
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26日（日）19時00分～21時00分 

２ 場 所  佐原中央公民館視聴覚室 

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 

○仲川岸 Ｍ 

    香取市誕生から８ヶ月が経ち、市長の評価として良くやっている。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を評価する。

市民の多くはやる気ある市長を迎え喜んでいる。幹部職員も協力してやってもらい

たい。働かず給料が高いのが公務員と言われている。裏金問題など自治体の不祥事

が取り上げられている。香取市にはないと思うが、職員の管理体制に万全を期して

ほしい。 

    全国には住民重視の自治体もある。岩手県の滝沢村では、村長を社長、職員を社

員、住民を顧客と呼び、住民を大切なお客様として親切、丁寧に扱う。また課長、

係長などの役職を置かない。同じような発想の自治体が増えている。 

    全国各地で合併がされたが、合併が無駄な二重組織であるとう話を聞く。テレビ

放映では、大阪市の場合、合併を解消すれば8000億円が不要になるというものがあ

った。福島県の矢祭町は、合併を拒絶しているが、職員は現状の2分の１で足り、

他の自治体も過剰な事態は同じと公言している。香取市の900人の職員数は適正と

いえるのか。その人件費は膨大であり、早急に解決しなければならない最重要問題

と考える。 

    要望、提言に対する回答はこの場ではいらない。 

    市政の改革について、Ａ市議の発言によると、香取市の職員は市民のためという

意識が全くなく、自身の保身のみである。そのため成果が上がらないと発言してい

る。意識を根本から改革しなければならない。職員900人は多い。合併による特例

で76人の議員が30人になる。議員が現在の39％に削減されるなら、その割合から

いけば職員も40％だと360人で、残り560人は無駄ということになる。財政再建団

体の夕張市は、消防を除く一般職員220人を２年間で現在の３分の１の70人に削減

する。これから考えれば、香取市も 40％にすることも実現不可能でなはいと思う。

財政再建団体になると民間の倒産会社であり、夕張市では一般職員の給料が30％カ



ット、退職員は20月に減らされる。 

  ◇市長 

    職員数の削減について、現在一般会計予算は約270億円になっている。旧佐原市

の時代は130億から140億ぐらいであった。それにプラスして特別会計を入れると

約530億円である。一般会計ベースでの職員数は約800～830人ぐらいである。特別

会計を入れると約 900 人になる。830 人は間違いなく多い。１市３町が合併したそ

のままの数である。合併の効果はコストの削減であり、職員の数を減らすことであ

る。リストラである。職員を減らすことは間違いなくやっていく。通常であれば、

例えば10人退職すれば10人を新規作用し、その規模を保っていくことになるが、

削減していくので10人のところを何人にしていくかということになる。0人にはで

きない。選挙公約で、5年間で10％から20％を削減するという数値をだした。これ

は可能である。来年の新規採用は、退職者の何％削減するのかということになるが、

60％から70％削減しようと考えている。こうしていけば、５年ぐらいのうちに100

人から200人削減できる計算になる。できる限り削減していく。夕張の例が出され

たが、夕張の削減率は、財政再建団体になっているので、香取市とは比較にならな

い。しかも夕張市は人口5～6万の人口体系のままになっているが、現在１万数千人

の人口であり、削減してあたりまえである。比較はできないができる限りの削減を

していく。 

    病院の関係で、市内には、県立佐原病院、小見川総合病院という中核的な病院が

ある。今年４月から後期臨床研修制度の改革があり、そのため県立病院、小見川総

合病院に派遣される医師がいなくなってしまい削減されてしまった。研修のできる

施設、優秀な先生のいる病院に研修医が集ってしまうためである。県立佐原病院と

小見川総合病院の医師は千葉大から派遣の先生であり、千葉大に医師がいなくなる

と両病院にもいなくなってしまう。 

    ５月８日に初登庁したが、その翌日に堂本知事に会い、時間をオーバーして病院

問題について話した。その結果、循環器内科の非常勤医師を派遣してもらった経緯

がある。10月いっぱいで脳外科の先生が退職し、週に１日、臨時の医師が診療をし

ているという状況である。そこで、何をしているかということであるが、県、市、

県立佐原病院、小見川総合病院の４者で協議会を持ち、協議をしている。この中で

はっきりしていることは、県は、県立病院を堅持していくとはっきり言っている。

手を引く、潰すことはしないと言っている。そして、現状では不都合であるので、

もとの状態、それ以上に改善するための協議をしている。いずれにせよ医師がいな

い。医師をどう確保するかであり、今まで千葉大だけに頼っていたが、県内のすべ

て病院を持っている大学に声をかけ、それでもいないということで、県外、国内す

べての地域から医師を集めようと声をかけてもいる。いくつかの新しい方策は始ま

っている。ドクターバンク制度、メディカルサポート制度というものがある。ドク

ターバンク制度は、その地域で働いてもいいという医師を見つけ、その医師を派遣

してもらうというようなもので、ここにある程度の財源を盛り込もうというもので

ある。現在は県議会の議決前のためはっきり言えない。詳細は言えないが、今まで

働いているところの報酬の他に、研修医時点での研修資金を貸付けし、ある期間い



てくれれば免除するというような施策を考えているそうである。一番重要なのは、

県立佐原病院は県立、小見川総合病院は、香取市と東庄町の組合立病院であるが、

県立だから県が、組合立だから組合がやるのではなく、県立佐原病院の改善は、自

分の命、家族、子どもや孫を守るためのものであるので人任せにはできない。皆さ

んのお許しが得られれば、市もある程度の財源をもって上乗せをしていくことが必

要だと考えている。この制度がどう展開していくかを見ながら、皆様の話を聞きな

がら施策し、議会に諮っていきたい。今後どういった方向にしていくかを、市民の

皆様に示していくので、その都度ご助言をいただきたい。県よりこの香取市、隣接

も含めた香取地域で何科が、どのくらい必要なのかをきちんと出すよう指導を受け

ており、現在計算し作っているところである。医療問題は、明日、明後日激変する

ものではなく時間が必要であるが、一歩一歩確実に進めていきたい。今しばらく推

移を見守っていただきたい。 

 

