
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成１９年９月２２日（土） 13 時 30 分～15 時 10 分 

 

２ 場 所  佐原中央公民館 大会議室 

 

３ 参加者  ３６人 

 

４ 市職員  宇井市長、久保木総務部長、菅井企画財政部長、根本健康福祉部長 
      （事務局）佐藤課長、寺島班長、小出、小林 

 

５ 概 要 

（１）開会（佐藤広報広聴課長） 

（２）市長あいさつ 

（３）職員紹介 

（４）懇談 

 

（事務局） 

 協働について説明 

 

（Ｑ） 

寺島班長から説明のあった協働について、とっかかりとしてということであるが、

申し訳ないが行政ができないことを市民の皆さんやってくださいというように聞こ

えてきた。そういうつもりではないと思うが、もともと協働をしていくということは、

市民にとって必要だと思うことやこんなことが足りないとかこんなことが欲しいと

いうことを市民が自らやらなければいけないとかやろうと思っていることを行政の

施策の中でどういう支援をしてもらえるのかという中で協働という仕組みがあるの

ではないかと思っている。 

私達、生活者が気づいたことを何がしかやっていこうと思った時に今の施策の中で

行われていることやコミュニティのつくり方などがとてもしづらかったり、できにく

かったり、規制があったりとかするときに、規制緩和というか仕組みの中でお互いに

歩みよっていけるのかという話をしていけるのが協働なのかと思っている。今の話だ

と、そういうつもりではないということもわかるが、協働というのは行政の隙間を埋

めるために市民が組織化されてくるのではなく、市民が思っているニーズをどのよう

に行政がくみ上げていき施策に反映していくのかという、鶏か卵が先ということでは

ないと思うが、協働とはこういうものであるという形で提示されるとこんな上から降

ってくるものなのかという感じがして気になった。 

（寺島班長） 

Ａさんのいうとおりである。行政が協働というものを大きな声をだして進めていく

なかで一番危険なことが、協働を行政が押し付けるということである。本日の私の説

明でご指摘をいただきありがたい。確かに押し付けではない。皆さんが自発的にでき

た部分で行政と一緒の行動していくことが協働であるので、その辺を今後対応してい

かなくてはならない部分ではあるが、難しい部分である。行政から押し付けられない



し、そうかと言ってそのままにしておくと皆さんもボランティアをやってみたいとい

う部分で立ち上がるということもそのままになってしまうということで、話の内容が

チョット上からみたようになってしまったかもしれなが、そうではなく、普段行って

いることにチョット変化をつければそれが一つのボランティアであり、一つの協働行

為になるということで話をさせてもらった。私の説明の仕方が悪くて申し訳ありませ

ん。今後気をつけます。 

 

