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平成平成平成平成２１２１２１２１年度市民懇談会年度市民懇談会年度市民懇談会年度市民懇談会結果報告結果報告結果報告結果報告（（（（小見川区事務所小見川区事務所小見川区事務所小見川区事務所））））    
 

 

１１１１．．．．日日日日    時時時時  平成２１年１０月２０日（火）１９時００分～２０時３０分 

 

２２２２．．．．場場場場    所所所所  小見川区事務所 ３階 多目的ホール 

 

３３３３．．．．参加者参加者参加者参加者  １９人 

 

４４４４．．．．市職員市職員市職員市職員  宇井市長、関教育長、久保木総務部長、根本企画財政部長、篠塚市民

環境部長、髙木健康福祉部長、伊藤経済部長、菅井建設部長、椎名上

下水道部長、篠塚教育部長、他７課長 

       小見川区事務所長、他２課長 

      （事務局）諏訪秘書広報課長、嶋﨑班長、小林主査、小出主査 

 

５５５５．．．．概概概概    要要要要    

 

（（（（１１１１））））開開開開会会会会（（（（秘書広報課長秘書広報課長秘書広報課長秘書広報課長））））    

 

（（（（２２２２））））市長市長市長市長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

  皆さんこんばんは 

  本日は、小見川区開催の市民懇談会にご参加頂きまして誠に有難うございます。 

  大分外も冷えてきて、ウイークデーのお忙しいところ、ようこそお出で頂きまし

て、ありがとうございます。 

この懇談会は、平成１８年、私が就任した後から開催してきたところで、これま

でに４５回開催し、1,500 人を超える方々とお話をさせて頂いております。 

また、懇談会の他に、市長への手紙やグループ懇談会など、色々な方法で生の声

を聞かせて頂いております。先日は、新しい試みとして、市役所、各区事務所の１

階ロビーで、直接、皆様とお話をさせて頂く「市長まちづくり談話室」というもの

を実施しました。今後も、より良い方法を選択しながら、皆様方のご意見を頂ける

ように進めていきたいと思っているところでございます。 

  この方式というのは、市民の皆様の声を捉えたまちづくりは、私の政治理念・信

念であり、皆様方の声が届くまちづくりを行っていきたいと思います。色々な分野

の皆様方の思いを頂きたいと考えているところでございます。 

 

  本日は、「香取市を元気と笑顔があふれるまちにするために」、そして「合併時に

平準化されなかった、公共料金のその後」というテーマで進めて参りたいと思いま

す。 

最初にこちらから説明させて頂き、その後に、皆様からのご質問などをいろいろ

お聴きして参りたいと思います。限られた時間ではありますが、よろしくお願いい

たします。 

いずれにいたしましても、皆様方の声が私にとって原動力になりますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

（（（（３３３３））））職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    
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理事者側紹介 

 

（（（（４４４４））））説明説明説明説明（（（（配布資料配布資料配布資料配布資料にににに基基基基づくづくづくづく説明説明説明説明））））    

  

秘書広報課長： 

それでは、懇談会に入りたいと思いますが、今回は、香取市を「元気と笑顔があ

ふれるまち」にするために というテーマと、「合併時に平準化されなかった公共

料金等のその後」という２つのテーマを設定いたしました。 

進め方として、この２つのテーマにつきまして、本日、受付でお配りいたしまし

た資料について、約 20 分ご説明をさせて頂き、その後に皆様からのご意見などを

お伺いしていきたいと思います。 

  それでは、企画財政部長より資料１、資料２についてご説明いたします。 

 

①①①①香取市香取市香取市香取市をををを「「「「元気元気元気元気とととと笑顔笑顔笑顔笑顔があふれるまちがあふれるまちがあふれるまちがあふれるまち」」」」にするためににするためににするためににするために    

 

