
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成１９年９月２９日（土） 13 時 30 分～15 時 5 分 

 

２ 場 所  山田公民館 

 

３ 参加者  １８人 

 

４ 市職員  宇井市長、久保木総務部長、菅井企画財政部長、根本健康福祉部長、 
       椿副参事（児童家庭課） 

（事務局）佐藤課長、寺島班長、小出、小林 

５ 概 要 

（１）開会（佐藤広報広聴課長） 

（２）市長あいさつ 

（３）職員紹介 

（４）懇談 

 

（事務局） 

 説明 

 

（Ｑ） 

佐原の友達から、佐原県立病院に眼科の先生とか他の先生が来られて、大変助かっ

ているという話を聞いたのですが、それは市長さんのお力添えでそうなったんでしょ

うか？有り難いと思っています。 

 

（市長） 

これは、１年間かけて堂本知事にお願いしてきた結果であり、間違えなく知事がド

クターを付けてくれたことだと思います。 

その中の一つは、お話にあった眼科であり、もう一つが循環器内科です。実は去年

４月に循環器内科のドクターがいなくなって大変な状況になってしまった。循環器内

科は、特に心臓疾患など、それこそ絶命するのに５分や７分などと言われています。

そういう逼迫する診療科ですが、今年４月に２人のドクターを派遣していただき、本

当に有り難いことで、知事へはすぐにお礼に伺いました。 

 

（Ｑ） 

そういうお話を聞いて、市長さんには大変感謝しております。 

先日、私の友達が旭の中央病院へ行ったのですが、保険証を見て「香取市の方です

ね。今日は困ります。」と言われたという話を聞きました。また、その時に「紹介状

を持ってくれば診てあげられるけど、紹介状が無ければ見られません。」と言われた

そうです。そういう話を聞くと、自分が医者に掛かるときに、身近な小見川総合病院

や県立佐原病院に良い医者さんがいないと、ちょっと不安に思いました。 

 