  ○新橋本 Ｉ 

    市長就任時の財政状態がどういう状況か。赤字が生じているのか。赤字なら解消

方法をどう考えているか。 

    経費の節減は、削減だけでなく、民間企業並みの仕事を、できるだけ効率のよい

仕事をすることが大事である。その観点から、職員の訓練、教育はどうなっている

か。 

    佐原の小野川沿いでここ数年間、電線の地中化工事がなされてきたと思う。本宿

側はほとんど終わったが、新宿側は残っている。今後の計画について聞きたい。一

説によれば、国、県の予算がついているが、市の予算の執行が遅れているために、

工事が遅れているという話を聞く。説明を聞きたい。 

  ◇企画財政部長 

    財政の関係について、赤字について、各会計とも赤字ではなく黒字である。平成

17年度決算では、歳入総額290億 1780万 6千円、歳出総額278億 7749万 5千円、

差引きで11億4031万1千円が残り、翌年度に繰り越すべき財源が7628万円あるの

で、実質収支で10億6403万1千円の黒字ということになる。他の特別会計を含め

て全てで黒字である。 

    財政の健全化ということで、健全財政を見る指標として、財政力指数というもの

があり、これが１を超えると不交付団体ということになるが、0.538 という指数に

なる。また、経常収支比率というものがあり、どのくらい経常的な経費に使われて

いるかというもので、89.9％になっている。経常収支比率は高いことは高い。理想

は75％ぐらいが最も好ましい数値である。県下平均で90％ぐらいになっている。そ

ういった状況から見ると、投資的経費に回せるお金が限られている状況である。 

    市の財政状況の公表ということで、年に２回公表するため市報に載せているが、

11月にも載せている。 

借金の関係で、公債費比率について、香取市の場合10.6％という指標である。こ

れが18％や20％になると制限が加わってくる。起債を起こす際に許可が必要になる。

最近は、下水道、水道など、特別会計への繰出金を合わせた、企業でいう連結決算



にあたる実質公債費比率では16.2％という比率である。 

  ○新橋本 Ｉ 

細かい数字はわからないが、夕張市のように期末になると借金を返し、帳簿上は

合わせておいて、赤字を県も見抜けなかったという話もあったので、そういう心配

をして質問した。赤字がないなら、ないで結構である。 

  ◇企画財政部長 

現在、香取市の財政は赤字ではない。 

  ◇総務部長 

    職員の教育、研修、訓練については、今、年間のプログラムはもっていないが、

職員、公務員に対する目は非常に厳しいものであるので、研修は非常に重要だと考

えている。一つの例として、職員に採用されると初任者研修、中級、課長研修、部

長研修、その他、税など専門的な研修を一定のプログラムに基づき行っている。い

ずれにせよ研修は非常に重要だと考えている。 

  ○新橋本 Ｉ 

    教育、訓練に関連して、一般企業が研修するような、時代が変わればニーズが変

わるものなのに、職員の認識レベルは、今までの蓄積された認識レベルしかないと

するとかなりズレてしまう。 

今まで、いろいろ市に関わってきたが、部下の仕事を上司が把握してないという

ことがままあった。一般社会でも有り得ることではあるが、度重なるとその上司が

評価されるというような仕組みができている。そのような小さなことの積み重ねで

効率が上がらない仕事をしている。また、仕事には、時間的な軸がないと仕事にな

らないと思うが、特に課長レベルの人と話していると、いつまでに何をやるという

