
市民懇談会（タウンミーティング）概要（中央公民館） 

 

１ 日 時  平成18年11月15日（火）19時00分～20時40分 

２ 場 所  佐原中央公民館視聴覚室 

３ 出席者  一般市民 ２５人 

４ 概 要 

（１）市長あいさつ 

（２）職員紹介 

（３）説明「合併後の市政に関することー香取市における税や公共料金の現状」    

   ・税務課長    加藤文雄 

・国保年金課長  吉岡桂枝 

・市民環境部長  椎名哲夫 

・上下水道部長  根本義郎 

（４）意見交換 

  ○水郷町第２ Ｋ 

    水郷町第２としての要望をする。一点目は356号線沿いの北一丁目辺り、警察署

入口付近の広報無線、防災無線について、声が聞こえないので何とかしてほしいと

いう話が出ているので改善してほしい。 

    ２点目は、２年前から市へ陳情している問題だが、環境整備の問題で旧八間川、

北口の千葉マツダから木内宅、水郷大橋にかけての水路が水路ではなくドブになっ

ていて悪臭がし、近隣住民が健康を害している。また冬になると雑草が生え危険な

状況である。２年前から申請はしているが、回答をいただいていないので、町内に

説明ができないので説明をお願いしたい。 

  ◇総務部長 

    防災行政無線の子局について、聞こえないという状況を確認させていただく。も

う一つの方法として個別受信機があるが、旧佐原市では３分の１負担であったと思

うが、合併したので市で貸与するのか、一部負担をもらうのかであるが、現地を確

認し、個別受信機で対応なのか検討する。 

 

  ○     

    防災行政無線については、佐原区全域がそうである。今の機械の状況では声が割

れてしまう。そのため個別受信機の一部負担の制度になったが、費用がかかるので

一部の人しか使えない。その制度のある町内の会長にところには１台無料で貸与し

ているが、ほとんどの市民は聞こえず困っている状況である。全体、全地域にわた

っている。 

  ◇総務部長 

    私たちと認識が違う。難聴区域は解消されたという認識でいる。難聴区域につい

ては個別受信機で対応しているが、現にそういうことであれば確認する必要がある。 

  ◇建設部長 



    旧八間川について、現場は確認してあるが、今年は無理な状況であるが、来年は

草刈を行い悪臭がでないよう努めるのでご理解を願いたい。来年度予算に計上しや

っていきたい。 

○水郷町第２ Ｋ 

    早急にやっていただきたいが、草刈をやるにしても、元の水路のところに泥が２

ｍも入ってしまっている。できれば泥を取り出して入れ替えをしてもらいたい。草

刈だけでなく、悪臭をなんとかしてほしい。できれば緑地公園のようにしてほしい。

町内でも協力する。 

    どぶが深く危険を伴っているので、入れないように周りに柵の設置をしていただ

ければありがたい。子どもが落ちると上がれない状況である。 

◇市長 

    河川の関係は、底地の所有と上のも、水の部分の管理がどこで行っているかであ

る。建設部長もはっきりわからないので、土地は国のものであるが、管理をどこで

やっているか精査した上で、どうようなことができるか協議する。 

 