（市長） 



旭の中央病院は、去年の夏頃の時点で、特に救急については、市外の初診の方は受

けないという方針になっていますが、近隣の病院にはお知らせがありました。 

旭市にも旭市の色々な問題や立場があって、あれは旭市立の病院であって、旭市の

皆さんの税金で作った病院であるにもかかわらず、旭市民が受診できないという状況

になってしまい、大分問題が出たそうです。ですから、旭市民を優先にということで、

市外からの方々を遠慮するとういう方向になったそうです。 

一部の救急等については受け入れると約束していただいておりますが、そうでない

初診については、紹介状が必要になるという話を聞いています。 

産婦人科については、昔、佐原の諏訪下に久保田病院という病院があったのですが、

そこの息子さんが今、東京医科歯科大の教授をされています。産婦人科の教授で、し

かも専攻が分娩ということで、私も何度も伺ってドクターの確保について色々ご指導

していただいています。また、その先生と親しいドクターが旭中央病院の産科の担当

医になっているということで、本当に救急の時には、直接、久保田先生に話をして、

救急を受け入れてくれるというような約束はしていただいています。 

 ただ産科だけでありますが。 

今後、この香取市、香取地域の医療について、どんなふうに展開していくのか。 

これは議会でも相当論議されています。現況としては、私もあちこち歩き回って、

特に産科の医師獲得に歩っておりますが、これが大変厳しい。どうして厳しいかと言

うと、まずドクターがいないからです。 

医学部に入った学生さん達が、ある時点で、歯科になるか外科や内科になるか分か

れる。そしてある時点で、内科であれば婦人科と小児科があるが、今はほとんどなる

方がいないそうです。何故かというと大変なリスクがあるからで、要するに五体満足

に子供さんが生まれればいいが、もし何かあった場合には、すぐに訴えられてしまう。

そのようなリスクがあるので、なる方がいないそうです。 

また、４月に新しく千葉大の婦人科教授になった生水先生にも何度もお会いしお話を

聞いていいます。先生は、これからは自然分娩がなくなってしまうんじゃないかと言ってい

ました。つまり帝王切開だとリスクが少ないそうです。すべて帝王切開になるか、もしくは

何かあっても訴えないというのを一筆書くか、と言っておりましたが、あながち冗談ではな

いなと思いました。

いずれにしても、この 8万 8千人の香取市の中で、特に分娩が出来ないいというの

は大変な状況であると思います。他の地域を見ても、こんな所はないと思います。 

市の中には県立病院もある訳ですから、大変な状況であるというのは、県の方も強

く認識しているし、私も事あるごとに、ドクターの確保に力を入れていますが、なか

なか進まないというのが現状であります。 

現状はと言うと、県を交えて、香取市、東庄町、両病院長の５者の協議会を進めて

います。小見川総合病院は香取市と東庄町で運営しているため、東庄町さんにも加わ

っていただいています。また、県からの要請で、県、香取市、東庄町の３団体で、特

に会議を進めています。今月も２度ほど行いました。 

具体的にどういう話をしているのかというと、まずは、この地域にどういった医療

が必要なのか。もちろん、産婦人科も含めて、２次医療、３次医療、２．５次医療と

いう言い方もされますが、２４時間体制の救急医療であるとか、そして、診療科は何

が必要なのか、入院のベット数はどのぐらい必要なのか、そういうことを総合的に精

査をして、この地域には、どの位の、どういった幅の医療体制が必要なのかを話し合

っています。 

また、その話あいの中で、どうしても無視できない話として経営の関係があります。



特に、今、逼迫している目の前の問題は、両病院とも施設が老朽化しているというこ

と。県立佐原病院については「本館」、都市計画道路側にある「新館」の方はいいが、

その裏側にある、もともと建っていた「本館」の方が、耐震構造になっていない。そ

して、この耐震をするとなると、概算で２０億円位かかるという話です。それであれ

ば建て替えてしまった方が早いであろうと、県の方では話されていました。それと小

見川総合病院についても、耐震構造の制度が出来る前の建物であり、これについても、

新しく建て替えるか、もしくは耐震補強工事をしなければならないということです。

そういった目の前の問題が、双方とも共通していますので、それでは問題を一つとし

て考えていってはどうかということも話し合われています。私のスタンスとしては、

県立病院、小見川総合病院は、それぞれ個別で堅持していくというのが一番いいであ

ろうと考えていますが、あまりそれに固執すると、次のステップに進まないというこ

ともありますので、現況はあらゆる可能性を持った話し合いを進めています。 

さて、どの位まで進んでいるかと言いますと、現況ではどういった問題点があるの

かを話し合っている。詳細については、後で担当部長からお話させていただきますが、

いずれにせよ、施設的な部分での考えられること、私が市の代表として個人的にドク

ターを見つけてくるということ、そして、県もドクターバンク制度やメディカルサポ

ートという制度を作って、どういう制度かというと、県が窓口になって、県内外から、

例えば、お産をされていた産科の女医さんだとか、そういった方々を招聘して、それ

を県内の病院に紹介するというような制度があるが、そういったものを進めていく、

要するに１本釣りのようなこと、このような形で、両方を平行して進めていこうとし

ています。 

ドクターがいないところを無理やり見つけるのですから、なかなか進まない訳です

が、できる限りの方策を講じながら進めたいと思います。ですから、それについては、

財政的な予算をも割いて、これについては、皆さんにお願いをしながら獲得していこ

うと考えています。 

 

