
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21日（火）19時00分～21時15分 

２ 場 所  佐原中央公民館大会議室 

３ 出席者  一般市民 ４２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 

  ○仲川岸 Ｍ 

     教育基本法に関わる国主催タウンミーティングの偽装、やらせが問題になってい

るが中立な立場で発言する。 

    皆さんに意見を聞かせてくださいというタウンミーティングが、わずか１時間30

分というのはおざなりではないかと思う。 

    3 月 27 日に香取市誕生から８ヶ月が経ち、市長の評価としては良くやっている。

及第点を与えられる。その根拠は、自治区長を置くなど２重組織の廃止、県立佐原

病院の縮小を最小限にとどめたことに対する行動力を評価する。宇井市長の父も旧

佐原の素晴らしい市長であったが、その父親を超える活躍を期待する。父親の宇井

元市長は公民館、文化会館、体育館、図書館などを建設した。また、駅北口は区画

整理事業を行ったが、警察、税務署、郵便局、ハローワークなどの公共施設を集中

誘致した。 

    昭和天皇の弟君である三笠宮崇仁殿下を家にお招きし、来ていただいたときに、

宇井前市長、当事の県会議員の篠塚先生に諏訪山の忠霊殿や水生植物園に案内し記

念植樹も行った。宮様が訪れた施設などは、全国的にもなかなかないので、観光の

まちとして有効活用を図ってはどうかと提言する。観光客の目をひきつけるような

センスのよい豪華な案内板をつくるのも１案である。 

    宇井隻平元市長時代の事業の優れた先見性に深い感慨を覚える。現市長にも父親

同様、世の中の流れに目を向け、市民の声なき声に耳を傾け、日ごろの研鑽、精進

を希望する。 

来月行われる市議会議員選挙は、76 人いる議員が 30 人に削減される。この削減

は、率で39.5％になる。その割合からいけば職員も39.54％だと356人ということ

になる。残り540人は過剰人員である。合併という特殊事情はあるもののげせない。

定年退職者の補充をセーブするなども一つの方策である。北海道の夕張市は、破産

し財政再建団体になったが、テレビ、新聞報道では、消防を除く一般職員220人を



２年間で現在の33％の70人に削減する。これから考えれば、香取市も39.5％にす

ることも夢ではないと考えられる。32億円の税の滞納金も、静岡の浜松市は職員に

徴収をやらせることは時間的に無理があるということで、すべて民間に委託し徴収

業務行うということが載っていた。香取市からでるパンフレットは左綴じで、広報

は右綴じで、保存等大変不便している。また本日配られている10月からの組織の変

更と３月の組織のときの庁舎のレイアウトが、上からと下からで逆になっている。

同じ市から出ていて、まるで違うといのはどういうことか。千葉県内の松戸市には

すぐやる課というものがあるが、松戸市と香取市との落差、格差は何が原因なのか。

現職の市議会議員の中でもいい提言をしている。前にいる香取市を代表する管理職

はどう考えているのか。 

  ◇市長 

まず褒めていただきお礼をいう。できる限りのことから真正面から精一杯やって

いきたい。 

  ◇経済部長 

    観光用の案内板の作成については、佐原には多くの観光資源がある。それをセン

スのよい案内板でＰＲしてはどうかということであるが、既に公共サイン計画で、

古い町並み、香取神宮、水生植物園の３つの拠点を巡れるような誘導案内板、表示

板を整備してあるがまだ不十分であるので、整備について検討していきたい。 

  ◇総務部長 

    広報の関係で右綴じ、左綴じということについて、通常の公文書は横書きのため

左綴じになっているが、広報は縦書きのため右綴じになっている。 

    職員の定員管理計画については市長より回答する。 

  ◇市長 

    市会議員は、現在旧１市3町の議員がそのままであり、定員76人で１人辞めた人

がいるので75人である。地方自治法で、人口10万人に満たない市は、30人以下と

いう規程があり、30人の市議会議員ということで今回選挙される。 

 職員数については、特別会計を含め全部で900人ほどであり、一般会計ベースで

は830人ぐらいである。88,000人の香取市に何人の職員が必要かというはっきりし

た数字はでない。一番少ない数字にしていけばよいのではあるが、何人というのは

でない。しかし、そのままにしておくのかというとそうではない。合併は、職員の

数を少なくするというのも１つの目的であり、職員も認識している。状態、経済状

況がいいときは、退職者と同じ数を雇用するということをしていた。毎年採用して

いかなければ、空白期間ができてしまい、その期間管理職がいないようになってし

まうので０にはせず、採用はするが削減していく。今年度、数十名の退職を予定し

ているが、その退職する人に対し60％から70％を削減する。 

    削減しながら、市民サービスに影響しないギリギリの線まで削減していく。また、

削減については、現在、小見川、山田、栗源に区事務所を置いているが、この事務

的な部分の統合が必要である。総合支所方式で置いてあるため、農政課、介護関係、

福祉関係、産業課、などすべてある。もとの役場と同じ状態である。これでは合併

にならない。統合するには課は１つにする。そこに旧市町の人が入り一つの課を作



っていくのが合併である。合併協議の中で４つにし、時期がきたら一緒にしようと

いうことであったが、できるだけ早く統合して、その効果を還元したいと思ってい

る。そういうことをしながら、職員数の抑制を図っていく。また、北海道の夕張市

は33％への削減ということであるが、現在2万いないまちであり、一番多いときは

７万以上いた。現在は５万人規模の行政体制をとっていると聞いている。そこから

1 万数千人の規模に落とすためには、33％にカットするのは普通のことかそれ以上

のことだとは思うが、現在の市勢、市の体系に合わせたということであると考えて

いる。しかし香取市においても、抑制については、厳しくきちんと市民にわかるよ

うに応えていきたい。 

 