  ○水郷町１ Ｙ 

    第1点目の行政改革推進状況、定員管理等について、 初に今日配られた資料に

もあるが、本庁及び佐原区の組織の見直しに関しありがたいと思う。この組織の見

直しを含め定員の削減がどのように進んでいるのか。３つの区についても、将来見

直しがなされるのかを含め、定員管理の将来計画及び現在までの行政改革の進捗状

況について伺いたい。 

    第2点目の合併後の香取市の財政状況について、市民税、負債等を含めて聞きた

い。市民税、県民税の納税額が16年度から比較すると18年度は４倍に膨れ上がっ

ていると思うが、このように納税額が上がった理由、内訳、内容をわかりやすく教

えてほしい。またこれにより市民税がどれだけ増額になったのか教えてほしい。 

    予算と負債額、借金は、香取市になって幾らあるのか。返済計画がどうなってい

るのか聞きたい。 

  ◇企画財政部長 

    旧佐原市も昭和６３年ころから行政改革の大綱をつくり行革を進めてきた。香取

市になって、さらに香取市としての行革大綱をつくろうということで着手をしてい

るところである。今までも見直しをしながら、定員管理についても、始めてから約

130人を減らしてきている。給食センターの調理員のパート化、保育所の民間委託、

配送の民間委託など、人員に関しては減らしてきている。例として平成17年度は、

32人退職したが採用は11人で、この年だけでも21人を減らしている。トータルす

ると100人以上の職員を減らしている状況である。その他、経常経費を削減するた

め需用費を３％一律カットするとか圧縮しながらやってきている。これからも新香

取市となり、職員の規模も大分大きくなり施設も多くなったので、新たな視点から

見直して、行革大綱、集中改革プランをつくろうと進めている。今年度中には策定

をするということで着手している。 

    合併後の負債については、250 億円くらいの起債残高、借金であったと思う。１



人当たりで28万円くらいである。広報でも示している。貯蓄、財政調整基金などの

蓄えについてはその１割程度である。財政状況として見ると、経常収支比率が

89.9％、公債費比率も15％弱で、比率としてはそれほど高くない状況である。特に

財政の硬直化を見る指標として、経常収支比率と公債費比率があるが、それから見

れば、率的には高い状況にあるので、財政の健全化をしていくためには削減すると

ころは削減するということでやっている。 

    合併したので交付税は、１つの市の試算でいくと55億円くらいになるが、特例で

10年間は旧１市３町で計算した額をもらえることになっている。70億くらいが入る

ので、15億円くらいが合併した効果ということで上乗せになっている。財政的には

非常に助かっているが、10 年後には 15 億円減るという状況でもあるので、それま

でには足腰を強くしておく必要がる。先を見越して財政基盤を強固にするような考

え方をもっている。 

  ◇総務部長 

    職員の定員管理については、旧佐原市で相当削減している。削減率は県下トップ

である。もうぎりぎりの線まできている。合併の大きな目的の一つに行政の効率化

があり人件費がある。基本的には抑制していく、今年度中には10年間の定員管理計

画をつくり市民に公開する。ただ減らせばよいのではなく、サービスに影響する、

低下するような削減はできないので、その辺を考慮して定員管理計画をつくり、広

報等でお知らせし皆さんに約束をする。基本的には相当抑制していく考えである。 

  ◇税務課長 

    平成16年から国の税制改正があり、特に年金世帯の改正が続き、老年者控除の廃

止、国の 50 万円控除の廃止、定額控除の廃止、65 歳以上か以下で一定の控除があ

るが、65歳以下で140万から120万になり、その関係で、所得割、均等割が増えて

いる。今年も定率減税が半分になり、来年は全廃になる予定である。定率減税の影

響額は約１億６千万円で、定率減税がなくなることによって市民税が増える予定で

ある。 

  ◇上下水道部長 

    地方債残高で、公営企業部門について、今日の広報にも17年度決算が載っていた

が、水道については、簡易水道を併せて122億5000万円、下水道については農業集

落排水を含め118億円である。佐原区の水道で見ると、15年度が償還のピークであ

り、ピーク時に比べ1億1000円くらい減っている。峠は越えたというところである。 

  ◇市長 

    10月1日に行った機構改革、本庁の中の課を整理したことについて、総合支所方

式をとって合併した。総合支所方式は、その役場ですべて行えるという形である。

従って４区があるが、その役場にすべて同じ課が４つともある。さらに4区をまと

める本庁をつくった。旧佐原市役所に本庁と佐原区事務所の２つがあった。 

    １階に農業振興課、３階に農政課、１階に佐原区の介護関係の課、２階に本庁の

介護関係の課があるような状況であった。わかりづらく、市民の方々からいろいろ

なご意見をきいた。条例等の関係で３、４ヶ月かかってしまったが１つのスペース

に置いたのが10月の機構改革である。関係部課に急がしたが10月までかかってし



まった。９月の議会にかけなければならないので、議員の了承を得てこの形になっ

た。この機構改革により５つの課が圧縮できた。５人の課長職がなくなった。同時

に課長クラス６つの部署が減少した。あわせて11人の課長を減らし、来年は昇格さ

せなくて済む。職員について今年も新職員の採用をするが、今年度から大幅な抑制

をする。60％から70％圧縮する。そのような形で定数を下げていく。一般会計の職

員が約830人いて特別会計を入れると900人以上いる。何人が適正かというのはわ

からないが、サービスの低下など支障がでないようギリギリの線までもっていく。 

 

  ○水郷町１ Ｙ 

    本庁と佐原区を一緒にしたのはありがたい。残った小見川、山田、栗源はこのま

までいくのか。将来は変えていこうという気持ちはあるのか。 

  ◇市長 

    この10月1日に全てを統一化しようとした。総合支所方式でなく全てを本庁に引

き上げ、支所を置き支所では窓口業務だけにしようとした。本庁１つの組織にしよ

うとしたが、莫大なキャパシティが必要で一遍にはできない。また議員に抵抗勢力

等もあり、結局もう少し見ていき、徐々に統合していこうということになったので、

10月１日の機構改革は本庁と佐原区を統合した。来年度は、各区事務所の中での圧

縮、機構改革をして行こうと思う。順序立てて課を統合して一つにしていこうと考

えている。できるだけ早くやりたい。これを行うことにより、税の節約になる。試

算をすると４億とも５億ともいわれている。できるだけ早く行い市民に還元する。 

 

