
 

市民懇談会 意見・質問・要望等の概要（分野別） 
 

 

1 章 産業・経済の振興 

■企業誘致関係 

○企業誘致の見通し(小見川) 

○ソニー跡地の公募方法の状況（小見川） 

○小見川工業団地の建物の撤去（山田） 

○企業誘致の優遇措置の状況（山田） 
 

  ■農業関係 

○農業振興・後継者対策（佐原） 

○地元産木材の活用推進（栗源） 

○農地水環境保全事業実績・事業内容（栗源） 

○農地用資材の提供（栗源） 

○耕作放棄地対策（栗源） 

 

２章 生活・環境の向上 

■公園関係 

○橘ふれあい公園のパークゴルフ場の建設（山田） 

 

■消防関係 

○消防団の消防車設備の更新（山田）  

○佐原消防署の建築予定（佐原） 

 

■環境関係 

○環境対策の遅れ（栗源） 

 

３章 健康・福祉の充実 

■高齢者福祉関係 
○交通弱者対策・健康チェック（山田） 
○高齢者福祉の満足度（佐原） 

○高齢者等見守り体制（佐原） 

○独居老人対策（佐原） 
○高齢者福祉体制（栗源） 

 

■健康関係 

○山田地区老人福祉センターの事業概要（栗源） 

○生きがい交流館（山田） 

 

■地域医療関係 

○地域医療体制（栗源） 

 

 



 

４章 教育・文化の推進 

■学校関係 

○利北分校の統合（小見川） 

○小学校統合（山田） 

○通学路の安全（佐原） 

 

５章 都市基盤の整備 

■道路関係 

○小見川大橋の渋滞緩和（小見川） 

○都市計画道路（仁井宿与倉線）の進捗状況（佐原） 

○県道佐原椿海線の拡幅（栗源） 

○道路にはみ出る枝対策（山田） 
 

６章 市民参画・行政の取組み 

■市民協働関係 

○住民自治協議会（小見川） 

 

■市民サービス関係 

○山田支所の活用（小学校として活用）（山田） 

○今後の支所の在り方（栗源） 

○人材（職員）の確保（山田） 
○パブリックコメント制度（栗源） 

○栗源公民館の代替施設（栗源） 

 

■行財政運営関係 

○公共施設の建設や類似イベントの実施等の無駄排除（山田） 

 

○その他（市政全般・市民懇談会の運営等） 

■市政全般 

○小見川地区の重点施策（小見川） 

○合併・合併後の予算執行（山田） 

○児童数の減少原因（山田） 
○若者の流出対策（教育・企業誘致）（栗源） 

 
■市民懇談会関係 
○市民意識調査結果（山田） 

○懇談会資料の充実（佐原） 

○市民懇談会の周知（佐原） 

 
■その他 
○前期計画の外部チェック実施（PDCA サイクル）（佐原） 

○チェックの時期（５年の中間実施）（佐原） 

○震災被害の状況（山田） 



 

平成２４年度第１回 市民懇談会開催結果概要（小見川） 
 

 

１．日 時  平成２４年７月１１日（水）１９時３０分～２０時３３分 

 

２．場 所  小見川社会福祉センター（さくら館）研修室 

 

３．参加者  ３９人 

 

４．市職員  宇井市長 

宮崎教育長・寺島総務部長・瀬宮企画財政部長・土戸健康福祉部長・

石田環境経済部長・大堀建設部長・石川上下水道部長・高岡教育部

長・高木小見川支所長・他３課長 
       （事務局）尾形秘書広報課長・林企画政策課長 他 

 

５．概 要 

 

（１）開 会（秘書広報課長） 

 

（２）市長あいさつ（宇井市長） 

   平成 24 年度第１回目の市民懇談会にご参加をいただきまして誠にありがとう

ございます。 

市民懇談会は、市民の皆様と一緒になって市政を進めていくために、私が市長

に就任してから継続して実施しておりますが、昨年は、大震災の復興をテーマに

対話させていただきました。 

新開町や住金団地の液状化につきましても、単なる復旧だけでなく、災害に強

い確実な工法で進めていく必要があります。 

現在、市の最上位計画である総合計画の後期基本計画を策定しており、今年度

中には、今のニーズに合わせて後期基本計画を策定いたします。 

   市民の皆様のご意見を私が直接お聴きし、知恵を絞り、皆様方と一緒に市政運

営を進めて参りたいと考えておりますので、どうか忌憚のないご発言をお願いい

たします。 

 