（健康福祉部長） 

市長の話の中で、特に東庄町と香取市、そして千葉県の３部局、具体的には、県立

病院の設置主体である健康福祉政策課と、民間病院を扱っている医療整備課、県立病

院の経営課という３つの部局と、香取市と東庄町が協議をしているところです。 

事務協議という観点ですから、まずは診療科の内容の問題、それについても、県の

考え方もまた独自なものがありまして、なかなか認識が、或いは方向性が一致しない

こともあります。例えば産科の問題でも、地元としては２４時間体制で診療科を確保

したいのですが、県としては高度医療の方に重点を置いてはどうかという考え方も示

されています。そのような違いも出ています。これらの調整が今後の課題になってく

るわけです。 

次に、診療科目と合わせて病院の本来的な位置づけ、２．５次医療機関なのか、そ

れとも１次と２次を組み合わせたような形なのか、そういう調整が地元医師会との関

係でも生じています。そういうわけで、県立病院と小見川総合病院の役割分担をどう

するのか。こういうことも基本から話し合っているところであります。 

３点目は経営問題です。現在、東庄町と香取市で、小見川総合病院への負担金が３

億１千万円。しかし今後、あと７千万円位、つまり４億円近い負担金が将来的には必

要になってくるのではないかと思われます。ただ一方で、経営改善、経営健全化計画

等を作って、経費の削減を図っていけば、負担金もそれほど増えることはないわけで



すが、そのための作業としては、まず、第３者の専門機関による経営診断、こういっ

たものも受けたらどうかという議論もいただいています。 

県は３部局で対応していただいており、県内の民間病院の様々な医療データを豊富

に持っています。それに対して、私共はあまりにもデータが少ないものですから、色々

ご指導をいただきながら、なおかつ第三者の専門機関による小見川病院の客観的な指

標を描く必要があります。そういう基礎的な作業から事務レベルでは協議を進めてい

るところです。従いまして、まだまだ今後の方向性については、時間が必要でありま

す。 

 

（市長） 

要するに抜本的な改革、そういったものがまず１つに話し合われて進んでいます。

また、それだけでは、いつになるか分からないから、まず、目の前の命を助けなくち

ゃならないということで、一人でも多くのドクターを獲得すること、そういう施策も

行っています。私が直接歩っていっている。こういう２つの路線で進めているという

ことです。 

 

（市長） 

ほかに病院関係で、何かご質問はないでしょうか。 

 

（Ｑ） 

お産のことに関して、助産婦さんが増えるということはないのですか。 

 

（健康福祉部長） 

産科を考える場合、県立病院では、現在６名の看護師さんが助産師の資格を持って

おりまして、それは小見川総合病院でもございます。医師さえいれば可能なのですが、

産科と小児科はリンクしておりますので、小児科医の先生も数名程度確保しないと、

本来の入院措置や分娩後の小児科医療、こういったものも完備した上でないと、なか

なか難しいわけです。ただ一般的には助産師法で、医師と緊急連絡が取れる体制であ

れば、助産師のみでも産科ができるという制度にはなっております。出来ないわけで

はないが、病院として考える場合、安全性の確保がないとちょっと難しいわけです。

現在、県立病院では、妊婦検診のみ産科の先生がやっておられます。 

 

（Ｑ） 

私事になりますが、私の娘が、 初の子を旭中央病院で産みましたが、生んだ後に、

お産とは、ああいうものじゃないかと言い出しまして、２子、３子は助産院で産みま

した。 

それで本当に家族ぐるみで、皆で立ち会うという産み方をして、とても感動したも

のですから、助産院で産んで、皆で、それこそ上の子も見ていますから、「ママのお

尻から赤ちゃんが生まれた」という、そういう感動があったものですから、そのよう

な形で、もっと皆が安心して産めるような形ができたらいいなと感じています。確か

にお医者さんがいないと、色んな心配がありますので、何かの時にはお医者さんに通

じていないと困ると思いますが、そういう形でのお産に感動したので言わせていただ

きました。 

 