  ○新橋本 Ｉ 

    県立佐原病院の件について、新聞の折込み広告に、南東北病院の医師による市民

公開講座ということで「ガン医療の最前線」という講演をやるというチラシが入っ

た。現在佐原には脳外科医がいないという話を聞いたが、中高年になると専門医が

近くにいないことは生命の危機を感じる。早急に対策をとってもらいたい。できな

いのならドクターヘリのような方法で、最寄りの病院に早く搬送することをしても

らいたい。 

 朝日新聞の連載記事で、脳卒中のことについて書いてあるが、一刻も早く対処す

ることが解決の近道ということも書いてある。近くにない、行くまでに時間がかか

るということは問題だと思う。 

    香取市が発足して８ヶ月経ち喫茶店を経営しているが、お客さんのほとんどから

佐原市の名前をなぜ消したのかと言われる。投票で選んだということも聞いている

が候補の中に佐原市という名前もなかった。先々、佐原市の名前に戻すという可能

性はないのかということについて聞きたい。 

    市長の冒頭の挨拶でタウンミーティングも度々開かれ、町内会に出向いてでも行

うということを言っていたが、以前まで市長への手紙という市長へ直接意見をいう

方策があったと思う。このような場所に来ることができない人が、意見をいう１つ

の方法であると思うので、復活させてほしい。 

    人員削減の話について、今年は広報で人数が何人という標記をするときに定員と

いう言葉が使われるが、定員ということばだと人が減ると補充ということになるの

で、言葉の使い方がそれでいいのかということについて聞きたい。 

  ◇市長 

    病院の関係について、脳外科は常勤医が10月いっぱいで退職したためいなくなっ

た。現在非常員の医師は、週に１回火曜日にきている。病院関係は選挙中の大きな

公約として掲げてあるし、５月８日の初登庁翌日には知事に会い、15分のところ50

分ねばり、その２日後には非常勤ではあるが２人の医師を派遣してもらった経緯も

ある。その後もことあるごとに知事に会い、医療問題に集中してお話をしている。

９月ぐらいまでは、週に１回ぐらいずつ知事にあわせてもらった。そのような中で、

現在は、県、市、県立佐原病院、小見川総合病院の４者で協議会をつくっている。

県が入っているので、知事に直接話しができるように病院局長と話しを進めている。



多くの話、指導をもらっている。その中で県も何もしないということではなく、県

立佐原病院、小見川総合病院に医師がいなくなった理由は、両病院とも千葉大の医

学部に医師の派遣を頼っていたため、千葉大の医学部に医師がいなくなると両病院

とも医師が少なくなってしまうという現状である。４月からの後期臨床研修制度の

変更により、地方の医師の手薄な病院には研修医が来ないという状況になってしま

った。今、県が進めているのは、千葉大だけでなく県内のすべての医学部をもった

病院にお願いをした。それでも人が足らない、集らないということで、全国的に視

野を広げ医師の招聘をしようということになっている。現在、ドクターバンク制度

というものを県で進めている。全国のいろいろなところから来てもいいという医師

