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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（（（（栗源公民館栗源公民館栗源公民館栗源公民館））））    
 

 

１１１１．．．．日日日日    時時時時  平成２１年１１月２５日（水）１９時００分～２０時３０分 

 

２２２２．．．．場場場場    所所所所  栗源公民館 講堂 

 

３３３３．．．．参加者参加者参加者参加者  １１人 

 

４４４４．．．．市職員市職員市職員市職員  宇井市長、黒岩副市長、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４課長 

       栗源区事務所長、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））））開会開会開会開会（（（（秘書広報秘書広報秘書広報秘書広報課長課長課長課長））））    

 

（（（（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、栗源区開催の市民懇談会にご参集頂きまして誠に有難うございます。 

  この懇談会は、平成１８年、私が就任した当初から、懇談会方式と座談会方式で

開催してきたところで、懇談会方式としては、これまでに４５回開催し、1,500 人

を超える方々と、また、座談会も相当数、千名を超えるような方々とお話をさせて

頂いております。 

また、懇談会の他に、市長への手紙やメールであるとか、また、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「市長まちづくり談話室」という

形を取らせて頂きました。今後も工夫して、多くの市民の皆様と直接お話のできる

機会を作ってまいりたいと思っているところでございます。 

  これは、私の政治理念であり、皆様方の声がそのまま届く、市民のつくるまちづ

くりを確立させていきたい一心であります。 

  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。 

皆様方のご意見が全ての基になるという気持ちでおりますので、どうか、忌憚な

いご意見を拝聴できますようにと思います。 

最初にこちらから説明させて頂き、その後に、皆様からのご意見などをいろいろ

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。 

 

（（（（３３３３））））職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

理事者側紹介 
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（（（（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。 

なお、終了時間は８時３０分を予定しておりますので、皆様方のご協力をお願い

します。 

  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。お手元の「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、掲げて

いる「基本理念」です。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、ぜひご覧ください。 

 お手元の資料は、香取の将来都市像の実現に向け、６つの分野からなる「まちづ

くり」の、基本目標を設定しております。この内、さらに、事業を連携させ、賑わ

いのまち創造、子育てのまち創造、協働のまち創造の３つを、重点プロジェクトと

しまして、強力に推進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こととしております。来年春に

市内に 2つ目の「道の駅」が誕生いたします。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、栗源区の紅小町の郷と連携し、市内の農産物

等の直売も計画され、この 2箇所の交流拠点施設の南と北の玄関口としての相乗効

果が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、特に「栗源道の

駅」を核として発信する「ふるさと交流空間づくり事業」による交流人口の拡大の

取組みも推進しております。 

商業振興につきましては、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、その中に「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

観光客を回遊していただく仕組みも検討しているところでございます。 

農業振興の点では、栗源区につきましては、この間、道の駅では販売施設の拡張

及び市民農園の拡大をはじめ、生産者組合による「甘藷選果ライン」の更新、ふる

さと農道の整備等を実施しております。 

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

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
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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。 

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。旧栗源町でも社協が中心に見守りネット事業が実施されており

ましたが、これを全市的に広め、民生委員さんなどが主体になり、見守りネットを

現在立ち上げつつあります。 

 また、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ます。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、これまた、旧栗源町

のみで実施しておりました「不妊治療費の助成制度」を、合併後、市域全体に適用

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しております。 

栗源中学校につきましては、本年度屋上の防水工事に併せ、「太陽光発電設備」

を設置することとしております。 

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。現在、学校跡地の利用につきましても、検討中でござい

ます。 

一方、社会教育施設等整備基本方針においては、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、スポーツ振興計画を策定中ですが、新たに

スポーツイベントといたしまして、来月 1３日に、「第 1 回香取小江戸マラソン大

会」が開催される予定で、3000人を超えるエントリー申し込みがございました。 

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。 

 栗源区につきましては、この間、市道の整備を重点的に取り組んでおりまして、

高萩地区と椿海線を結ぶ最後の区間が 19 年度に完成しており、また、刈毛地区と

岩部地区の新川橋の架け替えと道路整備が 20 年度に完成しました。現在、鹿島港

線と荒北橋の架け替えを含めた道路整備を計画的に進めているところでございま

す。これら 3路線の事業費全体では、今後の事業費を含め、9億７千万円ほど見込

んでおります。 

 最後に、第 6の基本目標でございます「市民参画・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、このよ