（市長） 

成田にもそういった自然分娩というか、何の薬も使わずに、そのように生むような

カリキュラムを作ってやっている産婦人科がありますよね。 

実は、あちこちの皆さんから、同じような話を聞きます。娘さんをお嫁に出して、

昔は実家に帰って子供を生んでいた。ところが、実家に帰ってきた香取市では、産む

ところがないというお話もありました。全くおっしゃるとおりであり、何とも頭の痛

い、がっかりするような状況であります。 

助産師のみでの出産というのは、可能なんですか。 

（→可能ですが、ただ医師と緊急時の連絡体制が確保されていることが前提条件にな

ります。） 

よく言われるのは、掛かりつけ医、お子さんを産むことについては、掛かりつけ医

を必ず付けるようにと、 近は言われています。例のたらい回しで悲惨な事件があり

まして、あの事件も掛かりつけ医がいれば、そこまでいかなかっただろうと言われて

います。それというのは、終産期を全体に見たときに、例えば、出産した日を基準に、

前後の１，２ヶ月、この終産期医療というのは、今大変重要だろうと言われていて、

それが、掛かりつけ医に結び付けられているようです。産後の状況もきちんと見てい

くような状態を作っていかなくてはいけない。それが一番安全になるわけです。です

から、助産師さんだけでは医療行為が出来ませんので、そういう意味で、ドクターを

付けるべきだろうと考えております。 

 おっしゃるように、それこそ生命の誕生ですから。 

 

（Ｑ） 

すごく神秘的な生命の誕生が、これから全員が帝王切開になるようなことだと、ぞ

っとします。助産師さんが増えて、それを見守れるドクターがいて、そういう形をと

っていただけたら、いいと思います。 

 

（市長） 

今、看護師さん自体も相当少なくなっていて、昨日、佐原准看護婦学校というとこ

ろがありますが、そこの５０周年ということでお伺いしました。この５０年間の中で、

確か 1,244 名くらいの看護師さんを排出しているわけですが、それでも全然少ないそ

うです。 

看護師さんが少なくなっている状況において、そこにドクターがいないんだから、

もうどうしようもない。これは国の施策の転換をしていただかなければ、どうにも立

ち行かない状況です。はっきり言うと、これは国の政策の間違いです。 

前に東京医科歯科大学の久保田先生の方へ伺ったときに、それまで県立病院で出産

をしていた時は、年間約 230～240 人位産まれていたので、それだけの回数、分娩が

されていた訳です。この間、東京の小石川の方にある病院、ここは年間 1,000 以上だ

そうですが、そこが潰れたそうです。何故かというと、ドクターがいないから。そう

いう状況なんです。だから、産まれ故郷の香取市に、私だって多くのドクターを派遣

したいよ、と言っていただきました。 

現在、久保田先生は、旭中央病院に産婦人科のドクターを８人派遣しています。 

８人の内、１人でも回してくれと言いたかったんですが、そうしたら、向こう院が

大変なことになるから、ドクターを探してくださいとお願いしました。 

分娩というのは、ドクター１人では出来ないそうです。香取市内にも小児科医は２



人、３人いますが、結局２４時間体制をとらなくてはならない。その分娩の時には、

ほぼ２人が立ち会うそうです。ですから、少なくても４人という体制をとらなくては

ならない。１人、２人はどうにかなったとしても、４人、５人となると大変な話にな

ります。千葉大の生水先生ともお話をさせていただいて、あまり変に伝わると困りますが、

生水先生は絶対見つけてやるよと言ってくれました。

 

（Ｑ） 

今の意見に対して、例えば香取市で、助産師さんが緊急の時だけ、旭市や何処かに

お願いするというような横の連携は出来ないのでしょうか。 

 

（市長） 

緊急の時だとか、そういう部分では、旭中央病院とはお話が出来ています。 

ただし、助産師さんが出産に立ち会うというようなことが出来るかどうか検討して

みます。 

 

（Ｑ） 

来ていただく時間を待つよりも、自分たちで出来ることから少しずつやっていって、

そしてドクターを呼んでいただく形にもっていった方が、そうでないと、いつまでも

待ちぼうけかなと思います。市長さんがおっしゃったように、産めない状況があると

いうのは、すごく悲しい、寂しいと思う。 

 