（Ｑ） 

今、佐原に産科がないが、今後、私の子供達も子供を産まなければならないと思う

ので、市長は市長になってから県立病院も今までより充実してくれたことはわかって

いるが、産婦人科、子供を産む場所について、市長もしくは市としてどのように考え

ているか聞かせてもらいたい。早くばあちゃんになりたいと思っているのでよろしく

お願いしたい。 

（市長） 

病院の関係については、香取市になってから１年６ヶ月が経ったが、この間各大学

病院やその教授、県内外あちらこちらにお伺いしてドクターを獲得しようとしている。

特に産婦人科の中でも分娩業務を行える体制をとってもらえるようお願いをしてい

る。実際のところ大変厳しい状況である。なぜかというと、まず婦人科のドクターが

いない。分娩業務を行うということになると少なくとも２人、２４時間ということに

なると約８人の専門医が必要ということになる。８人というのは夢のまた夢というよ

うな状況である。香取市内には、開業しているドクターで産科のドクターは何人かい

るので普段の診療は対応ができると思う。また県立病院の中には婦人科があるので、

普段の診療はできるが、問題はいつ何時というような緊急の分娩業務や具合が悪くな

った時には香取市内では扱えないという状況が続いている。県立病院はこの４月にド

クターが２人増えた。１人は減ってしまったが、１人は増えた。２人のうちの１人は

去年なくなって大きな騒ぎになった循環器内科のドクターである。県のほうでも大分

目をかけてくれていると理解しているが、依然、不十分であることは否めない。現況

は県と市、小見川総合病を一緒に運営している東庄町で会議を進めているところであ

る。県、東庄町、香取市、県立佐原病院長、小見川総合病院長の５者協議を進めてい

る。つい先日行政３団体で協議し、今は議会中であるが、市議会、県議会終了後、協

議を再開する予定である。この中では今後香取市及び香取市を取り巻く香取地域にど

ういう病院が必要なのか、どういう診療科がどれくらいのボリュームが必要なのかと

いう話し合いをしている。ここでは、勿論分娩業務のできる２４時間体制の産科を希

望している。県もドクターがいないので、県自体も大変なことになっている。先日、

千葉大医学部に新しく赴任された産科の小豆教授といろいろ話したが、全くいないと

いうことであった。ただ、県立佐原病院は大変逼迫した窮地にあることは十分わかっ

ているので、できるだけ早い措置はしたいと考えているという話をもらった。また、

諏訪下の久保田医院の息子さんが東京医科歯科大の教授をしている。御茶ノ水まで３

回足を運んでいるが、久保田ドクターは産科の教授で専門が分娩であり、いろいろ指

導をいただき、あちこちに行けということで、来週末には順天堂にも行ってくる。そ

んなところでドクターをキャッチしようとしている。少しくらいお金がかかってもい

いだろうということで議員の先生にもお願いしながら、お金をつくりつくりやってい

こうと考えている。一昨年まで県立佐原病院で分娩業務が行われていたが、そのとき

で年間 240 ぐらい産まれていたそうである。全市的には 600 人くらいの出世者がいる



ので違うところで産まれている。久保田先生と話した時、都内にある年間 1000 人産

まれている病院が先日潰れたという状況を聞いた。なぜかというとドクターがいない

からである。そういう状況である。産科だけは、田舎だから少ない、都内だから多い

という段階ではない。国内でドクターがどんどん減っているということである。かと

いって 88,000 人のまちで子供が産めないというのは全国にいっても稀な例であると

思う。なので、できるだけの施策を講じていきたいと思っている。しかし、何しろ先

生がいない。あちこちで募集等もかけながら行っている。出来るだけ早く改善するよ

う努力する。 

（広報広聴課長） 

昨年行った２９回の市民懇談会で、少ないところで 10 数人、多い所では 100 人近

い参加をいただいて開催した。その中で一番多い質問、要望が、今話のあった医療関

係のものであった。その次に多かったのが循環バスの意見が多かった。それらの結果

は広報かとりにも掲載しているところであるのでご理解をいただきたい。 

 

（Ｑ） 

児童クラブの件について、１年生の次男がお世話になっているが、長男のときにも

思ったことであるが、給食センターの隣に放課後児童クラブがあるが、夕方、これか

ら日が短くなると真っ暗である。下新町の公会堂の下に一つ電球があるが冬場とても

真っ暗でいつ取替えてもらえるのかと思った。 

もう一つは、朝の登校のときにうちの子供も、子供を乗せてきたお母さんにはねら

れたことがあった。給食センターの隣の３年生が入っている校舎のところが、牧野の

方からと東薫酒造の方から来るところが、土手が膨らんで張っているので、階段のと

ころから子供が出てきたときに全く見えない状況である。あそこで急ブレーキをかけ

られた状況を私も２度ほど見たことがある。あそこに信号機が付くというのは再三話

をしたが、とても無理だということなので、何か赤色灯のようなものでも設置に向け

てお願いできればと思う。 

（市長） 

時計台があったところで、あそこから降りるところは確かに湾曲というか出っぱっ

ていて両方向から見通しがきかないという線形になっていると思う。防犯灯が暗い部

分は下新町の当りが暗いということですか。これは直ぐに調べて措置していく。 

 