話が出てこない。教育といっても現状離れした、世間離れした教育でしかないと思

う。確かに職員の研修プログラムにそって研修をしているというのも回答だと思う

が、もっと民間レベルの研修を行ってほしい。 

  ◇総務部長 

    当然、市の方も、社会状況、経済状況の変化に合わせた研修をしないといけない

と思っている。特に、市長からも指示を受けているが、部長、課長の研修は一般職

員の研修より重要であると思っている。来年度、今までより充実した、自分も管理

職であり反省も含め、特に管理職層の研修プログラムを考えて行いたい。 

  ○新橋本 Ｉ 

    その辺をはっきりさせないと若い人が育たない。学校にいじめがあるように、市

の職員の課長と部下との間で、いじめと思うようなケースも見受ける。若い職員が

仕事をするため市民と接触すると、それをやめろとかセーブするようなことがある。

そういうことがないよう、若い人の感性で仕事ができるような職場の雰囲気をつく

ってもらいたい。 

  ◇総務部長 

仕事の能率、効率からいっても、気持ちよく仕事ができる職場の雰囲気づくりは

大事である。特に求められるのは、個人の資質もあるが、管理職は重要なポイント

を占めると思うので努力していく。 



  ○新橋本 Ｉ 

   今年から来年にかけ、団塊の世代が退職する。その世代の中に民間で活躍した優秀

な人がいる。そういった人を中途採用などで職員に採用し、民間の経営ノウハウをた

くさんもった力を活用することも一つの方法だと思うがどうか。 

  ◇総務部長 

    今、確かに多様な雇用形態がある。人事管理上の問題もあるのでご提言として受

け止める。 

  ◇都市計画課長 

    小野川沿いの電線地中化について、小野川右岸は長い間工事を進めていたが、今

月はじめで舗装まで終了した。皆様のご協力に感謝する。お蔭様で電柱がなくなり、

すっきりとした景観になった。その反対側のことだと思うが、計画はあるが予算は

ついていない。大きな計画としては香取街道、県道部分と小野川左岸が残っている

が、まず最初に香取街道の方について、千葉県の香取地域整備センターのほうで実

施設計の準備に入っているので、まずそちらを進め、その後小野川右岸を進めてい

きたい。 

  ○新橋本 Ｉ 

    香取街道の方は予算はついているのか。 

  ◇都市計画課長 

    県において実施設計の予算はついているが、工事の予算はついていない。 

○新橋本 Ｉ 

    工事はいつごろになるのか。 

  ◇都市計画課長 

    12月に打ち合わせを持つ予定であり、その後の結果でお知らせする。現在、数字

的なものが入っていないのでわからない。 

  ◇市長 

    予定はついていない。国と県の予算はついていると言っていたがついていない。

国、県には毎年要望を出している。ものすごいお金がかかり、護岸の部分について

は一級河川であるので国、県との協議もしなくてはならない。香取街道は県道であ

るので、県と協議しながら、補助金等をもらいながら、より市民の負担を少なく施

策できるよう要望している。まずは、県が設計のお金を割くということである。土

木関係は、実施設計をやり、翌年本工事をすることが多い。はっきり年度を言えな

いが、普通は実施設計をやったら、翌年か翌々年には工事をする。しかし、県も国

もなかなか渋いのでわからない。合併特例債に認定されるような工事であればやり

やすい。市の持ち出しは10％でできる。しかし電線地中化は、特例債の認定は無理

だと思う。いずれにせよ努力する。電柱を地中化すればきれいになる。 

   

