
市民懇談会（タウンミーティング）概要（八都小） 

 

１ 日 時  平成19年1月28日（日）13時30分～15時25分  晴 

２ 場 所  八都小学校体育館 

３ 出席者  一般市民 ２９ 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 

   ・市民環境部長 

   ・上下水道部長 

（４）意見交換 

 ○ ？ Ｓ 

   都市計画税の0.2/100とか0.3/100というのは何を基準に算定にしているのか。 

◇区税務課長 

   旧佐原市が 0.3/100・旧小見川町が 0.2/100 で算定基準は都市計画税法でおこない

ます。 

 ○ ？ Ｓ 

   広報の9月15日号に載っていたのですが、ゴミの手数料についてですが、佐原市が

無料（但しゴミ袋代10円）・私たちも520円払っているので、これはゴミ袋を買って

いるのと同じだと思うが、佐原市は無料で市の財政から出しているということですよ

ね、今合併して一番大切なのは、均等に物事をやることが大切だと思う、ゴミという

のは家庭により多く出す家と少ない家があるので、全て520円というのは合わない。

私の考えですが、栗源町みたいに1枚35円で買ってもらうことが公平で理解が得られ

るのではないか。それとNHKで放送していたが、カラスがゴミ袋をつつかない色は黄

色だということなので、新規に袋を作るのであれば、黄色で統一したほうがいい。も

う1点は、国民健康保険税ですが4区の中で差が68,000円ぐらい違う、新しくなった

場合どのぐらいの額にするのか。不安である、できれば上げてもらいたくない。 

◇市民環境部長 

  ゴミを取り扱っているところが、北総西部衛生組合・香取市東庄町清掃組合（可燃

物）・香取広域市町村圏事務組合これが粗大ゴミ不燃物を扱っております。おっしゃる

ように市民の公平性を考えれば料金は統一すべきであり、現在統一に向けて協議を進

めています。北総西部の中でも、佐原区・栗源区のように 10 円・35 円と違いがあり

ます。旧市町の時代にそれぞれゴミ処理に対応するところが違い、そういった部分で

料金が違ってきたと考えられます。今後事務組合の統合に向けゴミ袋の料金統一また

ゴミの出し方の統一など含め検討しているところです。山田区・小見川区の指定ゴミ

袋はペット袋だけで、佐原・栗源区は4種類の袋が指定されています。色はしろ・緑・

ピンク・黄色でありゴミの減量化・資源化に努めております。料金・ゴミステーショ



ン・収集コースを含めて現在検討しておりますので、今しばらく時間をいただきたい

と思います。 

国保税の額の統一はどのへんかという質問ですが、香取市が1年間どの程度医療費

が掛かるのか推移を見て、必要額を算出したうえで、調整したい。 

◇ 市長 

  ゴミ袋の問題ですが2つの組合があります、山田区については香取市東庄町清掃組 

 合があって、佐原区・栗源区は北総西部衛生組合があります。別々の収集や処理をし

ている状況なので、この組合を1つにしようという事を去年の4月から行っているが、

香取市だけの話でなく、清掃組合については東庄町さん、北総西部衛生組合について

は、神崎町さんと成田市さんが1つの組合の中に入っているということで、全部で２

市２町に跨った組合になっている、それともうひとつ面倒なのがあり、消防の組合が

あります、山田地区でいえば小見川町外２町消防組合というのがあったわけですが、

合併のときにこの消防組合も、佐原市外５町消防組合と合併し１つの消防組合になっ

た分けですが、これが、香取広域市町村圏事務組合の中に入っていて、そこには多古

町も入っていまして、し尿処理もしているわけであります。ですから３つの組合がゴ

ミ・し尿について係わり合いを持っていてこれを１つに統合していこうというわけで

すから、なかなか時間が掛かってしまっているということが実情ですが、やっとこの

４月から北総西部と香取広域の事務分掌だけが統合でることが決まりました。従って、

まず１箇所できる、次はどこかというと清掃組合、東庄町さんの了解をいただきなが

ら１つにして行こうと考えています。●●さんのおっしゃるように、ゴミについては

受益者負担というか、ゴミ袋の有料化というのはどういうことかといいますと、ゴミ

をできるだけ出さないようにしようというエコ思想にありますが、多く出す人はその

処理料を多く払っていただくのが本当であろうと、考えています。カラスや小動物が

多くいますのでそのようなものからの被害が出ないよう、また収集方法をステーショ

ン方式にするのが良いのか、個別収集が良いのか、分別にするのかなど全て含めて協

議しているところです。佐原区は袋の製造費１０円しか払っていない、処理費につい