（Ｑ） 

今の話で、外灯の話や危ないところがあるという話をされたが、その時にこの場で

言ったからすぐにやりましょうということは大事だと思うが、その前に、先程、市長

もあそこ危ないですよねという話をしたと思うが、そういう危ない箇所は何箇所も今

言った場所以外にもあると思う。そういった箇所を市側で把握しているのかどうか疑

問である。たまたまこういった場で話がでたので、あそこ危ないとか外灯切れている

とかの話が出ると思うが常日頃そういった場所があれば出してくださいでもいいし、

担当の部署があれば見回りではないが、子どもたち、市民の安全を考えて、そういっ

た危ない箇所の把握も必要ではないかと今話を聞いて考えた。 

（市長） 

ご心配の向きはよくわかる。実際にパトロールはゴミの関係などもよくしている。

こういうところで折角の機会であるのでいろいろな話を聞いている。また、ご存知の

ように各町内に行政協力員という方がいる。その行政協力員の方は、ほとんど区長さ



んがやっているが、佐原地区の場合は、区長がいて祭事区長がいて行政協力員がいる

ような場合も多いようである。ほとんどのところが区長さんが行政協力員をやり、町

内の町内会を開き、その時に自分の町内ではここが危ないだとか今のように防犯灯が

付いてないとか、U 字溝が入ってないから入れてもらうとか、古くなっているから布

設替えをしてもらうというものを出してもらっている。それが現在、香取市で 900 件

以上出ている。こいうような場所でいろいろなお話を聞いたときには、その町内から

出してもらっている要望書と照らし合わせて、ない場合には区長さんに連絡してこう

いう話が出ているけどどうかという話をして進めることになっている。 

そして、ご指摘の市内の危険な箇所については、行政協力員さんと他にパトロール

という形ではなく、学校の関係者や高齢者や幼児の関係では民生委員の方そういった

いろいろな方から危険な場所は施策するべきことなどご意見を伺ってカバーしてい

る。なので、どしどし言ってもらいたいということはそういうことである。そうはや

っていても 100％はできない。見落としや見えなかったり、わからない部分などそう

いったものをどしどし言ってもらい、それを落とすことがないようにカバーしていき

たいということである。 

（広報広聴課長） 

概ねの件については行政協力員さんを通じて上げていただくのが基本であるが、特

に自分のところでここだけ何とかしてもらいたいなどは、できるできないは別として

も窓口にきて直接話してもらえればいいと思う。全市で 900 件以上あり多いのは防犯

灯やカーブミラーの設置、道路の拡幅などである。ただ、危険なところはすべて危険

と自分の感じ方でなってしまうが、その中でも特に危険という部分からやっていくと

いうことになると思うが、どんどん言ってもらい把握をしておき、できるだけ解消し

ていくという方向である。 

 

（Ｑ） 

窓口は広報広聴課でよいのか 

 

（広報広聴課） 

広報広聴課でもかまわない。広報広聴課に話があれば担当課に話をする。 

 

（市長） 

その他、E メールや役所に専用の用紙があるので匿名でも結構なので、直接、市長

への手紙・メールという形もとらしてもらっている。 

 

（Ｑ） 

香取市のホームページにあるのか。 

 

（市長） 

あります。これは直接私のところにくるので、私がこういう風にするようにと指示

をしながら対応し、回答が必要ならばきちんと返信、回答する。現在、月に 20～30

件きている。年間で 300 件くらいきている。すべて私が目を通し、文章をきちんと書

き直して出すので、是非利用してください。 

 

（Ｑ） 



８月４日のコンサートについてはいろいろありがとうございました。是非、香取市

に文化の泉を継続してほしい。お願いしたいことは、避難場所についてであるが、こ

の近辺においては、大きな災害はないが、非難箇所の徹底がされていないので、住民

の皆さんがどこに避難していいかという意識が大変薄い。私は津宮の住民であるが、

津宮において行政関係の区別がしっかりしていて、小学校と中学校が目の前にあり、

区だと中学校の方が本当に数歩で行かれるのに小学校のほうに避難しなくてはなら

ない。そうした区割り、行政の区割りができているので、町内会に入っていない方の

ことはどうしたらいいのかという市の考えを聞きたい。 

 

（総務部長） 

避難先については、確かに香取市では大きな災害はないが、他県では地震等災害で

避難者が大変苦慮したようである。実際旧佐原市は避難場所を設定したのが昭和 50

年ごろである。各地区に学校があるので、各地区の人口の分布を考慮して指定してい

る。津宮 11 区は当時より大変人口が増えており、駅周辺と香取駅南側とが飛び地に

なっている。当初津宮小学校ということで指定してあるが、確かに後から来た人、新

しく新築した人は中学校の方が近い。当初、小学校を指定したのはプールがあること

などのためである。実際各地区から要望があれば変更は可能である。ただ、実際に起

きていないのであまり興味がないのかもしれないが実際に非難があった県では、家族

全員がその場所に行くということの確認をしあっている。いつ地震がくるかわからな

いので、その場所に行ったらそこにいると確認できる。また地域でもどこの家が来て

ないと確認できる上に家族の中でも確認が必要であると思う。今回の近いほうがいい

というのは確かにそうである。ですから、地元の皆さんとお話していただき、半分は

小学校、半分は中学校という確認がはっきりしてあれば、安否確認がスムーズにでき

るので、区でそういう話をしてもらいたい。 

 

（Ｑ） 

区に戻ってからの話ではなく、全市に避難場所の徹底をしてもらいたい。 

そういう話をしたらどこへいけばいいのかということで、皆さんほとんど知らない。

非難時のいろいろな配布や水の問題などは、行政協力員が確立しているところはいい

だろうが、してないような場所のところや新住民の方をあの人はということになった

ら大変である。是非、避難場所と防災について市の方から、このような行政関係の会

合があったらお願いした。私達の 11 区はすべて防災ができている。ただ、香取中学

校へ行きたいという人がいたので質問したが、全市の中でほとんどの人が知らない。

よろしくお願いしたい。 

 