企画財政部長： 

それでは、私から資料のご説明を申し上げます。Ａ３版の「資料１」をご覧くだ

さい。香取市を「元気と笑顔があふれるまちにするために」というタイトルでござ

いますが、これは、20 年度からスタートしました市の総合計画において、基本理

念として掲げているものです。この理念に続きまして、「一人ひとりの市民が輝く、

活気みなぎる、やすらぎの郷、香取～」を「めざすべき将来都市像」として定めて

おります。昨年 3月に、このような総合計画の概要版を各家庭に配布させていただ

きましたが、機会があればご覧ください。 

  お手元の資料は、香取の将来都市像の実現に向け、施策の大綱としまして、６つ

の分野別のまちづくりの、基本目標を設定しております。この内、政策横断的かつ

戦略的に取り組む、３つの重点プロジェクトとしまして、賑わいのまち創造、子育

てのまち創造、協働のまち創造プロジェクトを設定しておるところでございます。 

 

  さて、第 1の基本目標であります、「産業・経済の振興」につきましては、 

・活力ある農業経営及び香取ブランドの販路拡大をめざす、としております。ま

た、来年度から市内に 2 つ目の「道の駅」が誕生いたします。ご存じのように、

来年春に、佐原本宿耕地地区に、道の駅「水の郷 さわら」がオープンする予定

で、市内全域の産物の直売等も計画され、交流拠点施設として期待されておりま

す。 

一方、都市農村の交流の推進では、香取市の南部地域、農村部から発信する「ふ

るさと交流空間づくり事業」を推進しております。 

小見川区においては、日本一のマッシュルーム生産をめざす農業法人に本年度

施設整備等に支援を講じております。 

・次に、商業振興につきましても、魅力ある商店街づくりや「まちづくり型観光」

の推進を図ることとしておりまして、2３年春に、佐原駅舎改築が竣工し、その

一角に「観光交流センター」を開設する予定で、佐原だけでなく、小見川、山田、

栗源区にも観光客に回遊していただく仕組みも検討しておるところでございま

す。 

 

次に、第 2の基本目標でございます「生活・環境の向上」につきましては、環境

保護団体の支援・育成や、ごみ処理の効率化及び資源化などを定めた「環境基本計
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画」を 20年度に策定しておりますが、この計画では、「豊かな自然を活かした水と

緑の環境づくり」など５つの基本目標を定め、総合的な環境施策を展開することと

しております。このほか、安全・安心のまちづくりを進めるため、市民の皆様と協

働し、地域防犯活動を推進することとしております。 

  なお、桜の名所をさらに充実すべく、本年度 城山公園に 6200万円ほど投入し、

植樹及びトイレ改修等を講じ、再整備を図ることとしております。 

次に、第 3の基本目標でございます「健康・福祉の充実」につきましては、まず

地域福祉ネットワークの構築及び推進ですが、これは、独居高齢者、障害者及び認

知症の地域支援体制を確立し、本年度から見守りネットワーク事業として推進され

ているところです。 

 また、健康づくりの拠点といたしまして、20 年度に小見川保健センターを整備

いたしております。 

 子育て支援につきましては、乳幼児医療費助成の対象年齢を、昨年 12 月から就

学前児童まで拡大をしており、今後さらに、対象児童を拡大することとしておりま

す。このほか、本年度から保育料の負担軽減を講ずるとともに、放課後児童クラブ、

すなわち学童保育につきましても、障害児童の受け入れをはじめ、民間の事業者へ

の補助制度を拡充、また、市独自の不妊治療費の補助など、重点プロジェクトとし

て子育て環境の充実をめざすこととしております。 

 

次に、第 4の基本目標でございます「教育・文化の推進」につきましては、現在、

小中学校の耐震補強及び改修等整備を計画的に推進をしております。 

  小見川北小学校及び西小学校の屋内運動場の耐震補強工事は、本年度中に完了す

る予定でございます。 

また、学校等の適正配置計画を定め、栗源区において、本年度から小学校 3校を

1校に統合しております。 

さらに、社会教育施設等整備基本方針の策定において、町民会館に替わる仮称「小

見川市民センター」施設の整備を計画しております。 

スポーツ振興につきましては、現在、振興計画を策定中でございます。また、新

たにスポーツイベントといたしまして、本年 12月に、「第 1回香取小江戸マラソン

大会」が開催される予定でございます。 

小見川区につきましては、市内全体の学校給食を賄う「給食センター」統合整備

を計画しており、本年度実施設計に取り組んでおります。この関係で、スポーツコ

ミュニティセンター隣接地を用地取得し、駐車場を含む多目的広場として整備する

こととしております。 

 