ては皆さんの税金で払っていることは、ご指摘のとおりであります、従ってできるだ

け早い時期にこれを是正して不均等のないような統一をして行きたいと考えています。

今日もありのままを皆さんにお示ししてご理解をいただきたいと思ったわけでありま

す。 

  国保税のことですが、皆さんにショックなことをお話しすることになりますが、家

庭でいうところの預金、いわゆる基金があったわけです、この基金である程度やり繰

りしてきましたけど、この数年間で病院へ掛かる方が多く医療費がものすごく掛かっ

ております、ご承知のとおり国保は、皆さんがお医者さんにかかり会計をするとき１

０００円医療費が掛かったとした場合、そのうち３割の３００円を支払うわけです、

残りの７００円のうち国と県が半分の３５０円を残りの３５０円を国保に加入してい

る人皆さんで均等割りや所得割り等で支払うわけであります。これを１年後に精算し

ますが、最初に基金があっても不足分は基金を取り崩すことになり段々基金が少なく

なってしまいます。 

  この基金が今年度ほぼ底をつくことになりました。従って新年度でこれを統一する



ことは必至であります。これをしなければ来年度末での支払いができなくなり、一般

財源から補うようになりますが、国保は加入している方々が負担しなければなりませ

ん。 

  では、どのぐらいの額になるのか、今計算をしているところでありますが、将来を

見据えた算定をしなければならず、応分の負担をお願いすることになりますが、私も

断腸の思いであります。よく町を歩くと、税金が上がったのはお前のせいだろうとい

われるのですが、そうではなく、ご理解をいただければと思います。 

○ ？ Ｓ 

  市長の今の話を聞いて、夕張市のことを思い出します。ごみは只、水道料金は香取

市の半分１２００円で、巷で保育料が一番上がったといっているが、実際に一番上が

って平均はいくらなのか、その数字が上がってこないということはたぶん安いんだろ

う思うんですが、それで夕張は国の保護が合って自分たちで努力しなかったから現状

になった、香取市も少子高齢化を迎えて老人が多くなることは目に見えているわけで

私は税金が多少高くてもいいので、子供や孫に借金を残さないような市を市長に造っ

てもらいたい、基金を積み立てるなどして、是非先を見越した施策をお願いしたい。 

○ 吉野平 Ｋ 

  ２点ほど質問します、まず都市計画税ですが、現在山田地区は掛かっておりません

が、先行き課税するのか。コミュニティー施設は固定資産税は減免していただいてい

るが、農業集落排水の料金について減免にならないのか。 

◇建設部長 

  都市計画税の関係ですが、現在合併をして税を取っているのが佐原区・小見川区で

栗源区も山田区も設定しておりませんが、１９年度都市計画マスタープランを作って

いくのですが審議委員の選任をしておりますがその方々の意見を聞きまして、２区を

都市計画ゾーンに入れる入れないを検討します。区域に入れると、いい面と悪い面が

出ます、家を新築する際に建ぺい率が変わって厳しくなりますし、入ってなければ緩

やかであります。地元の意見も聞きながら、１９年度決めていきます。 

◇上下水道部長 

  農業集落排水処理施設使用料に関してご質問がありましたが、公的施設の使用料に

ついて減免できないかということでしたが、公営企業の範囲であり独立採算でありこ

れを堅持しなければならない、現在公共下水道も合わせ減免は実施していません。但

し、生活保護世帯については、考慮していますが使用料については対象外としており

ます。たとえば、一般的に電気料は減免になるのかというレベルでのご認識をしてい

ただければありがたいなと考えます。独立採算でありますので阻害することはできま

せん。 

○ ？ Ｔ 

  ２点ほど、１つはPTAの役員として参加させていただいていますが、使用していな

いプールについて、このまま放置しておく分けにはいかないかと思うが、現在防災用

水として水を張って保管しているが、見たところ消防用水として活用しづらいようで

あるポンプの横付け鍵の管理フェンスの老朽化など教育長さんと何度か話し合ってい

ますが教育委員会だけでは解決できないと思うので市として検討してほしい。２点目



は、私は、山田げんき隊というものに入って活動し、役場の職員にもお世話になり良

い関係を保っていた。香取市になり本庁に行くと距離的問題従前からの問題もありコ

ミュニケーションが取れていない感じがした。新しい町になったということで、職員

の皆さんが全市を見据えた意識を持ってほしい。カウンターによってもなかなか横を

向いているので見てもらえない、管理職は前を向いているので率先して声を掛けるこ