（３）職員紹介 

教育長・各部長の自己紹介 
  

（４）懇 談（進行：市長） 

 

① 配布資料に基づく説明（企画政策課 増田政策班長） 

 

   ・香取市総合計画 後期基本計画策定方針について（資料１） 

     災害復興計画を踏まえ、平成 25 年度から平成 29 年度までを計画期間と

する「後期基本計画」を策定します。 
     策定にあたって、基本的な考え方として、６つの柱があり、様々な意見

聴取を行い、市民参加に努めます。本日の懇談会もこの１つです。 



 

     そして、来年２月には計画を決定する予定です。 
   ・市民意識調査結果について（資料２） 

      ４月中に２０歳以上の 2,500 人を無作為抽出して行い、有効回答率は、

58.5％でした。 

      概要は、定住したいと考えている人が 69.6％、住みよいと考えている

人が 50.0％でした。 

      また、満足度と重要度から、地域医療や地域防災、企業誘致などを推進

していく必要があることがわかりました。 

 

② 質疑応答・意見交換 

   

   三ノ分目：○○氏）北地区ではまちづくり協議会がスタートし、アンケート調

査を行ったところ、職場がなく、若者が戻れないと意見がありました。 

       そこで、企業誘致の見通しはどうですか。 

    経済環境部長）ソニー跡地の公募を行ったが、数社から申請があったものの

該当企業がありませんでした。他の用地も含め、随時、企業訪問をして

います。 

    市長）鹿島・成田に雇用先があり、特に成田空港は、発着回数の増に伴って

雇用も増えることが期待されていますが、市民の雇用の確保に努めます。 

 

   大根塚：○○氏）ソニー跡地の公募方法を見直しするんですか。 

    経済環境部長）敷地面積が大きすぎるなどの声がありました。そこで、現在、

随時、企業訪問を行い、企業側のニーズに合わせて誘致を推進していま

す。 

    市長）ソニーから市へ譲渡したい旨の申し出があり、評価額６億円（時価９

億円相当）のところを交渉し、１，８００万円の破格で購入しました。

厳しい経済情勢ではありますが、このメリットを企業誘致に最大限生か

していきます。 

 

   一ノ分目新田：○○氏）香取市として合併し、地元がどうなるのか心配だし、

住みやすくしてほしいと願っています。小見川には、目に見える施設が

少なく佐原に偏っているように思います。そこで、４つ質問があります。 

       ・小見川における重点施策は何ですか。 

       ・小見川大橋の混雑緩和をお願いします。 

       ・住民自治協議会は市の下部組織のようなものですか。 

       ・利北分校は統合せず、残してほしいです。 

    市長）佐原への一極集中はないし、小見川には、統合給食センターや市民セ

ンターも建設中です。 

       重点施策は、小見川総合病院のあり方を含む地域医療とソニー跡地へ

の企業誘致です。病院の方向性は、年度内に出します。 

       小見川大橋は、県や神栖市と連携し、代議士にも協力いただき、４車

線化の要望をしています。 

    企画財政部長）住民自治協議会は、あくまでも自発的に結成され、自らの考

えで自らまちづくりを行うものです。市は、その活動に支援を行ってい

きます。 



 

    教育長）利北分校の授業を視察しましたが、教育環境の観点からも、各学級

２０名程度の学校規模が必要と思いますので、統合についてはご理解く

ださい。また、統合にあたり通学手段にも配慮いたします。 

    

   五郷内：○○氏）アンケート中の「住みにくい」理由は、具体的に何ですか。

また、その改善策は。 

    企画政策課）公共交通の便が悪い、買い物が不便、医療や福祉体制が不十分、

魅力的な職場がないなどの順になっています。 

    市長）改善策としては、策定する後期基本計画を着実に実施していくことと

考えます。 

 

   ③市長締めのあいさつ 

限られた時間ですが、貴重なご意見を頂戴できました。また、今後も、

いろいろな意見をいただきたいと思います。本日は、ありがとうございま

した。 

 

（５）閉 会（秘書広報課長） 

 

 

【配布資料】 
  資料１： 香取市総合計画 後期基本計画策定方針 
  資料２： 市民意識調査結果 



 

平成２４年度第２回 市民懇談会開催結果概要（山田） 
 

 

１．日 時  平成２４年７月２５日（水）１９時３０分～２０時５３分 

 