次に、第 5の基本目標でございます「都市基盤の整備」につきましては、計画的

な土地利用を図る観点から、現在、香取の将来都市像に相応しい、都市計画マスタ

ープランを策定中でございます。 

 小見川市街地整備につきましては、前年度から庁内検討を進め、今年から千葉県

との協働研究会を立ち上げ、報告書をまとめたところです。これを受けまして、黒

部川周辺を含め、駅周辺地区の整備の方向性を、本年度調査業務を委託することと

しております。 

  また、「公共交通体制の整備」につきましては、小見川循環バス 2 路線を、この

10 月から実証運行を開始したところでございます。この際ですから、地区の皆様

のご利用を、切にお願い申し上げます。 
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  最後に、第 6の基本目標でございます「市民参加・行政の取組み」につきまして

は、まず、重点プロジェクトの一つであります「市民との協働によるまちづくり」

をめざす観点から、20 年度に市民協働指針「香取の風」を策定しており、この概

要版を各家庭に配布いたしております。この指針では、市民活動フロアの開設など、

各種市民活動への支援を講ずることとしております。 

  また、広報やホームページの充実を図り、行政情報や市民に関する情報提供、 

一方、市民の皆様のご意見等幅広く頂く、パブリックコメント制度の導入、タウン

ミーティング、懇話会等を積極的に取り組むこととしております。本日の市民懇談

会も、この一環の取組みでございます。 

 

続きまして、「資料２」をご覧ください。 

香取市が合併しまして、3年半が経過しましたが、この間の合併効果がどのように

現れているかを、財政面から着目した「歳入に係る主な合併効果」を、ご説明申し

上げます。 

 国・県の合併支援として、最初の表にありますとおり、補助金、交付金、交付税

などがありますが、18年度からの 4年間、ただし、21年度は予算額とさせていた

だきますが、合併市町村のみに交付される制度で、香取市の支援総額は、6１億３

１００万円になっております。この金額は、合併に伴うさまざまな行政サービスや

各種事業に使われております。 

  次に、合併特例債につきましては、借金の一種ですが、償還時にその７０％を交

付税措置される、大変有利な制度で、例えば、3000 万円の元手で、約 1 億円の事

業ができることになります。現在、確定交付税額は、36億 9000万円になっており

ます。 

  次の表の「国の財政措置（合併算定替え）」につきましては、合併して増額して

交付を受けるものではありませんが、合併前の一市 3 町の交付税合計額の算定を、

特例としていままでどおり認められる制度で、その期間は 10年間までは、１００％、

以後 5年間低減し、本来の交付税ルールに基づく 1本算定に移行します。1本算定

した場合との差額が、この 4 年間で 74 億 6600 万円になっております。1１年後

（2020年）には、現在と比べて、単年度で 19億円以上の交付税が減額されること

になります。 

 

 次の表は、この 4年間の人件費の縮減効果でございます。この 4年間で、特別職

及び一般職の職員の削減により、総額 25億 9900万円に及んでおります。 

 一般職の定員適正化計画では、７ヵ年で 1２１人を削減する計画ですが、現在の

進捗率は、この計画を大幅に上回る削減が行われております。 

  また、ここには記載してございませんが、給与面においても、前年度から本年度

にかけて地域手当の廃止、これにより約 1億 5千万円の削減や、さらに、暫定措置

といたしまして、20年度から市長はじめ副市長・教育長 3役の給料の一部カット、

並びに管理職手当の一部カットなどを現在、実施中でございます。 

 

  次に、合併特例債事業の内訳表をご覧ください。大変有利な起債制度ですが、一

定の厳しい要件を満たす必要がございます。この間の事業経緯は、学校関係の耐震

化工事、道路整備、施設整備が主なもので、21年度は 1２億円以上の大幅な伸びを

示しております。  

なお、最後に記載しております「地域振興基金」は、将来の財政予測を見通し、

この特例債を活用し、18年度から 3ヵ年で 30億円を積み立てたところでございま
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す。 

 

次に、右側に掲載してございます「主な合併に伴う市民の利便性向上、行政サー

ビスの高度化、効率化等の取組み」の内容につきましては、一部触れさせてござい

ますので、時間の都合上、ご説明は割愛させていただきますが、一通りご覧いただ

ければ幸いです。 

 

