
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17日（金）19時00分～20時30分 

２ 場 所  佐原中央公民館大会議室 

３ 出席者  一般市民 ２０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  相川秀二 

（４）意見交換 

○下新町 Ｏ 

   配布された資料について、下水道料金のところに、水道料金を使っている場合の料

金が書いてあるが、井戸水を使っている場合も同額なのか。 

◇上下水道部長 

   下水道使用料について、上水道を使っていない場合は、下水道条例において、使用

水量を１人当り月5㎥と規定している。従って、家族人数により使用水量が決まり、

後は表に基づいて使用料金が決まる。 

 ◇市長 

  公共料金については、例えば、国保税などは差が非常に大きいので、一編に調整す

るのは負担が大きいと思われる。２年、場合によっては３年といった経過措置期間を

経て、段階的に上げたり、下げたりするような調整を図りたいと考える。 

   

○玉造 Ｏ 

  水道を引くときの加入金については、市町村によって違うと思うが、その金額はい

くらか。また、地下水を使っていて、水道に切り替えた場合、今までの配管があるの

に、なぜ配管料をもう一度払わなくてはならないのか。 

◇上下水道部長 

   新たに水道に接続することに伴う加入金のことだと思うが、旧１市３町の内訳は異

なっている。サイズにもよるが、13ミリの口径の場合、佐原区では105,000円である。

13ミリの場合には大きな差はないが、20ミリになると、佐原区が234,000円、小見川

区が15万円台、栗源区が18万円程度となっており、差があるので、これらについて

も料金とあわせて統一を図らないと不公平感が生じるものと考えている。 

   また、敷地内に既に給水管が敷設されているところに、新たに配水管から接続した

場合であるが、工事の関係でサイズ等が異なっている場合、敷地内の給水管も水道の

施設と一体となるので、場合によっては、指定業者との関係で調整をさせていただく



ことがある。それが、敷設換えを伴うものかどうなのか、基本的には、それが生きた

形で使用いただければ、新たな負担はないと思っている。 

（→あるから聞いている。） 

◇管理課長

   確認したいが、井戸から水道に切り替えたときに、納付金とともに改造費を請求さ

れたということか。 

 （→そうです。） 

   給水管というのは、一元的に個人の財産という位置づけになっており、それが水道

法による基準に満たなければ、敷設換え等の措置が必要となり、その費用はかかるが、

それは、基準に満たないので敷設換えの費用として、指定店なり工事業者が手間とし

て請求されたものだと思われる。 

   水道では、敷設換えについて、敷設の申請書の審査手数料は新たにかかるが、工事

に関して費用がかかるものはない。 

 ◇市長 

   それは、市に対して払ったのか。業者に払ったのか。 

○玉造 Ｏ 

  業者に対して払った。無論、私たちが水道を引く場合に、自分では配管できない。 

井戸水のときに配管してあり、それを市の水道に切り替えるときに、ジョイントす

るだけのことで、何故、配管の代金を二重に払わなければならないのか。 

◇管理課長

  実際に、現状がわからないので、後日お伺いし状況を調査した上で、説明させてい

ただきたいと思う。後で名前と住所をお聞きしたい。 

 