うなパンフレットを各家庭に配布しております。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、市の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

など、反対に、市民の皆様から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や懇話会等を、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。 
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続きまして、2枚目の「資料２」をご覧ください。 

香取市が合併しまして、4年度目を迎えておりますが、この間の合併効果がどの

ように現れているかを、「歳入に係る主な合併効果」から、ご説明申し上げます。 

 最初の表にありますとおり、国・県の合併支援として、補助金や交付金、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、香取市の総額は、6１億３１０

０万円になっております。 

 合併特例債につきましては、借金の一種ですが、償還時に借入額の７０％を交付

税措置される、大変有利な制度でございます。現在、確定交付税額は、36 億９０

００万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、本来の交付税ルールでは、1本算定に移行し、

その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。

すなわち、本来 74 億円余り減額されるところ、合併した市については、最長 15

年間 特例として、原則減額しないという制度です。しかしながら、これから 11

年後には、現在と比べて、単年度当り 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、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。この間の主な取組みは、学校関

係の耐震化工事、道路整備、施設整備などで、特に 21 年度は 1２億円以上の伸び

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」ですが、これは将来の財政予測

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、ご説明は省略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。 

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
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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。 

 旧小見川、山田、栗源町の 3町が法人税割りと均等割とも標準税率を採用してお

り、旧佐原市のみが標準税率以外の制限税率等を採用しておりましたが、これによ

り、法人税率は１２．３％の標準税率に、均等割りについても、資本金額及び従業

者数の区分に応じた標準税率に、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。  

なお、山田区及び栗源区につきましては、現在、都市計画マスタープラン策定中

でございますので、その内容をみながら、表にもありますとおり、今後、政策税制

の観点から、検討することとしております。 

以上でございます。 

 

国保年金課長： 

 国民健康保険税の統一の経過についてに説明いたします。 

国民健康保険税は、基礎課税分、後期高齢者支援分、介護納付金で構成されてい

ます。 

税率は、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。 

19 年度には、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、所得割と被保険者均等割の 2 方式に統一さ

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、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

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。 

  合併当時の可燃ごみの処理手数料は、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。 
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  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。 

２つのパターンの袋が存在し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、びん・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。 

 

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。 

  栗源区には、公共下水道、農業集落排水処理施設がありませんけれども、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。 

 

（（（（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。 
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○○氏：（） 

  ごみ処理手数料とあるが、合併して、18・19・20 年度、実際にごみ処理費はどの

くらいですか。 

合併前の平成 17 年度、13 億 8,568 万円使っているが、その後どうなっているの

か。 

  また、1 トン当りの処理費は、どのくらいですか。合併前は、38,805 円です。 

 

市民環境部長： 

  単位の処理費は、およそ変わっていませんが、ごみの減量で全体的に下がってい

るものと思われます。細かい数字は、後日提示します。 

 

○○氏：（） 

  減量とはどういうことですか。 

 

市民環境部長： 

  資源循環化を目指しており、ビン・カン・ペットボトルなどをリサイクルし、古

紙は、すべて焼却しないで、再利用するということです。 

 

○○氏：（） 

  ペットボトルのラベルをはがしたり、アルミや鉄の缶を分別するなどの教育がで

きていない。 

  ごみ袋の値段が上がって、前回のタウンミーティングで言ったら、広報に載って

いましたが、減量化したんだと。ところが、ごみステーションに袋が少なくなり、

野焼きになったんです。これは、ダイオキシンも出るし、袋が値上がりしたことに

よって、こうなったんではないか。 

 

市民環境部長： 

  ペットボトルや空き缶の分別などについては、広報などしていますが、一部徹底

されないことも確かだと思います。 

  ペットボトルのラベルはがしについては、市の 2 箇所の処理場で対応が違ってお

りますので、これもはがす方向で統一します。 

  ビンと缶も分別とします。 

  栗源の料金は、可燃も不燃も 1 枚 35 円であったかと思いますが、今回の改訂で

は、不燃については袋代のみであり、その分は下がっています。 

  野焼きは、慣行としてできる部分もありますが、違反となる部分については、こ

れからも啓蒙していくし、併せてパトロールを実施し、対応していきます。 

 