を募り集める。それを必要とする病院に紹介するという制度である。また、医師を

招聘するにあたり県も財政的に持つ、他より給料をあげるというようなものを来年

度から行うよう進めている。この問題は国の制度などなかなか奥が深い。ドクター

バンク制度とメディカルサポートセンターというものに行政として期待をしている。

今までは県立病院の医師のことについては、県立なので県がやるということであっ

たが、現在の状況下では、自分たち、自分の子ども達の命を守るのに、すべて県に

任せるというのは無理がある。皆さまのお許しが得られれば、ドクターを雇うため

のお金等を市も拠出しながらドクターを獲得することも必要であろうと考えている。

私たち市民の命であるので、自分自身で自分の命を守るのが基本でると考えている。

県も一生懸命やっている。県は県立佐原病院を縮小したり、引き上げたりはしない。

堅持すると言っている。これにあぐらをかかず、市民、市もできる限りのことをし

ていくことが肝要だと思う。 

現在４団体で協議しいろいろな方策を協議している。内容について、今話すと不

都合な部分もあり、県の財政の部分にも触れるので、県から話さないようにと言わ

れている。もう少し煮つまった時点で、市民に提示し皆さんの話を聞いて、議会に

諮っていくことになると思う。とりあえず医師を派遣してもらい、最終的にどのよ

うな方向にもっていくのかを平行して進めるのでご理解いただきたい。 

 ドクターヘリについては、ドクターヘリを県内でもっている日本医大の教授と話

したところ、ぜひ、どんどん使ってほしいという話をもらっている。使用方法等に

ついて市で協議をしていきたいと思うので、必要なときいつでも使えるような形を

とりたい。 

    佐原市の名が消えてしまったことについて、合併協議会の中にいなかったので深

いところまではわからないが、合併にあたり名前をどうしようかというときに、既

存の名前以外にしようということで募集したということはわかっている。推察では

産みの苦しみと考える。合併し、新しい市をつくるにあたり、長年愛した市の名前

を捨てざるをえなかった。これは外の３町の住民も同じであったと思う。今後、佐

原市の名への変更については、可能性が 100％ないとは言わない。可能性はある。

ただ、まだ合併して８ヶ月であり、合併後のいろいろな精査もある。精査していく

なかで、このような話も出てくると思うのでその中で協議する。 

◇総務部長 

    職員の定員関係で、何をもって定員かということについて、職員の数は、職員の



定数条例があり、法律により職員数を条例で定めなければならないと決まっている

ので、定数条例の数が定員ということになる。これは職員数の上限を決めるもので

あり、今後は相当数を抑制する方針である。定数条例もその状況にあわせ見直して

いく。今年度、今後10年間の定員管理計画を定め市民に公表する。市長も退職する

人の補充を70％減、３割補充ということで、相当厳しくやっていくという考えであ

る。 

    市長への手紙については、制度はある。いろいろなやり方があるが、最近はメー

ルが多い。直接送ってもらうこともある。形式にこだわらず、ご意見があれば出し

てもらいたい。 

 