（Ｑ） 

私は、小見の吉野平というところです。先日、公園の草刈をしましたが、今年は予

算がないから、会長さん、副会長さん達でやりましょうということで、やっていたん

です。ところが、ある人が、遊んでいる者は皆出て来いということをいって、それで

は、もし怪我をしたときにどうするんだということになりました。今まで予算があっ

てやってくれていたのに、香取市になって１年数ヶ月で、予算がなくなったから、役

員さんで刈りなさいということ自体が、会長さんの方には説明があったとは思います

が、一般の人たちには、それが回らなかったので、何故今年から予算がなくなったの

か、何故そうなったのか聞かせてもらいたい。具体的な話はわからないかもしれませ

んが。 

 

（市長） 

山田区だけでなく、４つの区内では、削減された助成金、補助金というのはありま

す。これは合併によって精査をしなければならなかったわけです。 

区長さん、自治会長さん、行政協力員さんといった方々に、こういう理由ですとい

う話は、区もしくは市の方でさせていただいておりますが、それを市民の皆さん、自

治会の中の皆さんとお話していないということで、お叱りをいただくことも多いわけ

でありますが。 

ここで、少し合併のお話をさせていただこうと思います。前任者の皆さんが、どう

いうふうに市民の皆さん、町民の皆さんとお話をしていったのか、私はわかりません

が、合併というのは、今までより良くなるということはありません。良くなる部分も

勿論あります。だけれども、例えば、お金の面では、合併当初、１足す１は３にも４

にもなることはないんです。なぜか分かりますか。全ての町・市は、単独で運営して

いくことが難しくなり、山田町も佐原市も栗源町も小見川町も単独でこのまま運営し



ていくのは難しかった。従って、統合することによって、合併特例債だとか、多くか

かっている経費、４箇所でかかる経費を１つにすることができる。そういったことを

して経費を削減して存続していこうというのが合併です。 

仮に、１００億円ずつの財政規模の町だとします。４つが一緒になると４００億円

だと思われるが違うんです。単独の１００億円ではやっていけないから、これを少な

くしてもやれるような状況、組織を作らなければということで合併するんです。です

から、４００億円かかっていたものが、３５０億円でやっていけるような組織をつく

るのが合併なんです。それでは、どのように３５０億円でやっていけるようにするの

か。例えば、人件費でいえば４人いる町長が１人で済む、年間５，２００万円、そこ

に秘書などを付けると２億、３億にもなる。４人いる助役、教育長なども１人で済む

わけです。そういったことをしながら、小さい政府というか、小さい自治体を作って、

経費がかからないようにしていく。そのかわり、市民の皆さんへのサービスの部分は、

できるだけ低下しないようにしようということで、節減した部分は、そちらに向ける

ようにするわけです。 

ただし、ご存知の通り、現在の市の職員数は多いので、それを減らそうということ

になるわけです。それには、例えば、今まで小見川に５０人の職員、山田に５０人の

職員がいたとしたら、これを今後、３０人とか２５人にしていくわけです。ですから、

今までと全く同じことをやれるということはないわけです。サービスが低下しないよ

うに 大の努力はしますが、行政としてもスリムにする協力を市民の皆さんにお願い

したいということなんです。 

平成元年から２，３年の頃のバブルの絶頂期には、あの頃はお金がいっぱいあって、

どこにいってもお金があった。皆さんのお宅にもいっぱいお金があったと思います。

その頃であれば、行政も吉野平にはこれだけ出すから、これでどうにかやってくれと

いうようにできた。しかしながら、今はもう全くそれが出来ない。ですから、市民の

一人ひとり皆で頭を使って、もちろん職員もやりますが、お金をあまりかけず、でき

るだけ考えてまちづくりをするという感覚で、協働のまちづくり、皆で創っていくま

ちづくりをしていこうと方向になっているわけです。 

ですから、市民の皆さん方には、ご苦労を強いることが多々出てくると思います。