○○氏：（） 

  旧栗源町では、野焼き禁止のパンフレット配布などのインフォメーションがあっ

たが、香取市でも必要でないでしょうか。 

 

市民環境部長： 

  広報では載せていますが、それ以外の、回覧などの方法も検討します。 

 

○○氏：（） 
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  さつまいものマルチの野焼きを見かけるが、どこに通報すればいいんですか。広

報等でお知らせしてください。 

 

市民環境部長： 

  ビニールの野焼きは違反となりますので、環境安全課、又は、警察暑です。 

  また、広報等での周知もいたします。 

 

 

○○氏：（） 

  佐原にできる道の駅のことで、大分できてきたようですが、接続する道路が更に

渋滞が激しくなるのではないかと思いますので、道路交通対策はどのように考えて

いるかお聞きします。 

 

建設部長： 

  道の駅の前の通りは、国道３５６号線で、現在拡幅工事を進めており、暫定で片

側１車線となっていますが、将来的には２車線になります。 

ただし、道の駅が開業する来年３月末にはこのままの状況で、入り口に信号もで

きますので、ご指摘の通り渋滞が起こりやすい懸念があります。現在のところ、２

車線化の完了により根本的な解決になるとしか申し上げられませんので、ご理解を

お願いします。 

 

 市長 

  来年の３月２７日オープンの予定で国とお話しています。国・県・市の３者で造

っていますが、国は、河川防災ステーションと水の駅を、市は、ＰＦＩ方式で事業

体をつくり、道の駅（名称は「みずの郷 さわら」としました）を、そして前を通

る国道３５６号線は、県の管理で、用地買収や工事はすべて県が行っています。 

 

 

○○（）： 

合併特例債を使い、助沢川の改修の計画のがあるそうですが、どんな位置づけに

なっているんですか。 

 

建設部長： 

  助沢川改修川は、市の横断道路の一環で、佐原３中の前の道路排水を考えたとき

に、流末を助沢川に流すため、現在、調査を進めています。 

  この事業は、香取Ⅰ－１０号線で、交付金・合併特例債により、平成２７年度ま

でに進めているところです。 

 

 

 ○○氏：（） 

  ３点あります。 

  さわらの道の駅の経営形態、市としての関わり方はどのようになっていますか。

栗源の道の駅は、建設時、町として出したが、経営は組織の人たちが独立採算で運

営している。 

  国保税は、かなり苦しいと聞いているが、等しく恩恵を受けなければならいが、
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栗源地区の住民は、佐原・小見川に通院している。バス路線数が、少なく通院しず

らくなっている。旧栗源町では、役場前から干潟・山田と協力し、旭へバスを運行

していました。こちらを継続していると思いますが、合併して市となると旭中央病

院の受け入れがよくないんですよ。新規の場合は紹介状がないとだめだとか。香取

市には県立佐原病院や小見川総合病院がありますので、循環バスなどで利便性を図

ってもらえるのか。 

  初代の議会議員の時に、香取市に産婦人科医院がなくなっている中で、産科医の

誘致は大変なので、助産師を有効活用してはどうかお願いしたが、進捗はどうなっ

ていますか。 

 

市長： 

  水の郷さわらの経営形態は、栗源の道の駅とは違います。 

  栗源の道の駅は、市の関与が強く残っており、新しい経営形態を協議しています。 

  水の郷さわらは、ＰＦＩ事業ということで、経営に市は全く関与しません。この

ＰＦＩ事業の内容は、担当から説明します。 

  旭中央病院へのバスは運行していますが、市になったから受け入れてくれないと

いうことでなく、何故かと言うと、旭市民から問題提起され、旭市外は全て、初診

は救急以外は受け入れないとしています。 

  県立病院にも産婦人科の医師はいますし、佐原区内にも、産婦人科医院はありま

すが、分娩業務を行う所がないということです。これは、３名の医師が２４時間態

勢で行うことになるため医師不足から、市内で子供を産むことができないという大

変悲惨な状況になっています。これまでの３年半医師の確保に東奔西走してきまし

たが、全くドクターがいらっしゃらない状況です。これには色々な理由があります

が、リスクが高く、すぐに訴えられてしまうことで、成り手がいないということで

す。いずれにしましても、粘り強く交渉、探していきます。 

  助産師の活用の件ですが、現状の法律では、助産師のみで子供を取り上げること

ができないので、分娩を取り扱うドクターが必要となります。したがいまして、助

産師さんを最大限活用しながら、ドクターを見つけることになると考えています。 

 

