含

めてご意見を聞いて、その後、市長さんに最後のお話を聞きたいと思います。 

 

（総務部長） 

 今、皆さんのお話を聞きまして、私も中学生時代、地域の行事とか夏休みにお宮の掃除

をしたり、そういう大人たちとの触れ合いなど、色んなことに参加してきました。 

 これから皆さん、高校、大学へと進まれると思いますが、地域を大事にして、地域との

触れ合いを大事にしていただきたいと思います。 

 

（教育長） 

 市長さんも、皆さんのお話を聞きながら、色んなことをお考えだと思います。ここで市

長さんのお話を頂戴したいと思います。 

 

（市長） 



 今日は皆さん、どうも有難うございました。多くの皆さんの意見、とても参考になりま

す。こういうこともあるんだなと、始めて分かったようなことも沢山ありました。 

 その中でも、自然を大切にしたいという気持ちが強というのが分かりました。緑や山や

川に囲まれている地域、それ以外の皆さんからも、緑を大切にしたい、自然を大切にした

いという声を聞きました。また、異口同音に皆さんからお話があったのは、清掃活動をす

るということ。出来るとことからやる、ゴミ拾いからやりたい、そういうお話が多かった。

とても感動しています。とても嬉しく思います。 

 また、それと同時に、ゴミが沢山あるんだなと、市としても反省しなければならない。

実は一昨日、県全体でゴミゼロ運等がありました。各地域で、大人の方々もみんな努力は

していますが、それでもまだまだゴミのポイ捨てがなくなりません。とても残念ですし、

私たちが住んでいるまちが、汚くなるというのはいいことじゃないよね。やはり、自分の

家の周り、自分が住んでいる香取市が綺麗な方がいいですよね。 

 その他にも、お店が少ないとか色々なお話を聞きました。これについても、真摯に一生

懸命取り組んでいきたいなと考えています。 

 皆さんのお話を聞いていた中で胸が温かくなったのは、将来の香取市について、人々が

まちであったら挨拶ができたり、思いやりがあって優しい人たちが住む、そういう香取市

にしたいという話がありました。私も本当に同感です。ルールが守れて、マナーがある、

そして、相手の気持ちを察してあげられる、そういう人たち、市民が住めるような、そう

いうまちにしていきたいと思います。争いごとや喧嘩、犯罪などをなくして、皆が安心し

て住んでよかったな、また、色んな人たちが香取市に来たいな、住んでみたいなと思える

ようなまちにしていきたいと考えています。 

 今日は、とても貴重な意見、沢山の意見、どうも有難うございました。皆さんの意見を

参考にまちづくりに反映していきたいと思っています。本当に有難うございました。 

 

（教育長） 

 今日、私のほうで司会をしたわけですが、皆さん、色んな事を考えてきていただいたに

も関わらず、十分にご発言いただいたかどうか少し心配です。 

 これからも、学校の勉強の中で、香取市のことを考えつつ、将来、この日本を創ってい

くのは、この香取市を創っていくのは皆さんですので、どうか一生懸命考えてください。 

 

 

 