  ○荒久 Ｉ 

    佐原時代に環境Ｅスタッフということで活動をしていた。その関係で質問する。

佐原市が合併でなくなったとき、Ｅスタッフメンバーが集り、今後も環境に関する

活動を続けたいということになった。佐原市の環境基本計画の中で、佐原市環境情



報センターを創ろうというものがあった。それを消してしまうのはもったいないの

で、仮称で香取市環境情報センターをつろうという話をした。今後も続けたいと思

っている。どういうものかというと、香取に環境に関わる情報の収集と発信をする

センターをつくり、スタッフのメンバーの有志で運営を行うもの。環境の情報の発

信、収集のセンターをつくりたいとなった場合、市はどのような対応をするか。支

援をしてもらえるか。仮称香取市環境情報センター構想の実現性について聞きたい。 

  ◇市民環境部長 

    環境Ｅスタッフの件について、平成15年3月に佐原市環境基本計画が策定された。

香取市としても計画を作る予定になっており、現在、環境審議会委員を選任し、委

員が決定したので、近々審議会を開催する予定である。18年度を準備期間として19、

20年度で香取市環境基本計画を策定する予定である。 

    これからの香取市の取組み、支援の方法については、これから環境は重要な問題

であると認識しているので、できる範囲内で市として取り組んでいきたい。 

  ◇市長 

    Ｅスタッフについては、内容を把握してないが、議員時代に環境審議委員になっ

ていたので、ある程度は認識している。環境情報センターについては話を聞いてい

る。前向きに検討する。新しい環境審議会の中でも１つのお題として出したいと考

えている。ぜひ設置をしていきたいと考えている。 

 