とにより、職員が動かざるを得ないので、率先垂範してほしい。職員は研修をしたり

して、ゼネラリストとしての見識、スペシャリストとしての知識の両立を期待する。 

◇教育長 

  プールの件について、山倉小と山田中だけ現在使用しております、そのほかの小学

校はＢ＆Ｇのプールを使用させていただいている。使用年限を越えたものは壊しても

良いが、修理維持費が掛かるので防火用水として使用しているが、良い案があれば壊

すことも含め、全庁的にこれから検討する。 

○ ？ Ｓ 

  私は山田の消防団の責任者なのですが、学校のプールは使えるものであれば防火水

槽として残してもらいたい。水槽１箇所２０分で空になります。 以前火災のあった

豚舎でも消火するまで、川から取ったりかなり水量を要した。八都地区でも八都小学

校のプールから取ったことがある。 

○ ？ Ｔ 

  山倉小学校に聞いたところ、消防自動車を横付けできるようにフェンスを改造した

とのこと、消防組合等と協議してもらいたい。 

◇教育長 

  地域の実情においてよく相談してやらせていただきます。 

◇ 市長 

  その次の、山田げんき隊の皆様にはいつもお世話になっております、その中で職員

の対応について、特に本庁の職員の対応が悪いということは良く聞きます。早い時期

から対応を改善するよう機会あるごとに言っており、今は良くなってきていると思う。 

  今の体系は特殊な体系であります、各区に役場があり、佐原の市役所がありその上

に本庁組織を作ったその中に各区から職員を集めた組織になっている、しかしそれは

合併ではないですよね、合併というのは全部一緒になるということです。山田に佐原

や小見川栗源の職員がいていいわけであります、山田の職員も小見川や栗源にいると

いうことが、本当の合併の効果だと思います。従って今まさしく新しい町の創世記で

あります、今までの声えが通じる顔も良く知っている職員がいなくなってしまうとい

うことがあるわけでありまして、また新しい形で築いていってほしい、私もおてつだ

いしたいし、職員の研修もこの１０月から増やしています、１９年度はこの研修の一

環として、民間で１年研修していただき大変な部分を勉強して、市役所で生かしても

らおうと考え、元の成田空港公団、今の株式会社ですが数名派遣したり、自治大学校

での研修を予定しています。グローバルな感覚、新しくなったこの町を職員が良く理

解し勉強し市民の皆さんとの対話に生かして行きたい。プールについても消防等と協

議します。 

○ ？ Ｓ 



  ３点ほど、合併で一番必要なのは職員の数を減らすこととのことですが、減らして

も最低限必要な部分がある、香取市の場合保育所の保母さんが職員としてなっている

と聞いたが山田は民間が行っているので市職員がいない、ですから民間でできるもの

は民間へ移譲するようにしたら良いのでは。 山田区の市民バスは、１０年乗ってい

ると思うが、壊れたら終わりではなく、区に１台は研修バスの配置をしてほしい。 

  最近先生が子供をしかるのに躊躇しているもっとしっかり指導してほしい。それと

学校の前で交通安全指導を行っている際、学校の先生が誰も挨拶に来ない。たとえ１

０分でも来て挨拶できないのだろうか、そんな状態で教育ができるのだろうか、教育

長が山田中のときは、率先して朝挨拶を行っていた、是非街頭指導を行っている際は

声をかけ一緒に指導していただきたい。 

◇ 市長 

  職員数について、保母の民間活用について、山田区は市立保育所がない佐原区は１

０箇所のうち２箇所を民間に委託した、これも市民の皆さんの意見を聞きながら民活

を導入すべきであろうと思いますが、ただ１点だけ、不便になってはいけない、子供

のことだからできるだけ不便にならないように安全第一に民活をしなければならない

と考えます。基本的にはおっしゃるとおりだと思います。 

  現在、一般財源の中での職員数は８００人特別会計を合わせますと９３０人おりま

す、８８０００人口の中で職員９３０名は実際多いです、ではどのくらいがいいのか

は分からない、合併協の中では６３０名までに削減する目標数が出ています、しかし

目標数なので最良の数なのか分かりません。しかし、現在は多いので削減、合理化を

毎年図ってゆく、どの程度の規模かについては、今年三月に退職者３５名います、こ

れにどのぐらい補充するのかについては、０では将来市が成り立たなくなる、職員か

ら３０％削減したらいいのではと提案があったが、今年度は７０％減の削減をします。

そして５年間に１００人から２００人の合理化を図ります。2007年度問題といわれる

団塊の世代の退職については、香取市は多くありません、2009・2010年度に大きな波