２．場 所  山田公民館 ２階 視聴覚室 

 

３．参加者  ４０人 

 

４．市職員  宇井市長 

宮崎教育長・寺島総務部長・瀬宮企画財政部長・土戸市民福祉部長・

石田環境経済部長・大堀建設部長・石川上下水道部長・石毛山田支

所長・他３課長 
       （事務局）尾形秘書広報課長・林企画政策課長 他 

 

５．概 要 

 

（１）開 会（秘書広報課長） 

 

（２）市長あいさつ（宇井市長） 

   平成２４年度第２回目の市民懇談会にご参加をいただきまして誠にありがと

うございます。 

市民懇談会は、市民の皆様と一緒になって市政を進めていくために、私が市長

に就任してから継続して実施しておりますが、昨年は、大震災の復興をテーマに

対話させていただきました。 

現在、市の 上位計画である総合計画の後期基本計画を策定しており、今年度

中には、今のニーズに合わせて後期基本計画を策定いたします。 

この山田地域で、合併後の５年間で成し得なかった、そしてこういうものをや

ったらよいのではというものがでてきたと思いますので、是非、お話しを頂戴で

きればと思います。 

まったく新しいものを作るわけではないのですが、真っ白なキャンバスに絵を

描くような感覚で、どうか忌憚のないご発言をお願いいたします。 

 

（３）職員紹介 

教育長・各部長の自己紹介 
  

（４）懇 談（進行：市長） 

 

① 配布資料に基づく説明（企画政策課 増田政策班長） 

 

   ・香取市総合計画 後期基本計画策定方針について（資料１） 

     災害復興計画を踏まえ、平成２５年度から平成２９年度までを計画期間

とする「後期基本計画」を策定します。 
     策定にあたって、基本的な考え方として、６つの柱があり、様々な意見

聴取を行い、市民参加に努めます。本日の懇談会もこの１つです。 



 

     そして、来年２月には計画を決定する予定です。 
   ・市民意識調査結果について（資料２） 

      ４月中に２０歳以上の 2,500 人を無作為抽出して行い、有効回答率は、

58.5％でした。 

      概要は、定住したいと考えている人が 69.6％、住みよいと考えている

人が 50.0％でした。 

      また、満足度と重要度から、地域医療や地域防災、企業誘致などを推進

していく必要があることがわかりました。 

 

② 質疑応答・意見交換 

   

竹之内：○○氏） 
１点目 

橘ふれあい公園のパークゴルフ場・生きがい交流館を建設予定と聞いてい

るが、概要を説明してください。 
また、施設の建設にあたっては、運営管理の面で指定管理者制度を活用し

ながら、民間にできるものは民間まかせて、経費の節減を図ってください。 
現在まちづくりの役員をやっているが、高齢者から、パークゴルフ場をつ

くってほしいとの要望を聞いています。 
２点目 
重要課題の中の地域消防について、佐原の鳥羽地区は手押し車でポンプを

運んでいるため、自動車の整備をお願いします。 
３点目 
小学校の統合は、山田では府馬小学校の他、４つの小学校を２つにすると

聞いていますが、栗源で３つを１つにした例もあるので、５～６年先のこと

を言うならば、５つの小学校を１つにするような考えもあると思います。 
総務部長）消防車の配備状況ですが、市内で数か所このような状態になってい

ます。現在、広域消防の基本計画の中で、消防団員の数、機械、消防車等計

画を練り直して進めていきます。 
教育長）小学校の統合ですが、まず、香取市全体を見ますと、来年４月をもっ

て、佐原区内の、新島小学校大東分校が、本校の新島小学校と統合する 終

の準備委員会を立ち上げたところであります。 
香取市全体の小中学生の人数を比較すると、Ｈ２３年度とＨ２４年度で、

227 名の減になっております。山田区内に限って見ると、小学生で、Ｈ２４年

度は、470 名いますが、Ｈ３０年度は 372 名と約 100 名の減が見込まれており

ます。 
このような状況から、学校の適正化は避けて通れない状況であります。全

地域でまとまった意見の集約はできておりませんが、進めています。 
 
○○氏）山田支所を小学校にして、山田区内の小学校を１校に統合してはどうか。 

 
○○氏）香取市が合併して６年４か月が経つが、市民が合併してよかったと実感で

きるような、公平・平等と思えるような予算の執行をしてください。 
市民意識調査について、2,500 人を対象に無作為で抽出とあるが、地域・

男女の比率・年齢等はどうなっているんですか。 
企画政策課）男性は 46.8％、女性は 51.6％、２０代は 7.2％、３０代は 13％、



 