○上新町 Ｓ 

  以前に大谷津開発という話しがあったが、ちょうど市有地がある山の近辺に住んで

いる。道路、下水、水道等、全然進んでいないが、計画を建てているのかどうか伺い

たい。 

 ◇市長 

   大谷津の関係では、今から15年位前に、大八津の開発の計画がでたわけだが、その

数年後に、地権者の関係だと聞いているが、計画が頓挫しているということである。 

  現在は、そのままの状態であり、例えば、開発の計画等を立てた時点で、上下水道

などの整備計画も入るわけだが、いずれにしても、今は頓挫したままである。 

  合併が終わり、今年度は調整で大変ごった返している。また、今年度の予算は、旧

１市３町が作った予算をかき集めて、そのまま執行している状況である。勿論、補正

を行ったり、必要がないものはカットしている。このような状況であり、今年度に新

しい計画を立てるというのは、なかなか難しいとういう面もある。 

  個人的に申し上げると、旧佐原市内の中で、今後、本宿耕地が道の駅・川の駅とい

う形で整備されることになると、市街地の中で開発が遅れている部分は、大谷津しか

ないのではないかと考える。いずれにせよ、ある形をもって、住民の方にご提示をし

ながら、進めるべきであろうと考えている。 



◇建設部長

  大谷津開発の関係について、まず、道路がなくてはということで、都市計画街路事

業を進めている。第１工区から第４工区に分けてあるが、第３工区の、今話しがあっ

たところに道路を作るため買収を進めている。ちょうど牧野の観福寺から高野地区に

入るところで、一部を買収してある。 

今後、財政的な面もあるが、県の補助金を貰いながら、随時進めているところであ

る。また、市長が言われたように、道路と平行して進めざるをえないと思うが、平成

22年３月には、本宿耕地に道の駅・川の駅ができるので、それにジョイントできるよ

うな形で進めているところである。 

  大谷津開発については、基本的には、市長が言われたような形で進めていくことに

なろうかと思う。 

○上新町 Ｓ 

  大谷津開発のような大きな事業も進める必要があるが、その前に、現存の道路をも

う少し整備・管理してもらいたいと思う。 

  現存の道路や下水、水道等については、まだ計画されていないのか。 

◇建設部長

  まず、用地買収をしていかないと、なかなか次のステップにいけないというのが現

実であり、なるべく早く用地買収ができるように、県の補助金をいただきながら進め

ていくことになろうかと思う。 

○上新町 Ｓ 

  現存の道路が、言い方が悪いが、放ったらかしのような状態なので、それを整備し

ていただきたい。買収がどうとかではなく、現存の道路を整備してほしい。 

◇建設部長

  合併により、市道の認定をしているものが全体で 1,300ｋｍ位ある。どれくらいに

なるかというと、香取市から出発して、甲子園球場まで行って帰ってくる位の距離に

なる。今の質問については、随時やってはいるが、要望箇所が600件程あるので、危

険度の判定をして、危険度の高いところから順次進めていく予定であるので、その辺

ご理解をいただきたい。 

○上新町 Ｓ 

  水についても、信用の置けない状況であり、周りには、以前にゴミ処理場であった

所もあるので、水道等について、一刻も早く引いてもらいたい。 

◇上下水道部長 

  大谷津の山の下、下新町から奥の方は、下水道の整備も入っていない。水道の方は、

なお優先させなければいけないと考えている。 

下水道については、合併により香取市となって、全体の区域の中で、どこを重点的

にやっていくべきか、そういった見直しをしているところである。今日のこの場では

何とも申し上げられないが、全体として、今まで遅々として進んでいたものを、1 歩

でも加速をさせていきたいと考えている。 

  水道については、合併により、スケールメリットが大きくなったので、現在、佐原

区だけで29,400人の給水人口であるが、全体では、66,000人になっている。その分、



財布の方も大きくなっており、多少余裕が生じてきている状況にある。それをどう効

果的に投資していくかという点で、検討させていただきたいと思う。 

 