  ○平台 Ｉ 

    市長への手紙について、先日初めて返事をもらった。ありがたい。 

    香取市になり、よかったと誰もが思うものは何かと考えた。下総の人たちが、８

月ごろまでは合併の文句を言っていたが、最近は成田になってよかったという話が

多くなってきた。佐原の住民は感じないと思うが、栗源、山田、小見川にどんなメ

リットがあったのかと考え、その中で一番てっとり早いのは、ごみ袋、ごみの収集

を無料に、佐原並みにすることではないかと思う。試算すると相当の費用が発生す

るということであった。衛生組合などいろいろな組合関係があり、なかなか値段が

決まらないのではないか。また、神崎町が今後どうなるかによってまた違うのでは

ないか。率直に言って、ごみの収集手数料をゼロにし、佐原並みにしたら、誰もが

香取市になってよかったと思うのではないかと思う。 

 掲示板、案内板の話がでたが、誤字が多い。関東鉄道の事務所の脇にライオンズ

クラブ寄贈の案内板があるが、誤字が多い。誤字はまずい。 

 宇井市長の父親、隻平氏が市長の時に新島に宇井タワーという展望台を建てよう

という大構想があったが、与田浦周辺の再開発を観光の目玉としてはどうか。その

ためには冬に人が来られるようにしなければならない。例として、新島には白鳥が

くるので、白鳥や水鳥などを餌付けするなど、冬の観光を考えてもらいたい。また、

与田浦荘については、与田浦で星の集いという環境グループの星の会をやっている

が、鹿嶋の煙突からの煙も少なくよいものであり、八ヶ岳のふもとに行くと展望台

付きの施設がたくさんあるので、そのような使い方やキャンプを行い青少年教育が

できれば、再開発になると思う。 

 山田区の山倉大神の下の多古町まで鮭が上がってくるが、残念ながら多古でとま

ってしまう。山倉大神の下まで遡上できるようお願いしたい。 

◇市長 

    ごみの料金については、現在の佐原区の料金にすると皆さん喜ぶということは間

違いないと思う。ご指摘のとおり北総西部衛生組合で佐原区、栗源区のごみ処理を

しており、小見川区、山田区は、香取市東庄町清掃組合で収集、処理を行っている。

北総西部衛生組合は、香取市と神崎町、下総と大栄が合併した成田市が関わってい

る。一概に今の佐原のレベルにできるかどうかはここでは言えないが、できる限り

市民に負担がないようにしていきたいと考えている。今後とも香取市に住んでよか



った。これからも住みたい。香取市に骨をうずめていいと言えるようなまちにして

いきたいと考えている。 

  ◇経済部長 

    与田浦周辺の件について、与田浦の観光的再開発、冬の集客、青少年を対象とし

た与田浦荘再利用の考え方は大変参考になる。現在の考え方は、水生植物園は水郷

佐原の表看板であるので観光の一つの核として公共サインでも重要な部分として案

内している。ただし、水生植物園自体は、最近入園者数が減少している。あやめ祭

りシーズンは、隣の大利根博物館と入口を開放するなど相乗効果が出るような連携

策をとっているが年々減っている。このテコ入れを第一に考えている。さらに冬の

集客ということで、通年観光ということについては難しい問題もある。鴨などの野

鳥、自然を観察できるエコメッセという考え方もあるので、そういったものを検討

していってはと考えている。ただし、与田浦荘は現在老朽化がしており、再利用に

は大変な費用をかけ改修しなければ使えない。目的が定まるまでは普通財産に移し

管理を財政課で行っているという状況である。全体的な与田浦周辺の観光開発につ

いては、構想を練って計画的に対処していくことが必要であるので、ご意見を参考

に検討していく。 

  ◇農政課長 

    栗山川の魚道について、鮭の里親事業ということで、栗山川の沿線で呼びかけを

し、続いている。昨年秋に横芝堰に魚道が設置されたことにより、上流まで遡上す

るようになった。この秋には多古町と香取市の山田区で魚道を設置した。多古町で

設置したものは、滑り台状で遡上に問題があるという指摘もあり、今後改善をして

いこうということである。本日午後、関係市町の担当者が、鮭が遡上するかという

確認作業をし、まだ報告は受けていないがそのようなことをやっている。ここで取

れた鮭が山倉大神の鮭祭りで奉納され、参拝者にも配られ風邪のお守りになると聞

いている。香取市から横芝光町までの沿線で協議会も開催している。今後とも環境

保全の対策について、農政部門としても協力していく。 

 