４０代は 12.6％、５０代は 19.4％、６０代は 25.6％、７０代以上は 18.7％

です。５０代以上の方が、６割を占めます。居住地は、佐原地区が 51.1％、

小見川地区は 27.8％、山田地区は 12.6％、栗源地区は 6.6％です。ほぼ人口

比率になっています。 
 

○○氏）児童数の減少の原因はどこにあると考えていますか。 
  教育長）日本の総人口が減少していること、結婚をしない人が増えたこと、経済

的な理由から１人の女性が生む数が減少したこと、働く場所が無い等、もろ

もろの原因が重なったためと考えられます。 
 

○○氏）香取市へ進出する企業への優遇措置等はあるのか。誘致活動をして決まっ

た企業は何社ありますか。 
環境経済部長）企業立地の奨励金制度があります。土地・建物の固定資産税評価

額相当の５年間の延長、また従業員採用した場合、100 人を限度として、１人

当たり１５万円の雇用の助成金があります。これらの立地奨励金制度ができ

てから、１社決まりました。 
また、小見川ソニー跡地について、ＰＲ活動やアンケート調査を実施し、

１０社程度の応募があったものの、決まらなかったため、方針を変えて現在

５社と具体的な交渉を進めている段階です。 
 

○○氏）小見川工業団地内にある倒産した企業の建物について、企業で解体できな

ければ、市でどうにかできないのか。 
 環境経済部長）撤退企業が数社ありましたが、１社は新しく誘致しております。

他は、管理している会社を訪問し、説明しております。 
 

○○氏）東関東大震災について、各地域の災害の割合を教えてください。 
  建設部長）佐原地区の国道 356 から北側や小見川地区、山田地区の一部で液状化

の被害がありました。比較するとかなりの差があります。 
  市長）被害が大きかったのは佐原地区や小見川地区の新開町、山田地区の入小保

内、比較的被害が少なかったのは栗源地区でありました。 
  企画財政部長）現在、総計では 7,000 以上の建物の被害届が出ています。昨年の

１１月の被害状況の数字ですが、全壊・大規模半壊・半壊等の総計は 5,565

件。佐原地区は 4,323 件、小見川地区が 994 件、山田地区が 221 件、栗源地

区が 27 件です。 

 

山倉：○○氏）高齢者福祉の関係で伺います。 
山田町時代から始めてもう８年くらいになりますが、何人かで移動販売を

やっています。来てくれるお客様は「交通弱者」です。また、私たちも年齢

が上がり、作業がきつくなっています。 
要望ですが、高齢者の方たちが集まったところに、保健師や栄養士がきて、

健康状態をチェックしていただくようなことはできますか。 
  市民福祉部長）１人暮らしの高齢者の方々や高齢者世帯も非常に多くなっている

という中で、地域や民生委員の方々の力を借りて「見守りネットワーク」を

構築していかなければならないと考えます。 
また、健康チェックは、検討します。 

  環境経済部長）昨年の１年間、検証的に移動販売を行いました。みなさんのお話



 