資料のご説明は、以上でございます。 

    

②②②②合併時合併時合併時合併時にににに平準化平準化平準化平準化されなかったされなかったされなかったされなかった公共料金公共料金公共料金公共料金のそののそののそののその後後後後    

 

秘書広報課長： 

続きまして、資料３「合併時に平準化されなかった公共料金等」について、それ

ぞれの担当部長よりご説明いたします。 

 

企画財政部長： 

資料３の中で、市税につきまして、ご説明申し上げます。1市３町で適用税率が

異なっておりました、「法人市民税」つきましては、平成２０年度から法人税割及

び均等割とも、標準税率を採用し、税率を統一いたしたところでございます。 

 これにより、旧佐原市において採用されておりました法人税割が制限税率の１４．

７％から、標準税率の１２．３％に、また、均等割につきましても、標準税率を超

える税率から、標準税率に引き下げ、統一を図ったところでございます。 

次に、「都市計画税」につきましては、現在のところ、佐原区及び小見川区にお

いて、それぞれ異なった税率で賦課しております。佐原区が千分の３％、小見川区

が千分の２％でございます。合併特例法は、５年以内に統一することとされており

ますので、２３年度から税率の統一を図るべく、２２年度中に検討及び決定する予

定でございます。  

私からは、以上でございます。 

 

健康福祉部長： 

 国民健康保険税について説明いたします。 

国民健康保険税の統一につきましては、合併時の調整方針により、市民の皆様の

急激な負担増を避けるため、合併時の不均一課税から段階的に統一を図ってきたと

ころです。 

18 年度は、医療費の必要額を見積もり、合併前の税率等で課税を行いました。 

19 年度より、基礎課税分としての、被保険者均等割と世帯平等割を統一させて頂

きました。 

また、介護納付金課税分については、課税方法を 2 方式に統一し、所得割と被保

険者均等割を統一させて頂きました。 

  20 年度には、基礎課税分の資産割を統一し、後期高齢者支援金等課税分の新設に

より、基礎課税分の所得割を、19 年度の税率より 1.3％を差し引いた率といたしま

した。 

  21 年度は、最後の不均一部分であります基礎課税分の所得割を統一させて頂きま

して、現在、全地区統一された税率となりました。 

なお、統一しました税率等につきましては、右の備考欄に書いてあるとおりでご

ざいますが、国民健康保険税は、万一、病気やけがをしたときに、安心して医療を
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受けるための相互扶助制度でございまして、国保税と国、県等の公金を財源として

運営しております。 

引き続き、皆様方のご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。 

 

市民環境部長： 

  ごみ処理手数料について説明いたします。 

  合併当時につきましては、香取市の中で、3 とおりの処理方法でございました。 

佐原区につきましては処理手数料無しの指定袋制、栗源区につきましては有料の

指定袋制、小見川区・山田区につきましては定額料金ということになっておりまし

た。その後、昨年の 10 月より、佐原区・栗源区につきましては、有料の指定袋制

に統一させて頂きました。料金については備考欄の上段の部分に記載したとおりで

ございます。 

  次に、小見川区・山田区についてですが、今年の 10 月より、指定ごみ袋制を導

入いたしました。料金につきましては、その下段に記載したとおりでございます。 

  なお、佐原区・栗源区の袋の種類は現在４種類で、可燃ごみ、不燃ごみ、ビンと

カン、そしてペットボトルという４種類になっておりますが、小見川区・山田区に

つきましては、ビンとカンが分別されて５種類となっております。市民の皆さんに

はご迷惑をお掛けしておりますので、これについては、来年の４月に統一させて頂

きます。そして、ゴミ袋は５種類となり、カンが分かれます。 

  価格につきましては、後段の部分です。４０ℓ １枚５１円、３０ℓ ４０円、２

０ℓ ２８円ということで、香取市全てこの価格に統一させて頂きます。 

  以上でございます。 

 