が来ますその時期には削減率が大きくなります。市民バスは各区に１台はあります、

循環バスは協議会を立ち上げて協議しております。 

◇企画財政部長 

  合併効果を出すため首長の公用車の入札をして公売をました。保有していても余分

なものは減らしてゆくということで行いましたが、市民バスについては現行のものは

継続してゆくということにしております。ただ管理上先の話になりますが共有化・集

中管理する方式になろうかと思います。当面は現状のままです。 

◇教育長 

  学校の実情について大変ありがたいお言葉をいただきました、確かに今の先生方の

特に若い先生方がどのようにしていいか分からないというところもございますので、

学校教育法上、子供たちに懲戒を与えてよいとなっておりますので、法に則り適法の

範囲できちんとした指導、躾が出来るよう教育委員会としても若い先生を中心に、研

修会を持って指導してゆきたいと思っています。また、交通安全につきましては、安

全協会の皆様はじめ、地域の皆様に子供たちの朝登校の様子を見ていただき、そして、

車の安全性に配慮していただきありがたく思っております。にもかかわらず、朝教員



が全然出ていないということは、教員の勤務時間もありますが、子供たちの登校の姿

を見ることが、教育活動を進めるため大変重要でありますので、なるべく、全員とい

うわけにはいかないと思いますが、各学校とも校門での指導をするようやってゆきた

い。地域の皆様が指導してくださっているところに出合った場合、挨拶も出来なとい

うことは私の指導が足りない部分だと思いますのでしっかりと徹底して指導をしたい。 

○ 吉野平 Ｋ 

  合併したことにより、住民参加の行事が減ってきている気がします、山田ふれあい・

住民参加の「ふれあい空のたび」が好評であったが、今の状況ではカットされてしま

うのではないか心配しております、検討していただきたい。 

もう１点は、いろいろな地区では合併特例債で箱物を造る市が多いと聞く、１０年

２０年でお荷物になる、香取市として箱物行政をしてゆくのか、あるいは市長が市政

方針演説したように医療福祉の整備の話をした、この地区は医療が立ち遅れている意

思不足・高度医療器具がそろわない、県立佐原・小見川総合病院が細くなってしまう

のではないか心配している、少子高齢化の現在医療に依存する部分が多いので医療に

対するお考えを聞かせてください。 

 ◇ 市長 

   地域の中核をなす病院２つがあるが、医師が来なくなってしまった、そして診療科

も減っていると言うのが現状であります、これは両病院とも千葉大から医師の派遣を

図っていた、しかし国の制度である後期研修医制度が去年の４月から様変わりをした

ことにより、研修医が地方へくるシステムが断ち切られてしまった事が、医師不足の

原因になってしまいました。今一番逼迫しているのが小児科・産科で、小見川総合に

は小児科・産科はありません、そして県立病院のほうは臨時の医師が来てくれている

という状況で、分娩業務には２人の医師が必要でこれが確保できていない状況で、香

取市の中で分娩業務をされているところがない、従った香取市で子供を生むというこ

とが出来ないという大変悲しい現状なわけです。 

   現状を皆さんに申上げますと、小見川中央病院・県立佐原病院・市・県、この４者

で協議会を持っています、今月末にも県を抜いた３者で最終的な議論を交わされます

が、これは県から香取市と地域の特性に合った医療の体系を示すよう指示があり、今

年度中に結果を回答するわけですが、どのような体系にするかまだ決まっていません、

いろいろな案があり、一つにしようとか、今までの形を堅持してゆこうとか、どのく

らいの課が必要なのか、内科・循環器科…脳外科、どの位の医師が必要か、何床ぐら

いのベッドが必要か、沢山の課題を協議し、３月に県へ示してゆきます。 

   県は、県立病院は堅持してゆくといっています、閉鎖撤退は考えていないと言って

いるので、ある程度安心はしていますが、現状のままでは立ち行かないわけですので

改善するため協議しているところです。 

   ふれあい空のたびは、栗源区・小見川区を巻き込んで実施しようかという案もあり

ます、何れにいたしましても実施することになっています。 

   さて、時間が来ましたので、合併特例債の使用方法等も含めてご報告させていただ

きます。まず、1 市３町が集まり合併したわけでありますが、この際、市の体制・市

勢などいろいろな面積・人口等の算出方法で行いますが、香取市には 10 年間で 220



億円という莫大な特例債が認められています。1 年間に 20 億から 22 億円を特別債と

して使用して良いといわれております。箱物行政は私も如何なものかなと考えていま