を聞かせていただきながら、対応を検討していきます。 
 

小川：○○氏）市道及び県道にはみだしている枝は、どういう対策をしていますか。 
建設部長）民有地の木の枝であるため、地主に話をして対応しています。 

 
神生：○○氏）木の枝の垂れ下がりについては、地主が切るのは限度があるため、

市・県・国は地主と協議し、切っていってもらいたいです。 
建設部長）協力しますが、個人の財産ですので、勝手に切るわけにはいかないこ

とをご理解ください。 
 

川上：○○氏）公共施設の建設が行われたり、花火大会も小見川と佐原でやったり

と、無駄ではないか。戦略的な計画について、具体的に教えてください。 
  企画財政部長）基本計画は、方針という考え方のため、抽象的になっています。

今後具体的に項目を設け、これから盛り込んでいきます。後日お示しいたし

ます。 
 佐原地区では水の郷さわらでコンサートを行っています。そのイベントの

一環で、花火を打ち上げています。 
市長）花火大会は小見川地区と佐原地区で開催されていましたが、小見川の花火

大会で一本化しました。行財政の改革を進めており、基金の総額も上がって

いますので、無駄使いはありません。 
公共施設の建設についても、合併前から計画されていたもので、合併特例債

を有効に活用して行っています。 
 

 ○○氏）今はいい人材を確保するチャンスなので、職員はきちんと採用する必要が

あります。 
  市長）合併で整理統合しながら、計画的に職員の採用を行っています。 
 

③市長締めのあいさつ 

限られた時間ですが、貴重なご意見を頂戴できました。 

橘ふれあい公園・牧野の森整備事業は、一昨年に着手いたしましが、震

災の影響で老人福祉センターが使用不能となり廃止することとなりまし

た。現在、パークゴルフ場や老人福祉センターの代替施設の整備を含めた、

プロポーザルを行い、８月の半ばには契約することになります。今年度中

に基本的な計画ができ上がります。計画を作っていく中で、説明会や意見

聴取会を行います。来年には実施計画に入り、早ければ再来年には着工に

なります。 

また、今後も、いろいろな意見をいただきたいと思います。本日は、あ

りがとうございました。 

 

（５）閉 会（秘書広報課長） 

 

 

【配布資料】 
  資料１： 香取市総合計画 後期基本計画策定方針 
  資料２： 市民意識調査結果 

 



 

平成２４年度第３回 市民懇談会開催結果概要（栗源） 
 

 

１．日 時  平成２４年８月８日（水）１９時３０分～２０時５０分 

 

２．場 所  栗源支所２階２０１会議室 

 

３．参加者  ３２人 

 

４．市職員  宇井市長 

宮崎教育長・寺島総務部長・瀬宮企画財政部長・石田環境経済部長・

大堀建設部長・石川上下水道部長・高岡教育部長・渋谷栗源支所長・

他２課長 
       （事務局）尾形秘書広報課長・林企画政策課長 他 

 

５．概 要 

 

（１）開 会（秘書広報課長） 

 

（２）市長あいさつ（宇井市長） 

   平成２４年度第３回目の市民懇談会にご参加をいただきまして、誠にありがと

うございます。 

市民懇談会は、市民の皆様と一緒になって市政を進めていくために、私が市長

に就任してから継続して実施しておりますが、昨年は、大震災の復興をテーマに

対話させていただきました。 

栗源地区は、比較的被害が少ない地域ではありましたが、市内各地では液状化

が起き大変な状況となりました。今年度を復興年度と位置づけ、単なる復旧だけ

でなく、市全体の今後の減災に反映させていきたいと考えています。 

現在、市の 上位計画である総合計画の後期基本計画を策定しており、今年度

中には、今のニーズに合わせて後期基本計画を策定いたします。 

   市民の皆様のご意見を私が直接お聴きし、知恵を絞り、皆様方と一緒に市政運

営を進めて参りたいと考えておりますので、どうか忌憚のないご発言をお願いい

たします。 

 

（３）職員紹介 

教育長・各部長の自己紹介 
  

（４）懇 談（進行：市長） 

 

① 配布資料に基づく説明（企画政策課 増田政策班長） 

 

   ・香取市総合計画 後期基本計画策定方針について（資料１） 

     災害復興計画を踏まえ、平成２５年度から平成２９年度までを計画期間

とする「後期基本計画」を策定します。 
     策定にあたって、基本的な考え方として、６つの柱があり、様々な意見



 

聴取を行い、市民参加に努めます。本日の懇談会もこの１つです。 
     そして、来年２月には計画を決定する予定です。 

   ・市民意識調査結果について（資料２） 

      ４月中に２０歳以上の 2,500 人を無作為抽出して行い、有効回答率は、

58.5％でした。 

      概要は、定住したいと考えている人が 69.6％、住みよいと考えている

人が 50.0％でした。 

      また、満足度と重要度から、地域医療や地域防災、企業誘致などを推進

していく必要があることがわかりました。 

 

② 質疑応答・意見交換 

   