  ○水郷町１ Ｙ 

    雇用の創出、働く場の確保について聞きたい。佐原の多田地区に工業団地をつく

ろうとしたが中止になったと聞く。働く場がないため若者がどんどん流出してしま

う。市として企業誘致など働く場の確保について、今後どのような施策を考えてい

るか。 

    消防本部の管轄区域と機構について聞きたい。従来は佐原市外５町消防組合と小

見川町外２町消防組合であり、合併によって管轄区域が変わったと思うが、どのよ

うになったのか。また本部が小見川に移ったと聞いているが、将来も小見川に置く

のか、佐原に戻すのか、機構改革等あったら聞きたい。 

  ◇経済部長 

    雇用の創出については２通りあり、地場産業を育成する方法と新たな企業を香取

市に誘致する方法がある。企業誘致は、佐原市時代に産業集積、雇用促進条例があ

り、それにより進出する企業に税を免除するなどのメリットを出していくというも

のを用意したが、残念ながらその条例の適用はなかった。現在はその条例もなくな

り、今は、企業誘致条例を策定すべく事務的に検討している。内容については、進

出企業にかなりメリットがある内容にしないと誘致合戦がかなり厳しい。市民の皆

さんのご理解をいただくためその検討をしている。企業を誘致するのに工業団地が

ないため工場適地について香取市全体の有効な土地利用という観点から検討を進め

る。 



  ○水郷町１ Ｙ 

    物流基地は成田の裏手の方に誘致しようとしても佐倉から東京の方を向いてしま

う。本来なら物流基地を佐原に置いてもらうことによって雇用の創出に繋がる。 

    多田工業団地も虫食い状態になっており、いずれは香取市で何とかしなければな

らないと思う。市長独自で空港関連の物流基地の誘致をしてもらいたい。 

  ◇市長 

    タイムリーである。３日前に成田空港会社の黒野社長と会食をしてゆっくり話を

した。その中で出た話は２点で、１点目は、騒音の関係で、関区より騒音が大きく

なったという強い要望が出ているので、騒音の解消のため、騒音の測定をもう一度

行うというものである。 

もう１点は物流基地の関係である。北伸の延長の滑走路は完成が平成２２年であ

る。成田空港はビジネス客や観光客だけで潤っているのではなく、今もそうだが、

将来的には物流で潤う空港になる。またそれを目指している。そのためにもコンテ

ナを運ぶ大きな飛行機が入れるように北伸をしていている。ここに新しい５つくら

いの物流会社を作りたいということである。完全に新規の会社でそこに創出される

雇用も新規である。その数は3000人である。上り側ではなく、下り側に香取市があ

り、鹿嶋港の港からの物流もあるのでそこにも着目してほしいと誘致をお願いした

ところである。考えるという前向きな発言であったので期待しているところである。

今後も要望をしていく。 

企業誘致条例については、次の議会あたり、早い時期に条例を決議していただき

企業が出やすいような環境をつくることが大事である。多田の工業団地については、

着任当初より県との交渉を進めているが、細かい話はこの場では避ける。企業庁は

2010年になくなる。今、手元にある土地を整理しているところである。高く売れる

ような土地は別だが、香取市にあるような企業庁所有地は、明確な答えは避けるが、

無償で移管になるのではないかと思う。そういったことを念頭に置き企業誘致を考

えていく。 

また、個別に、企業の進出予定の話が２社あるが、できるだけきてもらえるよう

にお願いしていく。 

    消防本部の管轄については、佐原は外５町、小見川は外２町でやっていた。大栄、

下総、神崎は成田の管轄になった。現在、香取市、東庄町、多古町で消防組合をつ

くっているが、基本的に消防署の管轄は変わらない。 

    本部については、今、話合いをしている。将来的には今の小見川のところという

わけにはいかないという意見が出ている。狭いためであり、佐原の今の建物でも手

狭である。皆さんのお許しがあれば、一番適当な位置に建設する方向で検討してい

る。 

 