○諏訪台 Ｍ 

  消防について、本部が小見川になったとは知らなかった。 

  実は、私の息子が５月 22 日に、栗源と大栄の間で仕事中に急に高熱が出て、佐原

の消防署にお願いしたが、小見川ということで、返答がくるのに１時間かかった。そ

して、栗源と大栄の間だから成田になってしまい、成田でも１時間半かかり、ちょう

どラッシュにもあたって、３時間のロスで、息子は眠るように亡くなった。 

  小見川が本部だと全然知らなかった。佐原の県立病院にお願いしたが、それが、小

見川で１時間のロス、小見川から誘導された成田で１時間半のロス、結局３時間のロ

スで亡くなってしまった。 

  医療関係について、いったいどうなっているのか。 

 ◇市長 

  今日の場には消防関係の職員がいないので、どの辺で病気が起きて、どの辺で要請

があり、どういった経路で搬送されたのかわからないが、消防本部がどこであれ、救

急関係は、今までと同じ形で置いてある。例えば、佐原区の佐原消防署にも救急車は

あるし、本部の置かれている小見川の消防署にもあるので、手続きの不備であったの

だろうと考える。ちょっと調べさせていただきたいと思う。 

いずれにしても、大栄の道路の上であるということになれば、・・・ 

 （→場所は、栗源の飯田牧場というところ） 

 （栗源には、飯田牧場はないが・・・） 

  場所がどこであろうと、いずれにせよ、これは縦割り行政の一番悪いところであり、

ちょっとでも町から離れると、管轄が違うということで、どうにもならないことがあ

る。同じようなことが、北佐原でも生じていて、例えば、北佐原の扇島の方で救急が

あるとすると、それこそ潮来大橋を越えれば、すぐそこに潮来市の消防署があって、

２，３分程度で来れるのを、こちらから向かうと、８分程度、渋滞にはまるとそれ以

上かかってしまう。 

そして、これをどのように処理していこうかということで、現在、潮来市とも話を

している。こちらまで来てもらえないかと言うと、潮来で何かあったらどうするんだ

ということで頓挫する。これには、広域的な、例えば香取市だけでなく、隣町になっ

た成田など、そういう広い範囲で考えなければならないことであるが、なかなか進ま

ないというのが現状である。 

  いずれにしても、救急医療については、全国的な問題でもあり、これからも前向き

に検討していきたい、考えていきたい、また必要があれば、きちっとした施策をして

いきたいと考えている。 

 

○諏訪台 Ｍ 

  孫が、佐原中のとき、全国大会で平泳ぎで１位になった。北海道の野幌というとこ

ろに行ったが、そのときの費用は15，16万円かかり、卒業する前日に少し帰ってきた



ようだ。それから成田高校へ行き、去年は岡山国体へ行き、今年は日大にＡ特待で入

ったが、普通の家庭では、オリンピックを目指しても、どこからかの援助がなければ、

到底無理である。 

  佐原中では、水泳部ができてから全国で１位になったのは、うちの子が始めてで、

そのときに、自分の家族で150，160万円もかかった。 

 ◇教育長 

  選手の派遣費について、小・中学校における各種大会にかかる選手派遣費について

は、学校により、その年により、出費状況がかなり違いがある。また、香取市33校合

わせると、結構な金額になる。 

これまで、旧市町で取り扱いに違いがあり、現在、教育委員会で調整をしていると

ころである。県の代表となるような、全国大会や関東大会に出るような場合、例えば、

小中学校の場合だと、県の小中体連、水泳だと水泳競技連盟、こういったところから、

一定の旅費、電車賃や宿泊費などを出してくれるところもある。それでも全額貰える

とはかぎらない。 

  大きな大会への出場は香取市にとしても名誉なことであり、今後、保護者の負担が

軽くなるような方向で検討していきたいと考える。しかし、色んな制約があるので、

ご本人や保護者の負担も残ると思う。 

これから、オリンピックということになれば、日本の国が持つだろうが、万が一、

それが不足するということであれば、そういう場合は特別なので、よく協議させてい

ただき、ご支援できる部分については支援したいと考える。 

  ここのところ、香取市でも、小見川中学校が駅伝で全国大会に出場するなど、陸上

や器械体操、水泳など、香取市の選手が非常に頑張っている。また、それとは別に、

科学論文や科学工作でも、香取市の子供たちは非常に頑張っている。 

  そういう大会に行く場合に、全部を香取市で見られればいいのだが、沢山あるため、

生徒の派遣には結構なお金がかかっている。 

  また、支援には色んな方法が考えられる、例えば、学校で後援会組織などを作って

出すという方法もあり、教育委員会としては、一義的には公費で負担できる部分は負

担をして、足りない部分については、色んな方法を考えて、なるべく個人の負担が軽

くなるよう努力していきたいと思うのでご理解いただきたい。 

 