現在、市では、総合計画を作っておりますが、絵に書いた餅ではしょうがないので、

きちっと施策できる内容にしようということで、作成しています。現在、市で出して

いる助成金が５百～６百件ある。これについては反省しなければならないが、その内

容等について行政では精査していなかった。お金を出したらそのままであった。本当

に助成金が必要なのかというものがあるんです。例えば、５０万円の助成金を出して

１年間終わって繰越金が１００万円あるとか。それに対して、障害者福祉など、涙も

出るような努力をして、それで全然補助金なしであるとか。高齢者福祉もそうです。

そういう所には、もっときちんとした形を作ってあげるのが本当ではないかと思いま

す。ですから、５百件とも６百件とも言われている助成金を、１つ１つを精査して、

必要がないところには申し訳ないけれどということでカットします。それで必要な所

には、今までよりも盛っていくという方向で、そのような中で、トータルはぐっと下

げていくというようなことを、現在しているわけです。 

ちょうどお金の話が出たので、議会の話をさせていただきます。この議会では平成

１８年度、私の初年度の決算を吟味いただきました。平成１８年度というのは、元々

の３町１市の持ち寄りの予算であったわけですが、その中でちょっと首をかしげるよ

うな所は凍結させていただいたり、違う形で方向転換させていただいたりしたんです



が、無駄を省こうということで、一番 初にさせていただいたのは、区長制度の廃止

です。そこから、各区事務所の課の統合であるとか、機構改革を行って職員数を圧縮

していくようなことをしています。職員数については、昨年から今年にかけて４３名

圧縮しました。５２名退職者があって採用が９名であります。今年度もそこまでは出

来ないかもしれないが圧縮していく計画です。 

そういうことをした結果、平成１８年度の結果が出たわけですが、これまで前任の

町長さん、市長さん大変ご苦労して、ここまで調整して運営されていたにもかかわら

ず、国の政策であるとか、物価の低迷だとか経済的な負の遺産を背負ったような形で、

ここ７、８年の間は赤字というような状況を出さざるを得なかった。また、それを出

来るだけ出さないようにご苦労されてきた。 

しかし、この平成１８年度は、その数年間とがらりと変わって黒字転換しました。

これは画期的なことだと私は思います。１年間させていただいて、まずは、財政的に

は満足する結果が出たと思っております。これについては、広報でも皆さんにもお知

らせいたしますが、１０億円の新しい積立も出来ましたし、特別会計も全て合わせる

と黒字転換の額が、１１億２千万円位の額になります。これは物凄い額です。何故か

というと、３町１市のベースで、それまで年間１５億円位の借金をしていたので、そ

の上に１１億円ということは、約３０億円近くをひっくり返したということです。 

ただし、例えば、福祉だとか教育、医療関係だとか、そういったものを削って増や

したわけではありません。それこそ農業関係についても、それまで３％位だったもの

を去年の９月補正予算では８．６％位まで記録した。ですから、そういったものは削

らずに行うことが出来た。これは何故かというと、合併特例債の一部を相当有効に使

えたということです。それでも合併特例債の全を使えてはいない。年間２０億位と言

われていますが、その内使えたのは２億円程度なんです。基金を入れると１２億位で

すが。この基金については、平成１８年度１０億、今年１０億、来年１０億というこ

とで、３０億の基金が３年かかって積立されます。基金というのは預金であります。

これは１０年後までずっと置いておきます。 

また、この基金について面白い運用の一つとして、市内にある金融機関に１０億円

積むから出来るだけいいパーセンテージを出してくれと入札させたんです。それで入

札をしていただいて、何と１０億円で０．４％、年間４００万円の利子ができました。

実はこの４００万円を使って、地域協議会に１００万円ずつ渡して、補助事業を実施

している。これは皆さんの税金を一切使っていない、そういうような運用もしていま

す。 

そういうことで、平成１８年度はきちっと財政的なラインを付けて、無用な所を出