  ○水郷町 Ｔ 

    市の財政が厳しいのはどこの市もそうだと思っている。ある市では、７年間で117

億円の経費を削減したとういう市がある。どこの市か知っているか。これは兵庫県

小野市である。７年で117億というのは、すごい経費が削減されていると思う。小



野市は、旧佐原市と同じくらいの人口約５万人である。市長は蓬莱市長というが、

改革について日本のトップをいっていると思う。民間の出で、数年前に市長に当選

した人だが、市役所は市内 大のサービス業という観点で、ものごとを進めている。

市役所を株式会社、商店等として見て、一つの会社として行政を見ている。職員は

会社の社員、従業員であるという見方で改革を行っている。小野市では、４つの指

針を立てている。顧客満足度志向で、会社としてものごとを進め、市民を顧客とし

て見ている。２番目に成果主義である。成果主義は、行政と会社の社員との差がこ

こにあると思う。ここにいる部長達もすばらしいアイディアを持っている部長もい

ると思う。すばらしい成果があった部長等にはボーナスも倍にして、市長より多く

の給料をとっても良いというように行っている。人事評価制度構築を行っている。

職員がやる気を起こすシステムをつくっている。３番目にオンリーワンの行政で、

オリジナリティの施策の施行、遂行である。これはカットし、それぞれの投資すべ

きところが違う。 

４番目には、本日このようなタウンミーティングを開いているが、これも市民に

言われてから改革するのではなく、後手から先手管理という方法で行っている。職

員の皆さんの改革がまず大切だと思う。７年間で117億円の経費を削減した小野市

では、決して公共事業が減ったわけではない。下水道も７年前には65％だったもの

を99％まで普及させた。このように必要な社会資本整備にはどんどんお金をつぎ込

んでいて117億円の経費を削減したという市である。香取市の部長もできれば視察

して、今後の行政の参考にしてもらえば、すばらしい香取市になると思っている。 

  ◇市長 

    小野市のことはよく知っている。冊子も読んでいる。その117億円は入札制度の

改革というものであり、その辺について協議をしたところであるが参考になる点も

多いと思う。入札の時に入札額を入れず、完全な競争の入札をさせるというもので、

そうなると地元業者がとれず、大手ばかりになってしまう。香取市の業者がとれず、

東京、千葉の業者ばかりになってしまい、地元業者の育成という面でどうかと思う。

また、10年間にわたり合併特例債を国で見てもらえる。10年間で220億円くらいで

あり、年間約20億円くらいである。これは、ほぼライフライン関係に使うように言

われている。土木関係、建物など、４つの地域が１つになったために必要になるも

ので、学校とか体育館とかである。その20億円ができるだけ地元の業者に落ちると

いうことも非常に大切だと思う。市外、東京の会社がとった場合、もの、道路等は

できるが何のメリットもない。できるだけ地元の会社がとり、その20億円が市に投

下されることが大切だと思う。もう少し検討させていただく。入札のことだけでは

ないと考えている。 

 