上下水道部長： 

  公共下水道、農業集落排水処理施設使用料、そして水道料金について説明いたし

ます。 

  まず、公共下水道は、都市計画区域に決定されている佐原区の一部で昭和３５年

に、それから小見川区の一部で平成元年にそれぞれ供用開始をしております。 

  下水道使用料は、基本料金と従量料金で算定をしておりましたが、その中の、従

量料金の階層区分と料金に違いがありましたので、平成 20 年 10 月 1 日から、ここ

の表にありますように統一をしております。 

  次に、農業集落排水処理施設は、佐原区に 1 ヶ所、小見川区に 5 ヶ所、それと山

田区に１ヶ所の計７施設で処理をしております。 

  使用料については、佐原区は基本料金と従量料金、それから小見川区・山田区は

基本料金と使用人員割で算定をしておりましたが、それぞれに違いがありましたの

で、公共下水道と同じように、平成 20 年 10 月 1 日から基本料金と使用人員割に統

一をしております。 

  最後に、水道料金につきましては、水道施設の合理的な整備、効率的な経営を図

るため、上水道・簡易水道の事業運営の検討を行い、料金負担の公平化の見地から

それぞれの料金に違いがあったため、基本料金及び従量料金の階層区分の改定を行

い、平成 20 年 10 月１日から佐原区、小見川区及び山田区の料金を統一しました。 

栗源区につきましては、改定率が大きくなることから、使用者の急激な負担増の

緩和措置として、平成 20 年 10 月１日から第 1 段階の改定を行い、平成 22 年 4 月 1

日に完全に統一を行う予定にしております。 

 



 - 7 - 

（（（（５５５５））））質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答・・・・意見交換意見交換意見交換意見交換    

  

秘書広報課長： 

それでは、まず、ただ今ご説明をいたしました内容につきまして、ご質問、ご

意見等はありますでしょうか。ご意見等がありましたら、挙手をお願いいたしま

す。職員がマイクをお持ちいたしますので、お住まいの地区名とお名前をお話頂

き、その後ご意見等のご発言をお願いいたします。 

 

それでは、この資料に関するものでも、資料以外のことでも構いません。ご参

加の皆様から何かご意見等がありましたら、ご発言をお願いします。 

 

●●氏：（） 

先ほど城山公園の整備の話がありましたが、ある所で、１人５千円位お金を出し

て自分の桜の木を植え名前を掛けるということを催し、今、８９０本位になったが、

地元の城山公園も、桜満開で楽しい４月を迎えるわけですけれども、そう言う事を

することによって「元気と笑顔があふれるまち」とすることができるのではないか

と思います。 

また、循環バスが運行されましたが、お客さんが乗っていない。乗客を増やすた

めにどうしたらよいのか、まだ１ヶ月ですが、佐原・山田・栗源に名所旧跡もあり

ますから、コースの見直しなど検討をしてください。 

 

建設部長： 

  城山公園は、桜の名称で、桜の木は「市の木」でもありますので、さらに磨きを

掛ける計画を立てたところです。この市民参加、桜の苗木を市民の皆様に持ってい

ただくという考え方は、アダプト制度、いわゆる里親制度といいまして、既に道路

沿道の植栽などをお願いしています。こういう公共のものを市民の方が管理してい

くという事をもって、より愛着をもって公共施設を使って頂くという発想が城山公

園に取り入れられるか検討したいと思います。 

 

企画財政部長： 

  循環バスの件については、ただいまのご指摘を頂いた観点は大変重要なことと思

います。１０月１日から実証試験ということで、３年間予定していますが、この中

には、住民の皆様にご意見をいただきながら利便性の向上・利用者の増を図れるか、

意見交換しながら検証していこうということです。 

従いまして、もう暫く推移を見ながら検討させて頂きたいと思います。 

  また、観光名所を運行するような手立てについては、議会からも指摘があります

が、佐原区でも、運行は平日のみで、土日・祝日は休みとなっていることから、空

いているバスを観光的に有効に活用する方法を検討しているところです。 

 

 市長 

  桜の木についてですが、香取市内に桜の名所がいくつかありますが、その中でも

城山公園は第１の名所となります。しかし、桜の木が国道や周りの道路など遠くか

ら見えないので、植樹する斜面の持ち主と交渉を続けています。この方々に了承を

頂きましたので、植樹する計画でございます。 
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●●氏（）： 