  ○仁井宿 Ａ 

    環境情報センターをつくりたいということで、今まで具体的にしてきたことはど

のようなことか。 

  ○荒久 Ｉ 

    環境Ｅスタッフは、佐原の環境基本計画を策定するときに市民の意見を反映させ

るため、市が募集し、市長の委嘱を受けたもので、自分で手を上げた人が20人くら

いであった。基本計画を策定するときには市民として意見を述べた。基本計画がス

タートした後は、基本計画にのっとり行動して行こうという活動をしていた。Ｅス

タッフが終わるときに、環境基本計画の中に、環境に係る情報の収集、発信をする

環境情報センターの構想があったので、やっていきたいということになった。Ｅス

タッフの間で構想を作り、市の担当に渡した。具体的な計画はこれからだが、３年

計画ぐらいで実施するもの。人も、ハード、ソフトともに備え、お金をできるだけ

かけず、箱物行政の悪い例にならないようにしようという意識である。住民は行政

に希望、要望を出すだけでなく、応分の責任を果たすためにも情報センターを作ろ

うというものである。 

  ○仁井宿 Ａ 

 大賛成である。県立佐原病院に勤めており、素晴らしい環境なのに病院の周りに

は花も木もなく、病院じゃないようなところであったが、以前の竜院長が現在のよ

うにきれいに環境を整えた。病院内であるが、ボランティアで花を植え草取りをし

ている。歴史もあり水も空気もきれいで東京にも近いので、きれいな町にできたら

いいと日ごろより考えている。一般庶民の中にも花好きな人もいるのではないかと



近所で話している。 

女の人も協力したら、空き地に草が繁茂しているようなところに花を植えたりで

きる。自分の近所だけでも声をかけてみたが、引っ張り出すのは難しい。少しでも

お茶代や花の種代など微々たる予算でいいので出してほしい。 

  ○八日市場 Ｔ 

 病院の前に道路ができたが、開通する前に植込みができていた。そこに花を植え

て患者が窓から見えるように、ボランティアで３月頃から行った。11月に開通する

ので、植えたものを取り除くよう言われ取り除いた。その後、市で木を植えたが、

結局、草が生え、犬が中に入り糞をするというような状況である。年に２回ぐらい

シルバーなどの手入れがある程度である。そのため病院内に花植えをやっている。 

 佐原は変化がないと思っていたが、まちおこしに力を入れ、少しずつ活気が出て

きたと思っている。伊能忠敬記念館の辺りが中心なので、そこから事業が始まるの

はわかるが、八日市場、仁井宿など、自分が住んでいるところをまず住み良いとこ

ろにしたいと考えている。道路が狭いので、道路に花を植えたり置いたりは不可能

であるが、イギリスのロンドンやカナダなどはハンギングで町がきれいに飾られて

いる。盛岡だと思うが、カナダのビクトリア市と姉妹都市ということで、ハンギン

グをはじめた。今は皆が協力し花の町になっているという記事が載っていた。県立

佐原病院の辺りの道路から花いっぱいの地域にしていきたいと思う。それには、ハ

ンギングをぶら下げるために、電柱の脇の棒にぶら下げる許可をもらえるか、東電

等に交渉をしてもらいたいということ、またお力を拝借したい。 

 自分が住んでいるところから住み良いまちづくりをしていけたらと思っている。 

 観光でお客が増えていると思うが、住んで人口が増えていくことがまちおこしに

は大事なことだと思う。提案として、クラインガルデン、ドイツ語で小さな庭とい

う意味だが、東京からも近いので、休耕田など、空いている土地を利用してやって

もらいたい。都会には、農業をやりたいという人が多いようであるし、団塊世代の

定年退職する人もいる。今、土地を探していてそういうことをしたいという人もい

る。新潟の旧山古志でも始めているという話も聞く。そのようなもので、都会の人

たちが香取市に住んでもらえるようにして、人口が増えて活性化していけばと考え

ている。 

    観光で佐原に来て、中心部は歩いて回れるが、香取神宮、観福寺は歩くのはちょ

っと大変であるので循環バスなどを町の中に走らせて、100 円とか 200 円くらいで

運用できたらと望んでいる。 

  ◇都市計画課長 

    県立佐原病院脇の道路は、都市計画道路で通称街路といわれている。開通前に花

を植えていただいていたものがその後、管理が不十分ということで申し訳なく思う。

電柱へのハンギングは、できれば非常にきれいだと思う。東電の管理上の問題もあ

ると思うので、東電に話を聞く。 

  ◇農政課長 

    クラインガルデンについては、栗源区には昨年オープンし、20戸モデル的な形で

やっている。そのほか貸し農園のようなものもやっている。新たに香取市で農業を



やりたいという人に対する情報提供とか農用地の提供ということで、先日のＮＨＫ

のテレビでも放映され、団塊世代の定年後新規に就農したい人が多いということは

理解している。農業の施策の中でも、そのような人たちを農業の牽引的な役割をし

ていく人たちと考えている。しかし、農地法という法律があり、農業を営むには50

㌃以上の農地を取得しなければならないなどさまざまな問題がある。本日予算の打

ち合わせを行った際にも、新規就農について考えなければならないということで議

論をしたところである。19年度からすぐできるとは言えないが、市として重要な施

策と考えているので、近い段階で取り上げて計画したいと考えている。 

  ◇企画財政部長 

    循環バスについては、観光地を見て歩く場合、レンタサイクルも一部やっている。

循環バスは、佐原区で２ルート運行しており、高齢者の通院、買物等を対象として

運行している。香取市となったので、全域の交通体系を見直そうということで公共

交通の検討委員会を立ち上げ、全体的な循環バスのあり方を検討する。その中で住

民のニーズなど基礎調査をしているところである。これから観光も加味して考えて

いくので、これからの課題として考えてほしい。 

  ◇市長 

    ご質問のあった花の種の助成など、ボランティア活動に対する助成などは過去に

はない。これから例規の策定も含め協議させてほしい。 

  ◇総務部長 

    ある程度組織化されているもの、高齢者クラブなど、各地域で環境美化関係をや

っている。社会福祉協議会でボランティア団体を把握し、何かの助成があったよう

な記憶がある。ある程度組織化され活動する団体は登録をして、保険をかけるなど

十分とはいえないが、ある程度の助成があったような記憶がある。確認する。市の

方ではない。 

  ○八日市場 Ｔ 

    高齢者などそれぞれボランティア個々でやっているようではあるが、町全体をき

れいにするように連絡をとりあい実施するような組織づくりなど、先程話のあった

環境情報センターがあれば、連絡も取れ、予算もかからずできるのではないか。 

 