  ○上新町 Ｏ 

    市川で働いていて、佐原にきて30年になる。上新町の私たちの住んでいるところ

は、下水道も自分たちでつくり、２ヶ月に１度住民全員で下水掃除を行っている。

下水をつくる２年間くらい前までは、道路や庭にまいたりしていたが沈殿しなくな

った。67 歳であり、このままいくと 30 年間下水道ができないので、死んでからで

ないとできないのかと思う。今、家が14件とアパートが10件あり、また３棟新し

くできる。カーブミラーもないので、車の運転も危険な状況である。しかし税金は

まともに払っており、公正性に欠けると感じている。今日始めて、これではしょう

がないということで頼み行こうということになり、町内の人間数人で参加した。高

齢化し 40 代が何人もいなく、67 歳の自分が若手である。田んぼの中の私有地も借

用している状況であり、道路の側溝は自分たちが土地に併せお金を出し、市に移管

した。しかも蓋もないので道路で 4ｍあるが、法面をきちんとすればあと２ｍくら

い広がり、行き違いができるようになる。清掃にあたり、月100円ずつを集めごみ



袋や用具を買い、80 歳代の人まで参加し実施している。しかし、あと 10 年したら

自分も80歳近くになるのでこのまま続けられるのかということになる。 

    カーブミラーを設置してもらいたいということと、道路が車の行き違いがままな

らない状況で危険性あるという問題と、下水溝に蓋をかぶせることなど、今できる

ことを早急にやってもらいたい。将来的にはちゃんとやってもらいたい。水道につ

いても一切拒否をされている。これから何年生きられるかわからない。このままで

は少ない若い人の負担が大きくなってしまう。売却して出てしまおうと考えたこと

もある。佐原は物価も安く勤め人が暮らすにはよいところだと思う。 

 私たちの住居の裏山は、かつて大谷津開発を進めていた。高校などを誘致すると

いうような話もあった。その土地について、大学など公害のない施設を誘致し、若

い人たちを集めなければ税金があがっていかないと思う。税金があがらなければ夕

張の二の舞だと思う。観光には限界があると思う。自分としての市への評価は、市

の人口が増えるかどうかである。人口を増やすためには何をすればよいのか。その

対策をどうするのかということが、市、町のキーポイントだと思う。それをやらな

ければ、施策をしたといっても税金があがらずできないと思う。今、成田がいろい

ろなことができるのは、税金があがっているからできるのだと思う。公害のないあ

らゆる施策を考えてもらい、市民が文化的な生活ができるよう努力してもらいたい。

皆さんのやる気が見えるので、それを曲げず、市民の皆さんと共に進めでもらいた

い。 

一度現場も視察にきてもらいたい。 

  ◇市長 

    前回のタウンミーティングで、上新町の相模さんが訪れ同じような質問をされた。

一度担当課が伺い、側溝の蓋、カーブミラーの関係について、現場をみた上で話を

させてもらう。 

    旧佐原市の時代に大谷津開発の話があった。現在、佐原区では本宿耕地地区とそ

れに隣接し川の駅、道の駅の開発を行っている。平成22年４月に開設予定である。

これができた後は、できるところで必要な開発をすべきところは大谷津のみと認識

している。したがって今後考えていく。 

人口増加及び企業誘致とそれに伴う税金の増加は、市にとって一番良い形の発展

だと考えている。企業の誘致、雇用の増大、最終的に人口の増加をすべての面から

施策していきたいと考えているので協力をお願いしたい。 

  ◇上下水道部長 

    上下水道について、本日集っていただいている町内の現状については、非常に強

い認識をもっている。しかし、今どこをやるという言明はできない。一般論では、

合併したスケールメリットにより、特に経営面でスケールメリットが発揮されるこ

とを期待しており、これを多少投資にまわす部分も生じる。これから、全体見直し

の中で、拡張計画の検討をしていく。具体的には、後で伺い話を聞きたい。 

 