（総務部長） 

防災マップが来年４月に出来上がり、各家庭に配布する。その時によく確認するよ

う広報する。 

 

（Ｑ） 

そのようなマップなどは、町内会で配布されるが町内会に入っていない人が増えて

いるので、そういう人は行き届かないので、そういうあたりは、行政協力員や民生委

員を通じてできるようお願いする。 

 



（Ｑ） 

今の話に関連して、市民懇談会、タウンミーティングは陳情、要望というかお願い

事を上げるような場として考えていいのか迷いながらであるが、住民票を香取市に異

動してくる転入時に、例えばごみ収集や避難場所などのマップを渡すというシステム

はできているのか。町内会に入るということは後付けだと思う。住み始めて自分の住

んでいるところの町内会があるのかという意識がある人や近所の人が新しく入る人

に町内会の案内をしているのかどうか。私はもともとこの町の人間ではなく、住む時

に隣近所と仲良くするためにはどうしたらいいのかと考えて来る場合とわずらわし

いので、あまり隣近所に関わってほしくないと思う人といろいろいると思う。ただ、

ゴミ出すときにはルールがあるし、災害時にはどこに避難しなければいけないかもい

ざという時には知っておかなければならいと思う。そういう意識を持って住んでいる

かというとなかなか薄かったり濃かったりする時に、住民になった時に行政サービス

のフォローができているのかという例になると思う。転入されてくるときに窓口でわ

が町ではこういう仕組みになっているということ説明してもらえる仕組みが確立さ

れていれば、町内会がどこかというのは後付けとして、あなたはこの町内会でもしお

困りになったら近所にこういう人が地区長、行政協力員にいるというような案内まで

しているのかどうか聞きたい。そこまで行政がやるべきことかという疑問点もある。

各町内がどこまでの案内をするかはわからないが、住む人間が住む町の安心感をどこ

を担保するかわからないが、少なくともゴミの捨て方、緊急時の避難場所、病院、医

療関係のマップは行政でたくさんつくっているが、そういうものを各担当課に行かな

ければもらえないということではなく、ワンストップの形でお渡しするという仕組み

づくりがされていたとは思うがその辺はどうか聞きたい。タウンミーティングが行政

への質問会でいいのか疑問に思いながら質問です。 

 

（事務局） 

市民課の窓口については、転入された方にはご要望があれば環境部門でつくったゴ

ミカレンダーをお配りさせてもらっている。あくまでご要望になっている。担当課で

ないのではっきり申し上げられない。 

行政協力員の紹介、民生委員の紹介、避難所の紹介については、持ち帰らせてもら

い担当課と話をするのでご了解いただきたい。 

 

（Ｑ） 

今の町内会に入る紹介というのは微妙だと思う。私も６年前にこちらに転入してき

たが、確かに案内は必要なこと意外は教えてくれなかったが、自分で生きていかなけ

ればいけなかったので、親戚もなく、核家族なので自分たちで努力して情報はもらい

に行った。町内会に関しては、隣りの方が親切に入るように言ってくれたが、お金も

何もなく、親もなく来てしまったので、町内会に入ったらお葬式にも出なくてはなら

なかったり、集金もものすごい金額でどこかのお寺、どこだかわからない神社を直す

のに今年に入ってから 35000 円を払った。おじいちゃんおばあちゃんがいる家はおじ

いちゃんおばあちゃんが払っているからいいでしょうけど、私達はとても困っている。

なので、それは行政に言われてしまうとそれが常識なのかと思うこともあるかと思う。

私が入ったのは、子供がいずれ小学校に通うときに道すがらどこの子供だかわからな

いというのでは困るので葬式でもお通夜でも出ようと覚悟を決め、 初は子供を背負

って１日働きに行ったりした。とても辛かったがそんなことを我慢しなければいけな



いなら実家に帰ろうかなと思ったこともあった。ただ、やっと小学校に入りいろいろ

な方と知り合いになれて、やっと自分らしく生きられるようになったかなと感じてい

る。なかなか引っ越してくる人の年齢層のよっては、ゴミ出しのことに関しても違っ

た感覚があると思うのでそういうことも考えてもらえたらありがたい。 

 