来るだけ省いてきたが、今年も同じことをしています。２年続けると財政的な基盤の

整備というのが殆ど出来るわけです。そうすると先に行っても、きちんと励行してい

けば、そんなにブレませんから。その後の３年目、４年目には、色々な施策を講じて

いかなければならないと考えています。 

それでは全部を財政的にきちんと制約出来たのかと言うと、そうでもないわけです。

ちょっとここで皆さんにお話をしていただきたいが、一部事務組合というのがありま

す。特にゴミについてですが、ゴミの問題というのは皆さんに一番身近な問題でもあ

り、現況としては山田区と小見川区が同じで、例の黒いゴミ袋に全部入れて出して５

００円、栗源区は分別して１枚３５円、佐原区は分別をして１枚１０円、という形で

あります。どういうことかというと、元々栗源区と佐原区というのは、北総西部衛生

組合に入っていた。そして、山田区と小見川区は東庄町と３町で作った清掃組合に入



っていた。両方もと現存しています。 

北総西部衛生組合は、香取広域市町村圏事務組合という広域の組合に統合されてお

り、その中で現存しています。清掃組合も香取市東庄町清掃組合という形で現存して

います。何が問題かというと、両方の組合に負担金を出しているんです。１つになれ

ば半分とは言わないが、相当な額が下がる。何故かというと、経費多くが人件費だか

らです。ですから、やはり統合していただいて、そして、ゴミ袋の仕分けの仕方や出

し方なども、皆さんのお話をいただきながら、決めていかなければならないと考えて

います。 

ある清掃組合の報告によると、ゴミ袋を２０個も３０個も出している会社や企業も

ある。一方、ご夫婦と子供１人で月に数回しか出していないお宅もある。それで全て

５００円というのは問題だと思います。それから、分別せずに同じ袋に全てを入れて

いると、破砕機が硬いものを噛んで壊れることがあるんです。そのメンテナンス費用

もすごいかかっている。ですから、分別はしなくてはならない。これからの循環型環

境を考えると、分別は必要だと考えます。 

どうですか、ゴミについて何かお話はありませんか。何か困ったこと、こうしたら

どうかということなど。 

 

（Ｑ） 

農家で屋敷が大きいので、垣根が凄いんです。夏７月のお祭り前に垣根をやって、

庭木もやるとすごいゴミが出ます。ゴミを全部１回に出すとなると、収集車１台分に

なる程の量なので、多少は出したりしますが、いけないことかも知れませんが、畑で

燃やしたりする場合もあります。 

ゴミを１回に出すというのが、ちょっと申し訳ないような気がして、小さく切って

束ねれば持って行ってくれるそうですが、切って束ねるのも大変です。 

 

（Ｑ） 

私の家では、お金を払ってリサイクルをしています。清掃組合へ直接持っていくん

です。沢山出すのが気の毒なので持って行っています。 

 

（市長） 

そういう事は、もう少し広報しないと、お分かりにならない方が沢山いらいらっし

ゃると思います。ゴミの自己搬入について、広報に出した方がいいですよね。 

実は、東庄町の理解をいただいて、清掃関係が統合することになった。来年中には、

その骨子をまとめて、どんなに遅くても平成２１年４月には、統一料金になります。

一遍にはならないかもしれませんが、高くなると思います。佐原の場合は間違いなく

高くなると思います。佐原区ではゴミ袋は１枚１０円位で、作るのに５円、残りはお

店の販売手数料になっています。また、料金の統一については、一遍に料金が高くな

るのを避けるために、２段階位に分けて上げようかと考えています。 

いずれにしても、平成２１年４月に料金統一ということですから、それまでに多く

の市民の皆さんのご意見をお聞きしたいんです。それを反映した形にしたい。これま

でご自宅の前に出していたけれど、今度はステーションを作りますから、ステーショ

ンに持っていってもらうことになります。これについても、皆さんのご町内で色々相

談していただくことになると思います。 

どうでしょうか、ゴミの関係で他に何かないでしょうか。 



 

（Ｑ） 

現在は分別しないでいいので、有難いですが。 

 