   沢：○○氏）定住意識調査の結果で、市外へ「引っ越したい」という方は、若

い人であろうと思います。私の町内でも、長男が外に出て家を建ててし

まうという状態で、どうすれば地域の若者が残るのか、教育の在り方や

企業誘致が足りず職場がないといった実態に対する考えを伺います。 

    市長）香取市全域に同じような問題があります。人口の減少は、年間約 900

人。合併してから 5,000 人以上が減少している状況です。高齢化も進ん

でいます。こういった状況は香取・海匝地域でみられ、広域で捉える必

要があると考えます。 

行政の施策としては、第 1 は雇用の確保です。栗源地域には、誘致を

するための土地がありますので、企業誘致を行っております。成田空港

の発着回数の増に伴って雇用も増えることが期待されています。 

もう 1 つは、香取市の基幹産業である農業です。厳しい経営状況や後

継者不足が問題となっています。 

      また、郷土愛、生まれ育ったところに根付く、そういった教育は大切

であると考えます。 

教育長）少子化は、学校教育にも影響を及ぼしています。今年度の栗源小学

校の児童数は 190 名、７クラス、特別クラスが１クラスです。平成３０

年には 153 名になってしまいます。 

 

   苅毛：○○氏）震災で栗源公民館が使用不能です。地域の皆さんが集まれる場

所がないので、公民館の建設を、後期計画に組み入れていただき、速や

くお願いしたいと思います。 

    市長）栗源公民館は、耐震検査の結果、使用不能となりました。代替施設は、

今年度、設計を行い、早ければ、来年度には工事に入りたいと思ってい

ます。 

また、消防の分遣所も使用不能となっていますが、来年度に設計業務

を行い、早くて再来年度に現在の給食センターを改築します。公民館跡

地も含め、一体として整備します。 

栗源支所長）栗源公民館の工事内容は、栗源支所を改造して、２・３階に

公民館機能を持った市民センターとして整備する予定です。 

      

沢：○○氏）栗源公民館に関連して、６月頃に図面で示されていますが、内容

に不満な点がありますので、いつまでに内容の要望を出せばよろしいで



 

しょうか。 

 総務部長）８月の上旬までとお願いしてありますが、今日まで要望等は挙が

っていないので、総務課や支所を通じてご意見をいただきたいと思いま

す。 

  

   高萩：○○氏）山田の老人福祉センターの説明をお願いします。 

     市長）地震で使用不能となり、廃止いたしました。代替施設として、旧山

田町から引き継がれている、牧野の森整備事業・橘ふれあい公園整備事

業で一体的な整備計画の中で、（仮称）ふれあい交流館の建設を予定して

います。設計業者がほぼ決定しており、今月から、地域の方々から意見

を伺い、今年度中に基本設計、来年度に本設計、早くて再来年度には工

事に入れると考えています。 

 

高萩：○○氏）基本構想からすると環境対策が遅れていると感じます。森林組

合では、災害復旧のための建築に香取の木材を使えないか議論が行われ

ています。公共施設の内装などで、木材を使える個所にはできるだけ地

元の木材を使うなど計画の中に具体的に入れられますか。 

     環境経済部長）千葉県の補助金で、「千葉の木住まい作り」という、住宅に

千葉の木を使ったら補助金がでる制度があります。先日、香取市森林組

合から、今後、香取の木を優先的に使った場合の助成制度を整備してほ

しいと要望がありましたので、検討しています。 

また、公共施設に関しては、他の部署にも要望等して行きます。 

    市長）香取市木材組合からも同様の要望をいただいています。里山の保全に

もつながると考えています。 

    

   西田部：○○氏）後期基本計画を策定していく中で、市民の意見を聴く機会を

設定とありますが、気軽に意見を言えるのは、支所と考えています。今

後の各支所の在り方をお聞かせ願います。 

    市長）窓口は総合窓口化になります。現在、職員数の適正化を行っている

中で、現在までに、170 人の圧縮が図れました。向こう５年間であと 100

人程度の圧縮を図る計画です。これによって、おおよそ１００億円の人

件費の削減が叶うとされています。栗源支所の人数も少なくなりますが、

支所は継続し、同様のサービスを維持します。 

    

   開進：○○氏）２点ほど伺います。 

1. パブリックコメントとはどういう意味ですか。 

2. アンケートの説明の中で、地域医療体制の充実と高齢者福祉の推進に

ついてお聞かせください。 

      総務部長）パブリックコメントは、市の施策や方針を決める計画策定や市民

生活に深く関係する条例制定にあたり、 終決定の前に、市民の皆様全

員にご意見を伺う制度のことです。 

    社会福祉課長）地域医療の整備・高齢者福祉の推進は全国的な地方の問題と

なっています。産婦人科がないことや高齢化の問題は、それぞれの専門

分野での計画を作って対応して行きます。 

    市長）市民にとって有益な病院体制・医療体制にして行きたいと考えていま



 