 建設部長： 

  さわら広域交流拠点、ＰＦＩ事業の説明をします。 

  従来は公設民営、建物は行政、運営は民間で、というパターンでしたが、民間の

資金や経営、技術的能力を行政が利用し、造り、運営して頂くという、イギリスで

生まれた手法であり、法律に基づくものです。 

国が高規格堤防（スーパー堤防）として整備した所に、今、国と市が諸施設を整

備していおり、ＰＦＩ事業で行っています。 

運営する民間企業は、要求水準により入札をかけて、特定目的会社「ＰＦＩさわ

らリバー株式会社」に決まり、この会社と１５年契約で、建設から運営・維持管理

まで、一貫して行って頂き、国と市は対価を支払います。 

したがいまして、民間の能力を十分生かして、行政の初期投資を抑え、１５年間

で返済していくというメリットのある形態です。 

 

市長： 

  市がリスクを負うことなく、賃貸料を頂くことができます。 
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 ○○氏：（） 

  助産師については、産科医との協力が必要というのは分かります。 

  他の町の産科医にかかっていて、地元の助産師のもとで生むという組織形態を作

った町がありますので、参考としてください。 

  川の駅については、今の話を聞いて安心しました。 

  栗源地区の医療体制は、利便性が悪いので、民間バスとも連携を図って、通院で

きるようお願いします。 

 

 

○○氏：（） 

  ごみ問題ですが、伊地山クリーンセンターに隣接する地区に住んでいますが、広

域市町村圏事務組合の地域対策として、年２回ダイオキシン調査、井戸水の水質検

査など、熱心に取り組んで頂いていますが、焼却場ができた時点では、ダイオキシ

ンを知らなかったが、最も猛毒であるので、住民は神経質になっています。 

  調査によると、焼却場の近所では、全国平均より癌の死亡率が２．７倍と高くな

っています。幸いにして、伊地山クリーンセンターは１３～４年前に新工場になり、

煙が消されていますが、１９９９年、ダイオキシン規制法が改正になり、厚生省が

２４時間体制で連続焼却することにより、ダイオキシンが抑制されるというデータ

が出ています。そこで、国は、人口３０万人でごみの量が１日３００ｔを目指して

いますが、香取市は１００ｔに足らないので、安全面から、そういう方向に市とし

て持っていけるものかお聞きします。 

 

市民環境部長： 

  処理施設が２箇所あり、１６時間連続運転しています。合併して、処理施設も１

箇所でいいのではないか、との検討をしています。 

  現在、２施設は、香取市の他、東庄・神崎・旧大栄・下総のエリアでやっていま

すが、このエリアを１箇所では、２４時間稼動でもちょっと無理があります。 

  そこで、成田市で現在、新処理施設を建設していて、それができると旧大栄・下

総のエリアが移動しますので、その時に１箇所で、２４時間稼動で可能なのか、更

に、ごみを減量化すれば可能性が拡大しますので、検討をしているところです。 

 

 

○○：（） 

  栗源の集団検診は、元々各地区を回ってもらっていたが、今は保健センターしか

やっていません。年寄りは、各区に来てもらいたいと思っているんですが、足が悪

くて行けないよということになってしまいます。そういうことで、市のバスなどを

使って輸送手段を考えてもらいたい、よく末端を見てもらいたいと思います。 

 

健康福祉部長： 

  集団検診は栗源区だけでなく、他の区でも同じ希望が多いです。 

  今は、検診の体制が変わってきています。より大型で精密な機械で行っています。

したがって、検診車の行ける道路も限定され、大きな場所で行っています。 

  そこで、皆さんが来やすいように休日に実施していますが、皆様方のご意見を聴

きながら、より受診しやすい体制にしていきますので、よろしくお願いします。 
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秘書広報課長： 

  そろそろ、時間になりますので、もう１方とさせて頂きます。 

 

 