○玉造 Ｏ 

  建設部長に伺いたい。何かやるにあたって、申請をすることがあると思うが、同じ

申請を出しても、通る人と通らない人がいる。それを公平に扱うことはできないのか。 

  具体的には、玉造の団地の中の歩道の切り下げというのがあるが、団地の中を全部

見たが、車１台の家は１台分、２台の家は２台分、３台の家は３台分、商売の方につ

いては全部切り下げてやっている。団地の中でやっていただけなかったのは、私の家

ともう１軒だけであった。 

どうしてできないのか、私と主人で説明を求めに行ったが、全然説明してくれない。

説明もできないことを何故やっているのか。２回、３回と行ったが、３回目に行った

ときに、今日説明していただけなければ、次回は弁護士と一緒にくると話したら、や



っと重い口を開いたという感じであった。何故そういう不公平なことをやるのか、ど

うして差別をつけるのか聞いたら、差別ではないと口論になった。 

  この他にも幾つかあるが、同じ一つのことをやるのに、何故倍のお金をかけさせる

のか。同じように申請して、他の人もできないのだったら別だが、他の人ができてい

るのに、自分だけ何故こんなにお金を払わせられるのか。 

昨日、やっと返事をいただいたが、不適切であったと言っていた。これからは、そ

れを公平にできないのか。口で言うのは簡単だがきちっとした対応をお願いしたい。 

◇建設部長

  それは要望ということでよろしいのか。 

 ◇市長 

  ３回と言われたが、１回目はいつ頃であったか。 

○玉造 Ｏ 

６月か７月だと思う。 

 ◇市長 

それで、昨日の返答で、内容について納得いただけたのか。 

○玉造 Ｏ 

内容については納得したが･･･ 

 ◇市長 

それまでの経緯が納得できないということですね。 

○玉造 Ｏ 

はい 

 ◇市長 

この件については、あまりにも個人的なお話なので、私も担当の方から、月曜日に

話を聞いてみる。何かあれば、もう一度、私の方から説明させていただくということ

でよろしいか。 

○玉造 Ｏ 

これは個人的なことなのか。他全部に許可が出て、一人だけできないというのは、

個人的な問題なのか。 

 ◇市長 

そこの土地をお買いになって、家を建てるときに、そこを切り下げてくれという話

になると思う。切り下げとは、車が入りやすくするために、段を削るという作業にな

ると思うが、それは市でやることになっているのか。（職員に対して） 

○玉造 Ｏ 

私は、そういうことを言っているのではない。やるのは個人である。ただ、申請を

出して許可するのは市であって、その許可を出すのが公平でないといっている。 

◇建設部長

  内容がわからないので、月曜日にお伺いして、状況を確認したうえで説明したい。 

   基本的には、公平に行っている。 

○玉造 Ｏ 

どこが公平なのか。公平だと言うなら、この場で答えてほしい。 



◇建設部長

内容を調べてみないと、この場では回答できない。 

○玉造 Ｏ 

それでは、公平という言葉は撤回してくれ。これからは公平にする、ということで

あれば納得する。 

 ◇市長 

  これからは、公平にさせていただく。これまでの経緯については、私も月曜日に聞

いてみるので、ご理解いただきたい。 

 

○東関戸 Ｋ 

  佐原の山車祭りの補助金についてお尋ねしたい。昨年までは、山車１台につき幾ら

かの補助金が出ていたが、今年から廃止になってしまったのか。また、これから先も

出ないのかどうか。 

◇商工観光課副参事

  山車祭りの各町内には、75,000円の補助金を出しており、今年も予算は確保してい

る。合併のときに調整がうまくいかなかった部分があり、今、要綱整備をしている段

階であり、今年度中には必ずお出しする予定となっている。 

 ◇市長 

  75,000円については、名目は修繕費ということであり、そういう形で、今年度も用

意している。担当から説明があったように、新市になったので、要綱等をきちっとご

提示して、他の三区とも整合性を図りながら進めている段階である。 

 

○諏訪台 Ｍ 

  玉造の隧道までは拡張して便利になったが、その後、諏訪下までの道路について拡

張できるのか、現在検討しているのかどうか、お聞きしたい。 

◇建設部長

  一昨年、諏訪上地区の区長会と玉造地区の区長会の方がおいでになり、要望を出さ

れている。あそこは非常に危険であり、市でも重要路線だという位置づけをしている。 

  何度も言うが、単費ではできないため、県に相談をしているところである。 

結局、あの道路をどのように造るかということであるが、２車線で歩道付きにする

のか、２車線で両側に歩道を造るのか、検討しているところである。 

  どちらにしても、パレス大藤側から上がっていくと、右手には住宅地があるので、

左側の法面を崩す方法しかないと思うので、その山の地権者ともお話をしていかなけ

ればならないと考える。 

○諏訪台 Ｍ 

   今、玉造団地の子供たちが大勢おり、事故にあったら大変なので、早めにできれば

と考える。 

◇建設部長

   ２車線で歩道付きということで検討しているところであり、ご理解いただきたい。 

 