す。香取市には、地域の中核病院として小見川総合病院（約 170 床）、県

立佐原病院（約 200 床）があります。両病院の建物は、老朽化しており、

建て直しが検討されていますが、県・東庄町と協議し、香取地域の病院

の在り方として総合的に判断します。 

なお、小見川総合病院は、今年の１２月までには、方向性を打ち出して

いきたいと思います。 

      数年後には高齢化率は３０％を迎えるとされています。高齢者福祉・医

療は、これからも重点的に事業や施策を講じて行きます。 

          

小川：○○氏）5点伺います。 

1. 栗源地区で大豆等を作っていますが、農地水環境保全事業の１９年度

から２３年度の５年間で実施した地区数と補助金額を教えてください。 

2. 今年度から実施する地区数と補助金額を教えてください。 

3. 岩部地区は湧水が多く休耕地も多い。実際、暗渠しなくては耕作でき

ません。個人の農家では暗渠はできませんので、市から資材を提供いた

だけますか。 

4. 栗源区の鹿島港線と東総有料道路のメイン道路周辺に耕作放棄地が

多く見受けられるため、その原因と対策を教えてください。 

5. 県道の椿海線で大角から大根の三差路まで幅員が狭い。 

市長）県道の椿海線は、県へ拡幅をお願いしています。 

     環境経済部長）農地水の補助金の地区数と額は、４５組織、8,400 万円ほど

です。現在、栗源地区にはないので、再度、推進して行きます。 

暗渠排水の資材提供は非常に難しいことですが、要件を満たしていれば

市単独で５０万円の補助金を支給しています。 

耕作放棄地ですが、高齢化や後継者不足、条件整備等から作らない人が

多いと思われます。 

    

③市長締めのあいさつ 

限られた時間ですが、貴重なご意見を頂戴できました。公民館の代替施

設の計画が地域の皆様の耳に届いていなかたことは、行政側がきちんと情

報を発信できていなかったと反省しています。 

また、農地水環境保全向上対策は、普段行っている田んぼや畑の草取り、

農道の整備などをみんなで行うと補助金が出るという制度ですので、ぜひ、

立ち上げていただきたいと思います。 

一番大事なのは皆さんの声です。できるだけ多くの皆さんの声を反映し

て方向性を決め、まちづくりに反映させていきたいと考えております。本

日は、ありがとうございました。 

 

（５）閉 会（秘書広報課長） 

 

 

【配布資料】 
  資料１： 香取市総合計画 後期基本計画策定方針 
  資料２： 市民意識調査結果 



 

平成２４年度第４回 市民懇談会開催結果概要（佐原） 
 

 

１．日 時  平成２４年８月１１日（土）１９時３０分～２０時４６分 

 

２．場 所  佐原中央公民館 ３階 大会議室 

 

３．参加者  ４４人 

 

４．市職員  宇井市長 

宮崎教育長・瀬宮企画財政部長・土戸健康福祉部長・石田環境経済

部長・大堀建設部長・石川上下水道部長・高岡教育部長・他１課長 
       （事務局）尾形秘書広報課長・林企画政策課長 他 

 

５．概 要 

 

（１）開 会（秘書広報課長） 

 

（２）市長あいさつ（宇井市長） 

   平成 24 年度第４回目の市民懇談会にご参加をいただきまして誠にありがとう

ございます。 

市民懇談会は、市民の皆様と一緒になって市政を進めていくために、私が市長

に就任してから継続して実施しておりますが、昨年は、大震災の復興をテーマに

対話させていただきました。 

特に、佐原地区は液状化の被害が多く発生しましが、災害関連経費がかさむこ

とから、一般会計予算は約３５０億円規模となっています。単なる復旧だけでな

く、災害に強い確実な工法で進めていく必要があります。 

現在、市の 上位計画である総合計画の後期基本計画を策定しており、今年度

中には、今のニーズに合わせて後期基本計画を策定いたします。 

   市民の皆様のご意見を私が直接お聴きし、知恵を絞り、皆様方と一緒に市政運

営を進めて参りたいと考えておりますので、どうか忌憚のないご発言をお願いい

たします。 

 

（３）職員紹介 

教育長・各部長の自己紹介 
  

（４）懇 談（進行：市長） 

 

① 配布資料に基づく説明（企画政策課 増田政策班長） 

 