（市長） 

私の認識不足で申し訳ない。先程、行政協力員の話をさせてもらったが行政協力員

は市のほうでお願いして市の行政の一部を協力してもらっている人達です。例えば、

先日水が断水になった時にその断水の情報を流すとか市の行事等のいろいろなお知

らせを回覧板で回してもらうなどをしてもらっている。今、チョット気になったのが

では町内会に入っていない人は、少なくないと思うが、そういう方々が市の情報が届

きにくい。少なくとも行政協力員からの情報はいかない。そういった方々のためには

同じものを郵送で発送している。これはどの方が町内会に入っているか把握できない

ので申請していただいている。郵送してくれと市に言ってもらわないとわからない。

広報も新聞にしか入らないので来てない人もいる。矛盾しているかもしれないが、広

報は申請してもらえば郵送している。新聞を取ってない人も届く。しかし 初に広報

を見ないとわからない。広報に広報を取ってない人に郵送すると書いてあってもわか

らない。これは難しいところであり広報広聴課でも頭を悩ませている。新聞を取って

いない方、町内会に入っていない方は少なくないと思う。 

 

（広報広聴課長） 

市長が行ったとおり、広報は新聞折込になっており、新聞を取ってない人には当然

いかない。希望する方は申し出てくださいという文面も行き渡らないが、今 600 世帯

くらい郵送をしている。今のところその費用は公費持ちで個人からの負担はしてもら

ってないが、どんどん増えてきた場合は別の問題になってくると思う。今、29000 世

帯の中の 500～600 くらいの個人のところに郵送で行っている。 

 

（Ｑ） 

人件費がかかっているのではいか 

 

（市長） 

人件費はかかっていない。折込代がかかっている。折込料を払うと全部やってもら

える。 

 

（Ｑ） 

いちいち発送しているいのはどうか。 

 

（事務局） 

個人へ発送しているものは、市職員が封に入れて出している。それは郵送料もかる。 

 

（市長） 

ただ、なぜこの方式にしたかというと一部のところでは、行政協力員の方々に配布

してもらっていたが、そっちのほうが人件費がかかってしまう。今、一番安い方法が

これである。かといってすべてをカバーできていないので、とりこぼした部分には直



接郵送をしている。どういったやり方が一番いいのかである。今話しがあったように、

若い夫婦で仕事が大変な方々が町内会でいろいろな仕事をしたり、金銭的な負担は凄

く大変である。よくわかる。やむなく町内会に入れなかったりすると市の情報さえス

トップしてしまう状況になってしまう。 

 

（Ｑ） 

町内会に入れない人もいるという問題もある。 

 

（事務局） 

広報広聴課では、今月から各銀行、郵便局、コンビニに広報を置かせてもらい、新

聞を取ってなくて自分のところで見られない方でも寄ってもらえばわかるようにし

てあるので利用してもらいたい。 

 

（Ｑ） 

町内会費はばかにならない。一年間でものすごいお金である。先程言っていた寄付

金も年間すごいお金である。なので、若い人でなく高齢者もどんどん抜けている。そ

ういう問題も考えものである。従来の方たちが相当な負担をしていかなければならな

い。町内会に入っている人が負担しなければならない。そういう考えもお願いしたい。 

 

（Ｑ） 

市政に関心はあったが男性の意見が強くて市政に参加できなかったというより、男

性の意見が強かったというより、地域の中で生きていく時に、町内会の付き合いとい

うのは、とても大事であり、大事な面と凄く負担になっている面を女性が背負い引き

受けているということがあることを男性達がどう理解してくれているかということ

もある。若い夫婦で核家族でここに住んだときの悩みというのは、実はこの町の中で

女性達が生きていくといういろいろな問題を語ってくれていると思った。皆様はその

あたりのことはどうなのかと思った。男性の意見が強いというより、女性が担ってい

る役割に対してあまりにもひのめがあたっていなかったのではないか。農家にしても

農家をやっているかあちゃん達が担い手をやっている。商家のおかみさん達が担って

やってきたことが評価されていない。家庭の中でも主婦がやってきた家事が評価され

てこなかったということが女性の発言力が、実は根幹を握っているのに、あまり評価

されていない、若しくは意見が出しづらい環境になっているというのは何なのかなと

いうことを皆さんと話をしたい。 

 