す、なぜかというと箱物は作った時点はいいが、特例債が10年後にカットされると同

時に、交付金が１０％１５％と毎年カットされます。そういったときに、今箱物を造

り10年後に雨漏りなどの補修ができるのか、管理費も年間嵩むわけです電気光熱費な

ど、ですから箱物はむやみに造れないわけです、しかし、必ず造らなければならない

ものもあります、学校とか公共の必要な施設です、こういうものにしわ寄せが来ない

よう、造ってゆきます。合併特例債の使いみちが決まっています、一番多く使われる

のがライフライン、道路・水道などです、ですからＣＰソフトなどは使えません。で

すから箱物も造れるのですが、そこに飛びついては10年後の私たちの将来が暗くなっ

てきます、ですから市と市民の皆様のご意見を伺いながら、議会の承認を受けながら

決めていこうと考えております。さて、私から少し報告をさせていただきたい、昨年

5月8日に初登庁させていただき、9日には堂本知事にお会いしてきました。突然の訪

問にもかかわらず15分いただき合併後のことや医療の関係で55分お話させていただ

きました。その結果 2 名の医師の派遣をいただきました。何れにいたしましても、5

月8日から今日まで駆け足でいろいろさせていただきました、しかし、じっくり将来

を見据えた施策をしてきたつもりです。そんな中何回かの議会を経験させていただき

ました。9 月議会は私にとって一生思い出に残る議会になったわけであります、その

一つは皆様に選挙公約でもありました、4 人の区長制度の廃止であります。各事務所

には優秀な事務所長がいてそこに区長がいてその上に助役がいて市長がいるというこ

とは必要ないことでありまして、この区長制度の廃止条例を出させていただきました。

従ってこれに掛かる費用5000万円が予算計上してありましたが、これを圧縮すること

が出来たということであります。そして本庁の中に、本庁と佐原区部分がありました

これを合併の利点である統合（行政改革）をすることにより、5 つの課を廃止し課長

クラスの部署が６つなくなり11名の管理職をなくすことが出来ました。930名のうち

11 名を圧縮したからどうだといわれるかもしれませんが、管理職は全部で 60 数名し

かいません、これをうち11人ということはすごいことであります。金額にすると課長

クラスで800万円これが11人ですから8800万円の削減になるわけであります。この

機構改革により８８００万円をこの4月から抑制することができたということであり

ます。これを各区の部署で出来れば 4 億とも 5 億とも言われております、4 月に出来

たらその効果を福祉でもどこでも回せるんだということをお考えいただきたいと思い

ます。ご存知のとおり、5 月から収入役を置いていません、この収入役は全国的に、

この4月から置かないということで、それを先取りいたしました、市の中の優秀な職

員が行えば十分対応できます、この経費が 1200 万円であります。全て合計すると 1

億 5 千万これを、9 月の議会で抑制したわけであります。国は特例債の中で基金の積

み立てを30億円まではして良いということなので、1年10億円を3年積み立て30億

円にします。職員の給料ベースも４.８％ダウンしました。中高齢層はさらに2％ダウ

ンしました合計６．８％ダウンしております。こういったことを行い、ぎりぎりの部

分をぎりぎりまで割いてスリム化をし、貯めるところは貯めてゆく、そういう施策を

したいと考えています。 



   農林水産費予算も３．６％から６．７％に引き上げました、後1・2ヶ月で0.1・2％

引き上げられると思います、これも公約の一つでほぼ倍に近づいてきました。だから

といって皆さんの家の近くの道路がぼこぼこになってしまったということはないと思

います、そういった所も平均的に施策させていただいております、何が言いたいかと

申しますと、目の見えないところが財蓄貯蓄でありまして、あっという間にお金がな

くなってたまげるのがご家庭で、私のところでもあります、しかしそういったところ

をしっかり目を開け施策して行く事で1年2年後には財政基盤ががっちり出来てきま

す、現在、香取市が必要なのは最初の財政基盤土台を作ってゆくということが一番大

切で重要なことであります。ここ数年できっちりした土台を作ってうえで、箱物でも

何でも施策を考えてゆこうということが、今の私の考えであります。職員からやり過

ぎでないかといわれることもありますが、そのときはまた職員と話し合いをして、市

民の皆様の声を加味して、その上で財政的な部分をきちっと見てゆこうと考えており

ます、第2の夕張には絶対させません。 

 

 

 

 

 

 