   ・香取市総合計画 後期基本計画策定方針について【資料１】 

     災害復興計画を踏まえ、平成 25 年度から平成 29 年度までを計画期間と

する「後期基本計画」を策定します。 
     策定にあたって、基本的な考え方として、６つの柱があり、様々な意見

聴取を行い、市民参加に努めます。本日の懇談会もこの１つです。 



 

     そして、来年２月には計画を決定する予定です。 
   ・市民意識調査結果について【資料２】 

      ４月中に２０歳以上の 2,500 人を無作為抽出して行い、有効回答率は、

58.5％でした。 

      概要は、定住したいと考えている人が 69.6％、住みよいと考えている

人が 50.0％でした。 

      また、満足度と重要度から、地域医療や地域防災、企業誘致などを推進

していく必要があることがわかりました。 

 

② 質疑応答・意見交換 

   

   玉造：○○氏）高齢者福祉の満足度が低いというアンケート結果ですが、施設

は十分あると思うので、理由を教えてください。 

    企画財政部長）高齢者が増加していく中で、重要な施策だと捉えているとい

うことです。 

 

平台：○○氏）自治会長をしているが、留守中であったため、近所の独居老人

が台所で倒れていたのを気が付かなかった。見守りの体制をなんとかし

ないといけないと思っています。 

 市民福祉部長）民生委員と連携して、要見守者の把握を図っているが、自治

会長を始め、関係団体とも協力体制を築いていきます。 

 市長）自治会長におかれましては、業務多忙の中、よろしくお願いします。 

 

本川岸：○○氏）独居老人対策には、近所付き合いが大切だと思います。 

    また、アンケートの中で、「市外へ引っ越したい」と回答した人の理

由は何ですか。 

 企画政策課）住みにくいという理由では、公共交通の便が悪い、買い物が不

便、医療や福祉体制が不十分、魅力的な職場がないなどの順になってい

ます。 

 市長）近所付き合いは、自治会長に声かけをお願いしています。地震災害が

近所付き合いの大切さを教えてくれました。 

 

水郷団地：○○氏）後期基本計画の策定にあたって、前期分をチェックして、

後期に生かしていくべきですが、外部機関によるチェックをしているの

ですか。 

    企画財政部長）内部の都市経営本部でチェックしていますが、外部チェック

は検討します。 

 

   上宿：○○氏）チェックは、５年の中間で行うのがよいと思います。 

    企画財政部長）毎年チェックし実施計画を立てていますが、検討します。 

 

   下川岸：○○氏）市民懇談会の周知に回覧は不向きです。もっとたくさんの人

が参加するようなＰＲをしてください。 

    秘書広報課）広報紙に２度掲載するとともに、自治会長、青少年相談員、子

供会及び住民自治協議会役員に案内通知を送付しています。 



 

 

   橋替：○○氏）青少年相談員、佐原小のＰＴＡ会長をしていますが、子供たち

は財産だと思っています。 

       近、子供たちが事故に巻き込まれるニュースを聞きますが、安全な

通学路の確保をお願いします。 

    教育長）子供達の安全安心な通学路を確保することが重要であると思ってい

ます。そこで、市の他、警察や学校関係者等と通学路の安全点検を実施

しています。点検結果や対策は、学校を通してお知らせします。 

    市長）全国で子供たちが犠牲になる事故が起こっています。通学路の整備に

は多くの課題もありますが、優先的に整備して行きます。 

 

   新橋本：○○氏）都市計画道路（仁井宿、与倉線）の進捗状況と佐原消防署の

改築予定を教えてください。 

    建設部長）用地買収や排水対策を進めており、平成２７年度の完成を目指し

て工事を進めています。 

    市長）消防庁舎は、現在の場所に建て替える予定で、まもなく工事の入札を

行う予定です。完成予定は来年度（平成 25 年度）で、工事費は、１５

億円程度です。 

 

   石納：○○氏）市の基幹産業は農業ですが、農業の振興策と後継者対策は何で

すか。 

    市長）基幹産業は農業と認識していますが、農業には、経営規模の大規模化

や後継者など多くの問題があります。農家のみなさんと会話しながらよ

り良い対策を講じていきます。 

 

   ③市長締めのあいさつ 

限られた時間ですが、貴重なご意見を頂戴できました。また、今後も、

いろいろな意見をいただいて、まちづくりを行っていきます。本日は、あ

りがとうございました。 

 

（５）閉 会（秘書広報課長） 

 

 

【配布資料】 
  資料１： 香取市総合計画 後期基本計画策定方針 
  資料２： 市民意識調査結果 