（Ｑ） 

こういうものにあまり参加したことがないが広報を見たときに女性の力で何かを

変えるというテーマで女性のミーティングがあったので行ってみよう思った。女性の

力で何かを考えるということで、私は８月に 10 人の女性だけのグループがあって、

そのグループの人達が皆さん料理の好きな方が多く、ユウキという店をオープンした。

このユウキをオープンするコンセプトとしては、私が観光で商売をしていて佐原に観

光客が年々増えていい成果であるが、あそこの所だけで留まってしまう。そうではな

く、佐原では美味しいお米や野菜が採れるということを PR したいということで動き

出した。佐原の野菜を使ってお店で売るということを土曜日だけであるがやっている。

農業関係は全然知らないので、それ以外の日を農業関係の人にもう少しうまく利用し



てもらいたい。どういう風に利用していいか方法がわからないのでここで投げかけて

みようと思い来た。もし何か提案があれば、会に持っていってこういう話がでたこと

を伝えて、皆さんと話し合って進めていきたいと思う。 

 

（Ｑ） 

タウンミーティングは初めて参加した。広報等では見ているが、そういった中でど

ういう話がでるのかと興味があった。今日のテーマの女性の力で何かを変えるという

のは凄く大きなテーマだと思った。では女性の力はどのくらいあるのかというのは、

先程いろいろ話がでたが、女性というのは自分たちが何ができるのか、何を変えられ

るのかというのが一つであると思っている。女性、男性問わず市民として何ができる

のかな、何を変えられるのかなということを一人ひとりが考えてやっていかないと佐

原の活性化も非常に難しいと思う。 

先程から、いろいろと皆さんご意見、課題、問題がたくさん出たが、そう思うこと

が大事かなと思う。思っていることをこういった場を通じて伝えていくいことも非常

に大事だと思う。やはり、言わなければ、アクションを起こさなければ何も変わらな

い。今お話があったようにユウキの名前が出たが、ユウキの PR ではない。本当に佐

原が好きなので佐原の活性化をしたいといことがコンセプトの中の一つである。いろ

いろ合併があったときに、市長からも話があったと思うが、やはり地元の地場産業の

農業を自分達も大事にしていきたいということで、地元で採れる旬の食材で自然食と

して食べてもらっている。やっていく中で商業ベース、利潤ということより、それを

通じて、自分達をどう高めていきたいかということで、お互い辛いことなど、仕事を

もっていたり家庭ももっていたりそういった中で土曜日１日だけでもそこに出てや

っていくことは、一歩踏み出すまで非常に勇気がいった。そういったことも含めユウ

キという名前のコンセプトもあるが、やはりそれを一歩踏み出すことによって自分達

も変わってくると思う。私達はやっと８月にお店をオープンしスタートしたところだ

が、同じ考えや思いを持っている人もいると思う。佐原だけでなく他の市でも県でも

動いている方がいると思う。その交流の場を自分達で起こしていってもいいが、市と

しても設けてもらえたらありがいと思う。今日地元で採れた野菜を市民の皆さんに提

供する場として、土曜日だけの営業なので、他の空いている時間を是非有効に使って

もらいたいということで紹介させてもらった。今、食の話をしたが、それ以外にもい

ろいろなボランテイアなどの活動をしたいと思っている人がいると思う。それをどう

いうふうにしたらよいのか、どういう場があるのか、自分で何ができるのかと思って

いる人もいると思う。自分で少しでも希望があればそれを育てていってもらえればと

思う。先程、広報の話もでたが、知らないとどうしたらいいのかわからないので、市

でも広報に掲載したり HP に載せたりいろいろ考えて行っていると思う。そういう一

つ一つの積み重ねが大事だと思う。私達もやっと踏み出したばかりであるが、それは

自分達の力もあるが野菜やお米を作ってくれる方の力があってのことだと思う。それ

が惹いては皆さんにそういう気持ちを伝えられればいいと考えている。今、食につい

てもかなり問われていると思うので、そういったことを通じて女性の一人ひとりの力

を合わせて紹介できればと思い勇気をもって参加したのでよろしくお願いしたい。 

 