 ◇市長 

  後に皆さんに幾つかのお知らせとお願いをさせていただきたい。 

  まず、県立病院の問題について、ご存知のとおり、４月１日からドクターの派遣が

難しくなり、多くの診療科がなくなったり、縮小されたりという状況である。また、

もう一つの中核病院である小見川総合病院についても同じような状況である。 

  この第一の原因は、両方とも千葉大の医学部に派遣をお願いしており、千葉大の医

学部に先生が少なくなったことに表面的な原因がある。大もとの原因は、後期臨床研

修制度が始まり、県立病院や小見川総合病院では研修ができないため、研修医の先生

方が来ないということである。 

  そのままでは仕方がないので、どのようにするのかということであるが、現在、県・

市・県立病院・小見川総合病院の４者で協議会を作り、先月、今月と協議を重ねてい

る。まず、現段階で皆さんにお話できるのは、県は県立佐原病院から手を引くことは

ないということ。今の状況では不備であるが、今後、それを改善しながら、県立病院

は堅持していくというお答えをいただいている。 

  そこで、どのような形にしていくのかというと、まず、早期にドクターの獲得が必

要であり、県でも多くの施策をし始めている。現在、ドクターバンク制度といい、県

内で、産休でお休みしていて、そのままになっている女性の先生方や何かの理由で診

察されていない先生、休職されている先生方を呼び起こしたり、また県外からも招聘

するというようなことをしてドクターバンクを作り、それを県立病院や小見川総合病

院に紹介してくれるというような制度をすでに始めている。 

  それと、県では来年度から財政的にも割いて、県内の千葉大以外の大学病院、また

県外にも視野を広げて、先生を雇うために奨励金を出すこと、要するに、少し高く払

うということを考えている。細かい話はできないが、予算を付けて、来年度から試行

するということを進めているところである。 

  また、県から色々な施策のご指導をいただいているところであり、その中で一番大

事なのは、この香取市、そして付随する香取地域において、どういう診療科が必要な

のか、どのくらいの規模で必要なのか。例えば、切迫して、緊急に必要なのは、やは

り産科であり、もちろん分娩のできる産科である。現在、県立病院にも産科はあるが、

ドクターの数が少ないということで分娩業務は行っていない。小見川総合病院も産科

がなくなった。実際に、香取市内でお子さんを生むことができない状況である。 

従って、緊急には分娩ができる産科とか、循環器内科、外科、整形外科などという

ことになるだろうが、それが、どれくらいの規模で、どのくらいの床数が必要なのか。

そして、将来的に、この香取市、香取地域には、こういう病院が必要だという計画を

立てて、きちっと施策していくべきであろうと県は考えている。私たちもそれに付随

するような形で、計画を立て始めているところである。 

いずれにしても、その計画には、長い時間をかけられない。県でも少なくとも２年

から５年以内と考えている。よって、今年、来年あたりに計画を決めるということ。

その計画前には、ドクターバンク制度等で施策をしておき、そして、将来的な構想と

して、２年から５年以内に、例えば新しい病院を建てようとか、こういう形にすると

か、今と同じように２本立てでいくとか、そういったことを計画する。これらについ



て、県もそれなりの財政的な拠出をするということである。 

  そして、もう一つ皆さんに認識していただきたいのは、県立病院だから県がやる、

国保小見川病院だから関連の一部事務組合がやればいい、ということではもう立ち行

かないということ。私たちの命、子供たちの命を守ることであり、私たち市民が立ち

上がらなければならないということである。従って、例えばドクターをどこかに求め

る費用などは市も供出していくべきであろうと考えている。これについても、市民の

声をいただいて、議会に図り了承をいただいて施策するということであり、いずれに

しても、皆さんの声の届かないような施策をするつもりはなく、皆さんのご意見をも

とに進めていきたいと考える。このような場を色々つくり、ご意見を伺い、また、お

知らせ等もさせていただきたいと考える。 

  さて、もう一つ、議会の関係について、お話させていただきたい。 

  ご存知のとおり、14 日に 12 月議会が終了した。普通であれば 12 月に行うが、12

月17日に市会議員選挙があるので、１ヶ月前倒して10月後半から11月14日までと

いうことで議会が終了した。 

  ６月、９月、12月と３回の議会を経験させていただいたが、６月議会は予算議会で

あり、この１２月議会は案件が少なかったので、９月議会について幾つかお話をさせ

ていただきたい。 

  この９月議会は、私にとって一生忘れられない議会となった。それと言うのは、こ

の議会には、大きな案件を３つほど上げさせていただいた。これは、皆さんとお約束

をした公約の部分をきちっと整理させていただいたということである。 