  ○水郷町第１ Ｓ 

    先程の弓削さんからの質問に対する市長の回答の物流拠点と3,000人の雇用につ

いて、宇井市長らしくバイタリティがある回答をもらい心強い。市民としてできる

ことがあれば、市長だけにすべてを任せるのではなく、市民も協力して努力してい

きたいと思う。 



    香取市民憲章の制定を早めにしてほしい。先日、香取市の広報に出ていた市のシ

ンボルである市章が発表され、すばらしいシンボルマークができたと思う。そのシ

ンボルマークのもとで、旧1市3町が一体となって素晴らしい香取市をつくってい

くということと同時に、もう一つは市民の憲法というべき市民憲章をつくらないと、

旧1市３町が一体となって香取市を建策していくということはできない。 

    一体となることが大事である。そのためには市民憲章が大事であると思う。全市

民が納得いく市民憲章を早くつくり、シンボルマークのように空高く飛び立ち、羽

ばたく市を目指すためには、市民憲章をつくらなければならないと思う。 

    旧佐原市の市民憲章は、すばらしい市民憲章だと思う。５つあり全て記憶して守

ってきた。しかし、残念ながら市民のほとんどは知らない。市としては回覧板など

に市民憲章を書いているが認識してないのが現状であった。そういう状態では活性

化しないのは無理ない。市のために市民として何をすべきか、ということで市民憲

章を基に努力していくべきと思う。かつて勤めていたOB会でボランティア活動をや

った。ふるさとさわやか運動の時に、水生植物園の周辺で空き缶、ビン拾いをやっ

た。成田市のボランティア活動にも行って、その時900人くらい集ったが、小林市

長は、出発式の挨拶の後、市民憲章が書いてあるものを広げ、市民が大きい声で唱

和をしていた。何事においてもやっているということであった。市民憲章の下に、

成田市民が一体になって、市のために、自分たちのために、市をよくするという気

概をもって行動していることがわかる。これから香取市として一体になるためには、

一体になるためのものがないといけない。市当局が誘導していかなければいけない。 

今、広報かとりを見ていると、今までわからなかった小見川、山田、栗源の情報

がよくわかる。しかし、まだバラバラである。これから市長のバイタリティで一体

になっていくと思うが、市、市職員、議員だけでなく、市民も力をつけていかなけ

ればと思っている。 

今の香取市として市民憲章策定の事務をしているのかどうか市長の考えを聞きた

い。 

  ◇市長 

    今の成田の取り組みというのは初めて聞いた。大変な取り組みであると驚いた。

大変参考になる。就任当初、すぐに市民憲章を含め、市章などを進めるようにした

が、市章はすぐに募集にかかるという状況であった。これは、９月３日の式典に間

に合わせるためであり 初に始めた。市民憲章の前に、市の花、市の木も決めてい

かなければならない。市の木、市の花を来年の合併１周年記念で決めていきたい。

来年度は、市の中長期のスパンを決める総合計画を策定する。その総合計画の策定

の中で市民憲章をうたっていくことを考えている。この中で協議をしはじめている

のでこの中で発表していく。もちろん議会を通してやっていく。総合計画について

は、まちづくりワークショップ、協議会、審議会など多くの分野の市民の意見が反

映されるようになっている。皆様方の納得いく市民憲章ができていくと考えている。 

  ○水郷町第１ Ｓ 

    かつて産業観光フォーラムが開かれて、知事が来たが、市長もパネラーとして出

席していた。コーディネーターが 後に、市長は、市民に何を望むかという質問が



あったと思うが、市長は、「今、市民に望むことはない。それより国、県に対して望