○○：（） 

  私どもの地区で、３度ほど地デジの説明会を開催して頂いているんですが、回を

重ねるごとに集まる人が少なくなり、同時に時期が迫ってきます。 

  今、アンケート調査をしていますが、６５世帯が共聴アンテナを利用していて、

改修工事に時間が掛かるので、早く共聴組合を設立するように説明を受けています。 

  そこで、市ではどうような状況になっているのか、また、進めていくにはどのよ

うに行うのか、教えて頂きたい。私どもの地区にも独居老人家庭がありますが、こ

の方々は状況がよく分からないと思います。ですから、末端までお知らせすること

ができるのか、また、地区で行政協力員を出していますが、地区の中でも共聴アン

テナを利用している地域と利用していない地域がありますし、利用していない地域

では地デジが見みえるのか、もあります。私どもの地区では、共聴組合に入るか入

らないかまでやっています。利用している共聴アンテナは他地区も含めて、３５５

世帯ありますが、共聴組合設立の取り纏めは、アンケート調査だけでなく、各行政

協力員が纏めていかないと進まないと思います。 

  そういう意味で、どうすればよいかよろしくお願いします。 

 

総務部長： 

  今年度に入り、行政協力員さんに説明して参りました。また、各地区に説明にい

っておりますが、共聴アンテナを利用しなくても見える世帯も出てきますので、見

えない世帯の方のみで組合を作っていかなければならず、纏めるのにご苦労される

と思います。しかしながら、時間も過ぎていきますので、市に連絡を頂きながら何

度でも説明に伺いますので、積極的に、早く組合の設立をお願いしたいところです。 

 

○○：（） 

  説明会はありがたのですが、纏めていく方法論を明示頂ければと思います。 

  また、アンテナを改修しても受けられるかわからないし、もし受けられない場合、

いくつかの枠組みを作ったりするんですか、市の指導はどうですか。 

 

総務課長： 

  詳しくということですので、市で一番大きい地区ですので大変かと思いますが、

何より地区で、皆様が纏まって頂くことが何よりも重要です。市と協力して地デジ

の事務をしていく「ＮＨＫアイテック」という業者もあり、書類などいろいろとサ

ポートさせて頂きますので、何なりと連絡ください。 

  ＮＡＡの共聴アンテナで視聴している地区については、現在のアンテナを改修す

ることで視聴できますから、新たにアンテナを設置する必要はありません。 

 

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りましたが、ここで市長から締めの

挨拶をお願いします。 
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市長： 

  今日は、限られた時間ですが、多くのご意見を頂きまして、ありがとうございま

した。 

  これまで、４５回行ってきた中で、一番多い意見は医療で、次に財政的なもので

した。医療については、これまで、３年半の間いろいろやってきましたが、なかな

か思ったように進んでいないのが事実でありまして、歯がゆい思いをしております。 

  また、東京大学付属病院の知り合いをとおして小見川総合病院と県立佐原病院に

週に１日ですが、医師を派遣して頂けることになりました。県立病院については毎

年１名ないし２名の医師が増えていますが、分娩はまだできていない状況です。今

後も医療については、最善の努力をしていく所存です。 

  さて、先々週の日曜日は「栗源ふるさとのいもまつり」がありました。前日まで

台風並みの雨模様だったんですが、当日は天気もよく、たくさんの人出があり、毎

年増えています。地元の皆様の気持ちが集約し、喜びというものが、訪れる皆様に

伝わっていると感じました。去年に続いて千葉県知事が訪れ、森田知事も感動して

帰られました。 

  まちづくりは、地域の皆様の力によるものだな、と再認識をしたところです。 

  公共料金の統一は合併後、５年間で行うこととなっており、この間、統一の作業

を行ってきましたが、財政基盤も皆様にご心配をかけることのないようしてきまし

た。 

しかしながら、国では「事業仕分け」が話題になっていますが、市でも毎年やっ

ています。この間、置き去りにしてきた心というものがあるんではないのか、と思

い、今年度は、これまで３年半行ってきた事業や政策などを精査しながら、反省す

べきところは反省し、次の５年間に向けていきたいと考えています。 

  皆様方のご意見が大変貴重ですので、今後とも賜れればと思います。 

ここ２，３日冷え込んできまして、いよいよ冬到来となりますが、どうぞ風邪な

ど引かないように、ご自愛の程お祈り申し上げまして、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。 

 

秘書広報課長： 

本日は、お忙しい中、ご参加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。 

なお、本日の市民懇談会の状況は、取り纏まり次第広報などでお知らせします。 

また、この後の市民懇談会は、１２月６日に佐原区で開催します。どちらの会場

で参加しても結構ですので、お誘い併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 