（市長） 

多くのことを市民の皆さんが思っていると思う。しかしながらそれを表面に出す、

まして行政にそれを伝えるということは、なかなかなされない。大変なのかと思う。



ですから多くの機会持ち、一人でも多くの市民、地域の皆さんとお話をしたいと思っ

ている。今、ユウキさんの話しだが、忠敬橋の角の植田屋さんの隣というか中にオー

プンしたということですので、一度皆さんも時間があったら土曜日に行ってみてはよ

ろしいかと思う。お料理好きの皆さんが市内の農産物を使って提供しているというこ

となので、私も一度お伺いしたいと思っている。お話のとおり、香取市の基幹産業は

農業と位置づけている。もともと３町１市すべての団体の基幹産業は農業であった。

合併した香取市はもとより農業であり、この農業に力を入れるというのは当たり前の

話しである。今までそうではなかったのが不思議なくらいである。とはいえ日本の農

業は危機的な状況にあり、そこにきて香取市では有数の農産物であるお米の単価が下

がっていて大変打撃を受けているということは間違いない。今、香取市で県内ナンバ

ー1 の農産物は３つあり、一つはお米、もう一つは甘藷、さつまいもでもう一つは、

あまりご存知ないかもしれないが、なんとブドウである。申し訳ないが私も知らなか

った。どこに行ってもお米と甘藷のことはＰＲをしている。堂本知事も私に会うと必

ずお米と甘藷の話をしてくる。ブドウが千葉県一とは知らなかったので、これもこれ

からどんどんＰＲしていこうと思っている。いずれにせよ農業に関わっている方々は

ものすごい人口があり、そういった面からも農業を一つの大きな産業にしていきたい

と思う。その中で観光は、行政からみた観点はまた違う形で一つの産業と考えている。

ともすると観光は商工業の中の一分野であるが、現在、日本が進めている visit Japan

や県のディストネーションキャンペーンなどからみても観光は商工業という産業か

ら離して、観光業、観光産業というひとつの産業としてとらえるべきであると思う。

香取市の場合は、観光客の皆さんにアピールするものがたくさんある。重伝建の小野

川の地区はもちろん香取神宮、小見川、山田、栗源にもいろいろなものがある。そう

いったものすべてをネットワークするような次の段階に入っていると思っている。そ

ういった思いの方はたくさんいるは事実であるので、できれば交流の場や商業と農業、

農業と工業など異業種の方々の交流の場もこれから考えていきたいと思う。大変楽し

い場になると思う。そういった中で土曜日以外の活用について見出していってもらえ

ればと思う。 

 

（Ｑ） 

私がこちらにきてビックリしたが、鉄砲撃ちの人が来るが、それは禁猟区でないの

でしかたがないと以前市役所の方に何度か相談した時に言われたが、家の庭の中に猟

犬が走ってきて、私は子供を産んだばかりで主人は仕事で居なかったので、急いで子

供を家の中に入れてから、文句を言ったら猟犬は訓練されているからお前の家の犬と

は違うと言われた。そういうのを地区の人に相談したら、地区の中にも猟をする人も

いるので２つに分かれてしまう。かわいそうにと言ってくれる人とそんなこと言って

もたまにでもあるし、楽しみであるしという人がいた。私は愛知県の豊田市出身で工

業の町なので、そんなことは考えられない。身近に鉄砲撃ちがくるなんて考えられな

かった。また時期になったら、面と向かった方が覚えてもらえると思うので相談に行

こうと思う。 

 

（市長） 

地域はどのへんか。 

 

（Ｑ） 



九美上である。 

 

（市長） 

禁猟区として猟してはいけないというエリアはきちっと決まっていて、ここは開放

してあるところがある。多くは利根川沿いのエリアであるが九美上の方にもあるそう

である。 

 

（Ｑ） 

禁猟区になってないので、住宅のところでは鉄砲を下に向けるというルールがある

そうだが、ただ、うちの犬はバカだけど、猟犬は賢いと言い切る人がどうかと思う。 

 

（市長） 

それは話が違う。それは誰が聞いてもそうである。そういうのは警察に電話したほ

うがいい。 

 

（Ｑ） 

それで駐在さんに電話したら繋がらなかった。今は繋がるようになったようである。 

 

（市長） 

行政でもできるところとできないところがあるが、犬、猟犬がくれば、私も犬は大

好きであるが驚く。小さい子供がいれば大変なことだと思う。それは、遠慮なく警察

に連絡するなどきちっとしたほうがいい。我々もその相談を受ける。 

 

（Ｑ） 

その相談をしたときの答えが猟でご飯を食べている人がいるのでと市役所の方に

言われた。 

 

（市長） 

そうですか。私が叱っておきます。すいませんでした。 

 

（広報広聴課長） 

多分、猟期が決まっていると思う。ただ、有害鳥獣、カラスなどの被害を被るよう

な鳥や異常発生したときなどは、特別な許可をとって猟期以外でもやる時はあると思

うがそういうときは、当然広報でも駆除のお知らせをしている。 

 

（Ｑ） 

そうではなく楽しみでやるほうの話で、ルールを守ってやってもらわないと住んで

いるほうはたまったものではない。 

 

（市長） 

そのとおりである。 

 

（Ｑ） 

今の女性の方に聞きたい。きっとご主人の仕事の関係で香取市をお選びになったの



だろうが、私は産まれてから旧佐原で育ったので外部からの環境とかが全然わからず

驚きもなくこういう環境の中で育ってきた。今、見ていると元気であった方々が老人

車を押して歩いていたり杖をついて歩いていたりという状況が香取市の町中で多く

なったが、何がきっかけで香取市に住もうと決めたのか。 

 