む。」と答えていた。参加者は大拍手をしていたが、私は拍手しなかった。かつてケ

ネディ大統領の就任時の有名な挨拶で、「アメリカの国は国民に対し何をするかでは

なく、アメリカ国民はアメリカに対して何をするべきか問う」というものがある。

こういう時代であるので、市民も香取市に対し何ができるかで、市長に全てお願い

ばかりするのでなく、市民も何かやるようにして、それに対し市長が陣頭指揮をし

て努力し、市民に対し叱咤激励をするべき時期である。市民も、頼りがちになって

しまうが、香取市発展のため率先して動く、働くというような体制にこれからはし

ていいかなければいけないと強く思う。 

  ◇市長 

    昔は行政もお金もあったので行政が引っ張っていたが、現在はそうではないと選

挙の時から言っている。行政は、ある程度の道筋、道標を示す。あとは市民が立ち

上がり自分でやる時代になっている。県内全体もそうであるが、国全体でもそうで

ある。田舎にいけば行くほど行政に頼りたがる。しかし大きくなった香取市では、

皆さんの市民パワーが何より大切である。行政がいくらやっても何にもならない。

市民の皆さんが立ち上がることが大切である。県立病院の問題もそうである。市民

が立ち上がったので県が動き始めた。市民一人一人の力がまちをつくっていく。同

感である。 

    昨日、12月議会が終了した。12月17日に議会議員選挙があるため１ヶ月早めて

行った。９月議会についての話をしたい。一生忘れることのできないものであり、

選挙でも約束した４つの自治区長を廃止条例を出し可決された。４自治区長は完全

に無駄なものである。これにより年間4300万円を圧縮できた。もう一つは本庁組織

の機構改革である。これにより課長クラス11人を圧縮できた。一般会計ベースでの

市の職員は約830人いるが、その中の11人といわれるかもしれないが、課長職は数

十人しかいない。その中の11人は大きい。年間8000万円の圧縮ができる。また収

入役も置いていない。全国的な流れであるが、職務も市の職員で十分である。この

報酬が1200万円であり、併せて1億3500万円を圧縮ができた。 

    また、合併特例債が10年間で約200億円がくるが、その中で基金をつくってもい

い金額が決められており、その制限のMAXである30億円を積み立てる。地域振興基

金条例つくり、年間10億円ずつ３年間30億円を積み立てる。10年間できっちり体

力を温存しておく、10年後にビクつかないよう足腰を強くしておくための１つの方

策である。 

    また、市の職員も全体として 4.8％の給料ベースの引き下げ、中高年層はさらに

２％、6.8％の引き下げを行った。今、香取市が、合併により一番しなくてはならな

いのは財政基盤の改善である。この１、２年の間にある程度の指針を決めておかな

ければ５年後ぐらつく。10 年後はどんどんぐらつく。まして 10 年後は、特例債は

使えなくなり、交付税がカットされる。こういう時にどう対処するか決めていくこ

とが大事である。しかしやることはやり、余分なものは１つ１つ丁寧に削り圧縮し

ていきながら、財政基盤を確立することが一番肝要であると考えている。そういっ

たところに重点を置き進めていく。真面目に、真正面から取り組んでいる。本日来



ているメンバーは精鋭であり、これだけ部長が揃うのは議会だけである。皆、真剣

にやっている。これからも行政として、市民の皆さまに、よりよい生活、安全安心

のまちづくりのために一生懸命進めていく。皆様もご協力、ご理解、ご尽力をいた

だけるようお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