  ○新橋本 Ｋ 

    文化生活向上のバロメーターといわれる上下水道についての質問で、今後の上下



水道の香取市全域普及対策についてどのように考えているか。今、河川、農地の汚

染対策ということで上下水道の普及が叫ばれているのでどのように考えているか。 

新潟地震のときに現地に行きボランティアとしてやってきたが、井戸水を緊急時

に確保し飲料水にしていた。今後、地震などの緊急対策時の井戸の活用方法、また

維持管理について市としてどのように考えているか。 

  ◇上下水道部長 

    水道の区域については、小見川、山田、栗源については全域普及になっている。

接続は一部されていないところはあるが、本管は配置されている。佐原の南部地域

は、空白地域である。今回の合併によりそれが浮き彫りになった。どの程度まで拡

張できるかは現在検討中である。 

    公共下水道の関係については、河川の浄化、水質の保全について公共下水道の役

割は大きいが、区域が広大なため原則として都市計画区域の用途区域内になってい

る。その用途区域内でも６４％の普及率である。今、話がでているエリアなどが当

面も課題になっている。 

それ以外の区域については、基本は３つの手法がある。公共下水道の区域をある

程度整備を進めていく。佐原区では三島地区の１箇所である農村下水道、農業集落

排水処理施設。それ以外は、合併浄化層の推進である。特に早い時期に単独浄化層

を設置された世帯に対しては、合併浄化槽への転換に国は手厚い補助をしている。

公共下水、農業集落排水以外は合併浄化槽により汚水処理を講じていく。 

    震災時などの井戸水の活用という指摘について、震災対策として３つの大きな配

水地、配水タンクがある。諏訪上、玉造、小見川の城山に３つのタンクがある。佐

原が7000トン、小見川は8000トンあり、常時満水ではないので７割程度をかけた

水量が常時確保される。そのほかに玉造には大型井戸が掘ってあり常時汲んでいる。

一定の貯水量は確保していると認識している。香取市についても現在検討中である

が、旧佐原市の災害時の給水活動については、大規模地震があった場合、最初の３

日間は、生命維持のため最小限必要な水量、1 人あたり１日３ℓという計画である。

３日後から１週間は１人２０ℓ（ポリタンク１つ）までの水量を確保している。配水

地でもつのは１週間程度であるので、各戸で使われている井戸水が損傷してなけれ

ば活用したいと考えている。 

 

  ○下分 Ｔ 

    今税金の説明もあったが、私たちはかなりの税金の負担をしているつもりである

が、雇用面でかなり苦しんでいる家庭があるので、このようなところにやさしい気

持ち、手を差し伸べてもらいたい。 

    皆さんと共にまちづくりに貢献をしているつもりである。合併した各区に出向き

交流をもっているが、行政サイドで農村を含め交流をもてるような制度や指導をし

てもらいたい。 

観光の面で、一部諏訪神社のあたりを改善してもらいたい。行政の指導で樹木を

伐採したが、そこからごみが投げ捨てられ、墓の檀家の事務局として大変迷惑をし

ているので改善してもらいたい。 



  ◇市長 

    雇用の関係の条例については、どのような関係の雇用かわからないが、現在、企

業誘致条例の制定を考えている。企業が来やすくするための税制優遇などを行うも

ので、市内の人の雇用何人でどれくらいかを優遇するというようなものを進めてい

る。できれば今年度中に条例を通させてもらい、今も行ってはいるが、来年度から

晴れて企業誘致をしていきたい。現在、２社の企業から話がきており、場所等なか

なか決まらない。大きい企業がくるときには明日、明後日というわけにはいかない

が、できるだけ逃がさないようにしていきたい。 

 諏訪神社の関係については、後で場所等について聞きたいので、担当と話しても

らいたい。 

 