（Ｑ） 

田舎暮らしの本に競売物件、特選物件が載っていた。縁があってその一件しか見ず

に決めた。 

 

（Ｑ） 

失礼ですけど、永住ですか。 

 

（Ｑ） 

その予定です。成田も近いし便利である。主人が仕事で成田から発つこともあって、

それを追いかけていくのにも便利である。それから自然が豊かで、私は彫刻や絵画を

やっているがそれをやるにはいい環境だと思っている。ただ、子供達がその自然を生

かしてないことにはとても驚く。もったいないと感じている。駅前が気持ち悪いと思

う。 

 

（Ｑ） 

今の話にヒントを得てであるが、老人が多くなってきて商売も続けられないという

のも当然であるが、何か若い方が噂では神栖へ行けば税金がいいとか何とか、人のデ

マのようなもので住むならどこという話もあるが、香取市でも住むなら香取市という

ような若い人がここに家を建てようと思えるような何か、行政としてというか何かキ

ャッチフレーズのような考えはないか。 

 

（市長） 

現在、人口は 88000 人であるが、年間出生者が 600 人くらいで死亡する方はそれを

400 人くらい上回っていて、人口が減っている。こういったものを留める、人口を増

やす施策は、皆さんが留まれるような方策を講じていくことが重要である。ではそれ

がどういうことかというと、それは多岐に渡る。もちろん仕事先、雇用を増やすとい

うことがある。若い奥さん方が、子供を安心して安全な環境で育てられ、教育や文化

などが向上しているなど多岐に渡る。先程、言ったように今年度中に平成 20 年度か

らの総合計画を策定する。そこに多くの施策を盛り込もうとしている。特に幼児の教

育や出産後のお子さんを育てている若いお母さん方がより育てやすくするとか、出産

に至るまでの間の環境をよくするための施策も多く盛り込もうとしている。先程お話

のあった放課後児童クラブについてもニーズが急増していることを認識している。そ

ういったものに対応できる行政をつくっていくべきだと思っている。住んでいてよか

ったと思えるものとこの地に骨をうずめてもいいと思えるかどうかというまちづく

りが必要であると考えている。多くの施策をその分野分野で講じていきたいと思う。

これからも皆様方のそれぞれのお立場からお話を聞きたい。 

この企画はこれからもしていきたいと思っているし、今年度からは５人くらいの皆

さんが集ってもらい時間を合わせてもらえればそこに私がお伺いする座談会という

ものも行っている。今日も夕方、山田地区でバスケットボールの会があって呼ばれて



いる。いろいろな分野のお話を聞くことができると思う。時間の制約はあるが５人ぐ

らいのサークルや、向３軒両隣のご近所の方々でのいいので呼んでもらえればと思う。

現在、行政は９月議会を行っている。この議会は合併して初年度、18 年度の決算を行

う議会でもある。この決算の中で、去年１年間皆さんに言ってきた財政基盤をきちっ

とした上で次の施策を講じていきたいということで、去年１年間財布の紐を締めたと

いうより無駄なところを排除してわかりやすい行政のライン付けをしてきた。その結

果、ある程度の結果が出たと考えている。９月議会で承認をもらった後で、広報や HP

で紹介するが、ここ数年間できなかった黒字転換をした。１億 2000 万円程度ではあ

るが、これは今までマイナスであった部分を取り戻しての黒字ということで初年度と

しては十分満足いく結果がでたと考えている。今年度、19 年度も同じスタイルで進ん

でいるところである。ただ、誤解してほしくないのは、財布のヒモを締めたから例え

ば福祉や道路、教育などの費用を減らしたのかというとそうではない。従来と同じよ

うに若しくはそれ以上の施策をしているなかで、黒字転換をした。職員数を減らした

り、地域地域で２つも３つもあった部分を１つに集約したりなど、あまり市民の皆さ

ん方が目につかないところも一つ一つ精査していった結果である。今年度もそういっ

たことを整理していき、小さいく固まった時点で大きな施策を講じていけると思う。

皆さんの家庭でやっていることと同じように健全な財政計画を市でも行っていく。こ

れまではそれがなかなかできなかった。そのできなかった悪い例が夕張市であり、そ

んなことのないように、きちっとしていくし、公表して市民の皆さんに示す。ここを

こうしたらどうかなどの意見もどんどん出てくると思う。どしどしご意見をお寄せい

ただければと思う。これからも皆様方のご尽力を切にお願いして本日はこれで終了す

る。 

 

 

 