  川の駅と交流センターについてですが、夏場に親子連れで来たときなどにシャワ

ーを浴びたくなると思いますが、ないですか。 

  佐原の大祭と栗源のいも祭りを旅行会社のバス観光ルートに入れてもらえると

いいと思います。 

  小江戸マラソン大会ですが、招待選手などをお迎えしてできたらいいと思います。 

  企業誘致ですが、物流関係の倉庫の進出の話がありますが、地元の佐原高校の卒

業生が一流企業の役員になっていることもあるので、東京の県人会を利用したらい

いのかなと思います。 

 

建設部長： 

  川の駅のシャワーの件ですが、水辺交流センターの中にシャワー施設があります。 

 

経済部長： 

  観光会社との連携の関係ですが、佐原の大祭やあやめまつりについては連携を取

っていますが、栗源のいも祭りは１日での開催ということで連携はしていないので、

今後、検討してみます。 

  企業誘致は、昨年までは企業からの問い合わせもありましたが、今年度に入って

なくなってしまいました。そういった状況の中で、ご提案のあった県人会の活用も

検討します。 

 

教育部長： 

  小江戸マラソンですが、１２月１３日の日曜日です。 

スタート位置は香取神宮の赤鳥居前、コースは２Ｋ・５Ｋ・１０Ｋの３コースで

す。１０Ｋについては、佐原の町並みの一部をコース内に取り入れています。 

ゲストランナーは、色々な選手にお話しましたが、ワイナイナ選手となりました。 

申し込みの状況は、現在１，２００名程度です。 

 

 

 ●●氏：（） 

  要望です。 

  夜中の１２時に火災の防災無線放送がありましたが、地区が違うのに流れると困

ります。 

  佐原の花火大会を中止したが、小見川の花火大会も音がうるさいので、中止にし

て頂きたい。 

  小見川の公民館・図書館をセットで造っていただきたい。 

 

教育部長： 

  くろべ館と旧町民会館、使えない状況で、ご迷惑をお掛けしています。 

  ３月に懇談会を開いていろいろご意見を伺いまして、その意見を市役所の内部で

検討しています。さらに設計業者も加わって、より具体的な整備内容の検討をして

おり、１１月には整備方針の素案をまとめて、もう一度皆様にご意見を頂いて、最

終的な計画にしていく予定です。 
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 ●●氏：（） 

  いくつか要望をします。 

  佐原の町中は、重伝建の事業が実を結びつつありまして、土日などは、観光客が

結構来ていますね。この観光客を小見川に回って頂く方法はないのかと。佐原の中

心だけ見て帰ってしまうのはもったいないと思います。観光客の回遊策を検討して

頂けたらと思います。 

参考ですが、滑川で、七福神めぐりのスタンプラリーをやっています。 

  城山の桜ですが、●●さんの意見に賛成で、卒業などの記念に植樹してもらうこ

とがよいと思います。東京でやっています。 

  桜にてんぐす病がはびこっています。この病気には、２年続けて薬剤散布する必

要があると聞いていますので、参考としてください。 

  小見川駅・香取駅の向かい側のホームへ渡る通路が雨ざらしとなっていて、風が

強いときなど大変ですので、屋根をお願いします。 

  ごみ処理手数料の統一についてですが、手数料だけでなく、サービスも同一とい

うことでよろしいんですか。 

  東コミュニティーセンターという仮称ですが、場所の明示と、親しみから、小見

川コミュニティーセンターにするべきではないんですか。検討をお願いします。 

 