  ○新橋本 Ｎ 

    先週の土曜日に町並みのイベントがあったが、たくさんの若い人や高齢者が来た。

佐原の町に大変関心があるということがわかった。その中で横のつながりがないこ

とを感じた。やらせっぱなしということがある。行事を行う場合、まとめるところ

があったほうがよいと感じた。また、縦の系列で点検ということがなかった。大学

からいろいろ生徒が来たが、掲示物を掲示するということは、公に広めることなの

で、１つの個人情報を広めるときには、その家に挨拶をしてほしいと各大学に対し

感じる。行事を行う場合、中止になった時は早く連絡してもらいたい。遠くからの

客のための案内板で、張り出す必要のあるものと必要でないものもあると思う。必

要なものは、イベントが中止になった場合であり、遠くからくる人に対する礼儀で

あり、社会ルールである。 

自分は、毎朝ボランティアをしている。学校相談員という活動をしていたが、相

談員活動が中止になったので、そのときに活動を辞めようと思ったが、やはり続け

ていったほうがよいということで、毎朝、子供達に対しての挨拶運動と交通指導、

学校付近を回る活動をしている。これから育っていく子ども達が、佐原に親しみを

持つように育てることが大切であると考えている。魅力ある佐原にするためには、

これから 10 年後に佐原を背負ってたつ子供をしっかり育てていくことが大切であ

る。 

学校の２極化問題や社会で騒がれているいじめの問題などを、先生方以外にもそ

ういう立場で考える人が必要ではないかと考える。 

  ◇教育長 

    学校ボランティアということでありがたい話を聞いた。学校もさまざまな問題を

抱えている。特にいじめ問題については、どの学校も大なり小なりあるという認識

を持っている。過日、市内の学校全てで調査を実施したところ、多くの学校でいじ

め問題があるという認識であった。いじめ撲滅ということで、県、国からも通知が

きているが、それに伴い市教育委員会としても各学校にお願いしているところであ

る。今、ボランティアでの挨拶運動と交通指導、学校付近防犯活動などをやっても

らっていることについては、引き続き学校からもお願いする。また、教育委員会と

しても鋭意進めていきたい。特にスクールガードリーダーについては、さまざまな



活動にあたり、保険なども考慮し実施している。いじめ問題等については、さまざ

まな見方、考え方があるので、学校だけでなく、家庭、ボランティアの方をはじめ

地域の方々が一緒になり防いでいくという活動が大事ということで、教育委員会の

中で協議している。いじめがあった場合や相談があった場合は、直ちに出向き解消

に努める作業をしている。今後とも各学校、組織だって相談活動ができるようなこ

とを考えてお願いしていく。 

  ◇市街地整備課長 

    大学の方が掲示をしたということか。 

  ○新橋本 Ｎ 

大学が掲示し、その中に家のことが書いてあるので、細かい内容については気を

付けてもらいたい。18日の行事のことである。 

  ◇市街地整備課長 

    町並みの関係の行事であると思うが、そのような面については注意を払っている

とは思うが、注意したいと思う。 

  ○新橋本 Ｎ 

    ことわりなく、いつのまにか写真が雑誌に載っていたのでは問題ではないかと思

う。いろいろな人が写真を撮るので、個人の情報等も考えやってもらいたい。 

  ◇市街地整備課長 

ご指摘の点については、十分気をつけ、点検してみる。 

 

  ○    Ｈ 

    今話しのあったボランティアの件について、市報などで募集してほしい。60代な

ど定年された人で、朝少しでも、本宿でも新宿でも岩ヶ崎でもいいので、朝立って

もらえたらありがたい。 

給食センター前、与倉屋のところは大変危険である。 

また、警察のＯＢ３人が小野川と校舎のところに立ってくれ、ボランティアであ

りがたいが、その場所に３人はいらないと思う。もう少し時間ある人に声をかけて

もらいボランティアをお願いできたらありがたい。 

◇教育長 

   今のボランティアについては、子供の安全についての話が中心になってくると思う

ので、各学校でそのようなものを整理し、それぞれボランテイアの募集などについて、

はっきりさせて、うまくいくよう教育委員会で検討していく。 

 

○新橋本 Ｎ 

   与倉屋前はスクールゾーンになっているが、子供の通行と車の通行で危険である。

子供も運転者も大変な状況であるのでどうにかならないか。 

 