  一つは、自治区長制度の廃止である。もとより自治区長は必要なかったわけであり、

税金の無駄遣い以外の何者でもなかった。これによって、４人の区長に支払われる歳

費、年間4,300万円を圧縮することができた。 

  もう一つは、皆様に大変ご迷惑をおかけしていた、本庁の中に、本庁部分と区事務

所部分があり、大変わかりづらかった部署を整理させていただいた。例えば、１階に

佐原区の介護保険課、２階に本庁の介護保険課があり、同じ課が２つあって、１階と

２階を何度も行き来したというようなご迷惑をおかけしていた。これを機構改革の一

環ということで、１つに整理をさせていただいた。区と本庁部分の同じ課を一つにし

て、事務作業も早くなり、よりわかりやすくなった。 

  これは、合併効果の一つであり、これを早く進めなくてはいけない。今、小見川区

事務所、山田区事務所、栗源区事務所、それぞれ残っているが、これらも早く統合し

て一つにするというのが、合併の一つの目的である。要するに職員の圧縮であるが、

現在、一般会計ベースで職員は800人以上おり、多いのは間違いない。よって、毎年

新規採用を数十％ずつ圧縮していき、サービスが低下しない、ある程度の数まで削減

しようと考えている。 

いずれにしても、この本庁の機構改革によって、５つの課を整理することができた。

これにより、来年から５人の課長がいらなくなった。加えて、同じように課長クラス

で６つの部署を削減できた。つまり、課長クラスで11箇所を削減できたということ。

800人以上いる職員の中の11人を削減したから何だと言われるかもしれないが、数十

人しかいない課長クラスを 11 人削減できたのは大きなことである。額にすると年間



8,000万円の削減である。 

また、ご存知のとおり収入役を置いていない。職員が収入役の仕事をしても十分補

える。これまで何の問題もない。全国的にも収入役を置かない方向で進んでいる。 

この収入役を置かないことで、年間約1200万円の削減になる。 

この９月議会だけで、財源的な部分だけでも、合わせて年間1億3500万円の削減を

行うことができた。 

  合併の第一の目標というか、合併してやらなければならないことは、財政基盤の改

善であり、一番重要であろうと考える。 

  どのようなことがあっても、この財政基盤がしっかりしていれば、例えば、５年後、

10年後でも、この指針はぶれないということである。この財政基盤のきちっとした方

針を決めていくのは、この２年くらいである。来年、総合計画ができるので、その中

できちっとした指針を決めていく。財政基盤をきちっとすることが、将来の香取市が、

良いまちになるのか、悪いまちになるのか、一つの大きな分かれ道だと考えている。

何も造らない、何もしないではなく、やりながらきちっとした財政改善をしていくと

いうことが、大変重要である。 

また、ご存知のとおり、合併した市町村は、10年間に及んで合併特例債という特別

な財源を使うことができる。その額は約220億円という大きな額であるが、これをう

まく使いながら、今後10年間で香取市の足腰をきちっと鍛えておくということが重要

である。10年後には、交付税・交付金もばっさり切られるので、そのときにビクとも

しないような財政的な基盤を構築しておくということが大変重要である。 

この220億円の中で、基金として認められる額がある。基金というのは、皆さんの

ご家庭でいう預金であり、これを行政では基金という言い方をする。この基金につい

て、９月議会では地域振興基金条例というのを設置させていただいた。この基金は、

香取市の場合で 高で30億円になる。従って、今年度から3年間で30億円を基金と

して積むことになる。 

このような形をとりながら、蓄えるところは蓄え、仕事をするところは仕事し、施

策するところは施策する。そこで、その施策の仕方が問題になる訳だが、きちっとス

リムな施策をしながら、財政基盤を皆さんと一緒に築いていこうと考えている。 

また、９月議会では職員の給与ベースの引き下げも行っている。全体として 4.8％

の引き下げ、それに加えて、中高齢層については、更に2％を引き下げて、6.8％の引

き下げを行っている。 

そのようなことをしながら、皆さんと一緒に、この新しいまちを皆で創っていこう

という気概でいる。今後とも、皆さんと一緒になって、子供たちや孫たちにきちっと

渡していけるような、そのような町づくりをさせていただきたいと考えている。 

今日、ここに来ているメンバーは、部長・課長クラスであり、これだけのメンバー

が集まるのは議会以外にはない。皆の顔を見てもらえば、本気だとわかっていただけ

ると思う。このような大合併は初めてなので、わからないことも沢山あると思うが、

新しいまちづくりは、市民の皆さんと一緒にやっていく。私たちも真正面から真面目

に取り組んでいくので、どうか市民の皆さんのご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げて、今日のタウンミーティングを終了させていただきたい。 