市長： 

  仮称ということで「東コミュニティーセンター」となっていますが、仮称でも小

見川ということかもしれませんが、仮称とは全く関係ありませんので、よい正式名

称にしたいと思います。 

  佐原駅の改築は、十数年国と折衝してやっと実ったものですが、中心市街地活性

化法に基づく活性化基本計画・ＴＭＯ構想（佐原戦略ビジネスプラン）の中で佐原

の３地区を指定し、国の助成金を得られるよう要望をしていたものです。 

  小見川駅周辺整備については、２年前に、香取市商工会からの要望があり、検討

に着手しております。雨除けの整備も含めて、整備計画まで今少しお待ちください。 

  城山は北総・茨城南部を含めた地域の桜の名所にするべく、トイレの改修など、

総合的に整備します。 

  佐原の秋祭りの人出は３日間で１００万人を越えていますし、香取神宮や佐原の

町並み、その他を含めた市内の観光客は６５０万人を超えていて、ここ１・２年多

いときで５０万人増えています。観光客は香取神宮や佐原の町並みに集中していま

すので、これをどうにか回遊し、全市的に波及させたいと思います。先ほどお話の

あった、スタンプラリーによる寺めぐりなど、よい方法だと思いますし、同様に、

「宝物探し」などもあります。 

  私が１５年から２０年前に佐原の商店街にいたころですが、香取神宮のお客さん

をどうやって街中に持ってくるか、という話しがありましたが、今度はどのように

小見川・山田・栗源に回遊させるかであり、可能と思います。地域の盛り上がりと、

皆様と知恵を出しながら行っていきたいと思います。 

 

 経済部長： 

  回遊性を高めるために、９月補正予算の中で、地域情報通信技術利活用推進交付

金４，８６７万円、全て国庫補助ですが、確保できました。この事業は、総務省の

ユビキタスタウン構想推進事業で、電子看板を用いて産業・観光活性化を行うもの

で、縦 １．８ｍ、横１ｍの看板を市内５箇所（佐原駅前・水の郷さわら・道の駅
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栗源・風土村・小見川Ｂ＆Ｇ）に設置し、観光客に利用頂く予定でいます。七福神

めぐりなどの方法も研究していきます。 

 

建設部長： 

  城山公園のてんぐす病対策ですが、平成１６年から２０年度まで継続して対策を

取っていますが、今後も継続して取組んでいきます。 

 

●●氏：（） 

  ８月１日の花火大会の開催ですが、８月の第１土曜日の開催は難しいですか。香

取市のウェブサイトサイトで同様の質問に対する回答を見ましたが、近隣の大会と

重なってしまうと周囲への影響が大きいため変更ができないとされていますが、今

年は土曜日でしたので、その辺はどうですか。 

 

市長： 

  花火大会は、水郷小見川観光協会が実施していますが、市からも補助金を投入し

実行委員となっていますので、私の方からもその辺は申し出をしてみようかと思い

ます。ただ、８月１日にしていることは、曜日に関係なくその日にやっていると周

知はされているとうことになりますが、多くの人に見に来て頂くために申し出して

みようと思います。 

 

秘書広報課長： 

  皆様方から、たくさんのご意見を頂戴してまいりましたが、ここで市長から締め

の挨拶をお願いします。 

 

市長： 

  今日は、色々なご意見を頂きまして、ありがとうございました。 

  これらの意見を１００％実現することは無理なんですが、色々な意見を把握する

ことはとても大事だと思います。今後ともご指導頂ければと思います。 

  今日は議員の方もお出で頂いておりますので、紹介します。 

  眞本さん・増田さん・宇野さん・河野さん です。議員の皆様からも厳しいご意

見や皆様の要望をお伝え頂いておりますので、ご安心ください。 

  香取市は３年６ヶ月経ったわけですが、この間皆様方から色々なお話をいただき

ながらそれに準じるような、そういう形で進めてきましたが、いろいろ我慢をして

頂いたところも多くあると思いますが、概ね順調で、財源も計画の範囲内で進んで

います。 

  今年度中には、これまでの４年間の合併による施策を一度反省・精査しながら、

次のステップアップをしたいと考えているところでございます。 

  なにかと新しい問題が皆様方の町内に起こっているものと思われますが、ご町内

の皆様方や区長さんと協議させて頂ければと思います。 

  順調であるとはいえ、財源は大変厳しいところに変わりありませんが、皆様にお

約束しました、財源・基盤の整備や医療問題については、真正面から取り組んで参

りたいと思っておりますので、ご理解、ご協力、ご教示くださいますようお願い申

し上げまして、ご挨拶とさせて頂きます。 

本日は、誠にありがとうございました。 
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秘書広報課長： 

本日は、お忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございました。 

皆様から頂きましたご意見を基に市政に反映して行きたいと思いますので、今後

ともご協力をお願いいたします。 

また、この後の市民懇談会は、１０月２７日に山田区で、その後、栗源区、佐原

区の順で開催します。詳しい日程は広報等でお知らせしますので、どちらの会場で

参加しても結構ですので、お誘い合わせの上お願いいたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

以上 