◇市長 

   併せて協議する。 

   今日は、長い間、活発なご意見をいただき大変参考になった。 



   冒頭に話したが、合併し８ヶ月がすぎ、３回の議会を経験した。通常は12月に議会

を行うが、12月に市議会議員の改選があるので、１ヶ月前倒しして11月に行われた。

この中で 9 月議会のことについて話をする。9 月議会は一生忘れることのできない議

会であった。それは、皆さんと約束をしていた４つの自治区長の廃止条例を提出し可

決した。もとより必要ではないものであり、廃止により４人で年間4300万円の削減を

することができた。 

   もう一つは、本庁の中に本庁組織と佐原区事務所が混在していた。１階に介護保険

関係の課があり、２階にも介護保険関係の課があったり、１階に農業振興課、３階に

農政課など、どちらに行ったら良いのかわからない状況があった。これをわかりやす

くするため、また、合併の効果を皆さんに享受するため１つにした。行政改革の一つ

で機構改革というものである。これは、２つを同じフロアにしたので業務上もスムー

ズになり、市民もわかりやすくなった。また、職員数の削減にも触れたが、佐原区と

本庁を一緒にしただけで、５課を圧縮できた。これにより５課がなくなったので、５

人の課長がいらなくなった。同じように、６つの部署がいらなくなったので、併せて

課長クラス11人が来年必要なくなり削減できた。 

一般会計ベースで800人以上の職員がいて、11人削減してもと思うかもしれないが、

課長クラスは数十人にしかいないので、その中の11人は大きい。その給料を換算する

と年間8000万円であり、その分を削減できた。また、収入役も置いていない。収入役

を置かない市が今増えている。来年からは、県もそのように指導するという話も出て

いる。収入役を置かなくても職員で十分でき、８ヶ月経っても何の問題もない。収入

役の報酬が年間約1200万円である。したがって９月議会だけで血税1億3500万円を

圧縮することができた。これをどこに使うかということについては、皆さんの意見を

聞き施策していきたい。 

 合併の利点として、国からの合併特例債というものがある。この特例債は大変な額

であり、10年間で約200億円を使える。ライフライン関係に使えるものであるが、そ

の中で基金にしていいという額があり、そのＭＡＸは30億円である。地域振興基金条

例を設置し、年間10億円ずつ３年間で30億円を預金する。今年度10億円をこれに充

てた。 

 また市の職員ついても９月議会で、給与ベースを全体で 4.8％引き下げ、特に中高

齢層は 6.8％の引き下げを行った。まだまだ十分とはいえないが、できるところから

確実に行っていく。先ほどのいろいろな話の中でもあったが、税を増やすことが市に

とって得策であるという話があったが、これは間違いなくそのとおりである。しかし、

今できることは、財政的な基盤をきっちりつくっていくことである。大判振る舞いせ

ず削るところは削り、施策するところは間違えない形で施策していくことが必要であ

る。財政的な基盤をこの1～2年でつくっておかなければ、5年後、10年後に間違いな

くブレる。今一番大切なのは財政再建だと考えている。したがって貯蓄もし、カット

するところはカットする。皆さんも職員も大変で申し訳ないが、これをしなければ町

がつぶれるというならば、やらなければならない。それは、私たち、皆さんたちの町

だからである。これから皆さんと共に、きちっとした財政基盤をつくるため、いろい

ろな意見を聞きながらそれを施策し、堅実にこの数年間を進めていきたい。今日来て



いるメンバーは部課長であり、このメンバーが揃うのは、議会だけである。真剣に本

気になり真面目に取り組む覚悟をしている。これからも皆さんとのお話し合いをし、

ご提言を伺いながら、真面目に取り組んでいく。そして、いろいろ叱咤いただき、私

たちのまちづくりをしていきたいと考えているので今後もよろしくお願いしたい。 

○仲川岸 Ｍ 

    最後に市長、幹部職員は一部市民の利益に偏することなく、住民こそが主人公と

いう地方自治の本旨に基づいた市政を強力に推進してもらいたい。真の豊かさが実

感でき、この香取市に住んでよかったと、この香取88000人市民が等しく心から思

える日の到来のため、何期かかっても頑張ってもらいたい。 

 

○市長 

    私の任期は４年であり、この任期の中で、できる限りのことを皆さんと共にさせ

ていただこうと考えている。 

 

 

 