  ◇市長 

    地方議会は３の倍数月に実施しており、6 月、9 月、12 月議会と就任以来３回の

議会を経験した。12月議会は市議会議員選挙のため、1ヶ月繰り上げ11月に実施し

た。この中で９月議会のことについてお知らせする。９月議会は一生忘れられない

議会となった。１つは従来から市民の皆様と約束をしていたもので、４人の自治区

長を廃止した。自治区長の廃止案を出し可決、承認をしてもらった。これにより自

治区長の報酬として年間4300万円を圧縮できた。 

    もう１つは、皆さんに不便をかけていた本庁の中の組織の機構改革を行った。条

例により決められていたので、条例の改正案を出した。本庁の中に本庁と佐原区の

部分があり、これを統一した。１階に農業振興課という佐原区の組織があり、３階

に本庁の農政課があったり、介護保険関係の課が１階と２階にあったりという不便



をかけていたが、同じフロアに１つにまとめた。これを10月1日から機構改革とし

てすっきりとした形にした。市民が来庁した際に事務的に早くなっただけでなく、

２つあったものを１つにしたので、無駄な部分を省くことができる。機構改革によ

り本庁部分で５課を圧縮することができたので、来年度から５人の課長を削減する

ことができる。また、同じような部署を６部署削減したので、合わせて11人の課長

を圧縮できた。830人のうちの11人で少ないというかもしれないが、課長クラスは

数十人しかいない。このなかで11人を削減することは大変なことである。これを給

料ベースで考えると年間8000万円になり、これを来年度から削減することができる。

また、収入役も置いていない。これは、全国的流れであり、来年度から国、県も置

かないことを奨励する。収入役を置かなくても市職員で十分間に合う。今までも何

の問題もない。この収入役が年間1200万円の報酬であり、現在圧縮している。した

がって、９月の改革により1億3500万円の削減を議会に諮り可決したところである。 

    合併により削減するところは削減し、盛れるところは盛る。大きな共同体として

増やすところは増やし、無駄なところはきちっと削減する。これをするために合併

した。合併をしなければ、４市町とも夕張の二の舞になっている。そういう経済的

基盤を改善するために合併したのであれば、経済的基盤をきちっと見ていくことが

当然であり、今の行政に求められていると考えている。したがって、ここ１～２年

で財政的基盤を固めていく。最初のブレが5年後、10年後に大きくブレる。ここ１

～２年が大きな山だと考えている。真正面から真面目に取り組み、新しい香取市の

礎を皆さんと一緒に築き上げていくことが必要である。経済状況はある程度よく、

借金は多いが５年後には変換に変わっていく。よく見てよく考え、足を踏み外した

後に失敗したではすまない。経済的基盤をしっかりして、やるところはやる。特例

債が使えるので、できるものはできるだけやる。道路も水道もできるだけのライフ

ラインを作っていく。10年後、特例債が切れたとき、交付税が10％、15％、25％削

減されたときにも動けるように体力をつけておくことが必要である。約220億円と

いう非常に大きな特例債がくる。この220億円の中で基金をつくってもいいという

額がり MAX で 30 億円であるが、地域振興金条例を設置し、３年間、10 億円づつ積

み立て30億円を積み立てる。このような措置をして、財政基盤をベースにこれから

のまちづくりを施策していく。本日集っている職員は部長、課長でこれだけ揃うの

は議会ぐらいしかない。お叱りを受ける部分も多いのは認識しているが、一生懸命

やっている。今一番大事なときであることを、皆が同じように享受している。９月

議会では、この職員の給料ベースも4.8％引き下げ、中高年層はさらに2％で6.8％

の引き下げを行った。 

あまり皆さんの目、耳に入ることがないことかもしれないが、財政的なものを見

ながら一歩一歩進んでいる。今後もいろいろなお叱りもいただき、一緒にこのまち

を創っていくという気持ちでご協力、ご尽力をいただくことを切にお願いする。 

 

 

 