（市長） 

分別していただくようになったらお願いします。 

私も勉強不足だったんですが、先日、友達の子供に言われました。このペットボト

ルは３つに分解するんですね。キャップとラベルを外すんです。また、どこかの町で

は、ゴミを２０数種類に分別するところもあるそうです。 

この間、小見川と佐原で、水道についてご迷惑をかけたことがあったんですが、私

は職員と話をする中で、行政というのは、絶対手放しではいけないところが、基本的

に３つあるといっています。その内の１つが福祉です。福祉には３大福祉といって、

高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉があります。２つ目が水道で、３つ目がゴミです。 

どれもお金のかかることばかりだから、自治体では肩の荷を軽くしようとして、ど

れか１つは民間に渡そうとするんです。例えば、水について、アメリカやアジア圏で

はフィリピンなどは、民間に渡している。フィリピンでは民間が潰れて、１ヶ月だか

数ヶ月だか水が出なくなったんです。アメリカでも潰れています。やはり、水という

のは命の源であります。 

また、この間、高齢者福祉の分野について、ある民間の会社が不祥事を起こして大

変なことになりました。あの会社は、私が高齢者福祉施設の現職でいたころ、あれは

絶対ダメになると、我々の中では皆言っていたんです。取り組み方が全然違っていて、

要するに利益に走るんです。おじいちゃん、おばあちゃんの目を見ずに、お金の方ば

かり見ている。ある程度は、企業だからしょうがないとは思うが。 

福祉というのは、社会福祉協議会など色んな所があり、そういった所へお願いする

こともありますが、しなしながら、一番 後のベース、よくセーフティーネットと

近は言いますが、 終的なベースというのは、これは市が絶対見ていかなければダメ

です。市が潰れようが、その福祉を見ていかなければいけない、命を見ていかなけれ

ばいけないと私は思う。 

そして、もう１つはゴミなんです。現在、民間にお願いしている所はいっぱいあり

ます。一部事務組合というのも、市や町がお金を出し合って、１つの組合を作ってや

っているから、半分が自分たち、半分が民間のような感じであります。しかし、 終

的な収集だとか、そういう業務は、私は市がやらなくちゃいけないと思う。市がきち

んと見て、市民とのコンタクトの部分を大事にしなくてはいけないと思う。 

ですから、この３つについては、市は 後まで見ていくという形を私は考えていま

す。 

そして、ゴミの収集について、市と市民の皆さんとのコンタクトする部分でありま

すから、是非いろいろなご意見を出していただきたい。 近は男性がゴミ出しの係り

だとか言ってますが、やはりゴミをきちっと出していただくのは、女性の方が多いわ

けです。是非ともご意見などをどしどしいただきたいと思います。今日はあまり時間

がありませんが、市長への手紙やメールなどもありますから、どんどん言っていただ

きたい。私への手紙やメールが、年間２，３百件、月に２０通ぐらい来ています。私

は必ず全部見ています。見て担当課に指示をして回答しています。 

 

（事務局） 



先程の自治会で公園の草刈をやっていただいて、保険も入れないというお話につい

て、市長も言いましたように合併により予算的にも絞られてくるというお話ですが、

市には総合賠償保険制度というのがあります。 

担当は山田の建設課になると思いますが、そこに、私達はボランティアをやるから

ということでお話をしていただくと、怪我があったらいけないんですが、そのような

場合には、市の入っている総合賠償保険で多少は補填できますので、ボランティア活

動をされるときには、是非市の方へお話をしていただけたらと思います。 

 

（Ｑ） 

保険のこともそうですが、今までシルバーなどを頼んで市でやってくれていたのに、

今回から自治会でというのはどうしてなのかをお聞きしたかったんですが。 

  

（市長） 

やはり、市できちんと説明する責任がありますが、これが足りなかったと思います。

後ほどご説明させていただきます。（この件については、懇談会終了後に担当課より

説明を行なった） 

また、シルバー人材センターというお話がでましたが、シルバーという言い方は、

可愛そうです。私も６０歳とか６５歳になって、あそこに登録したときに、シルバー

さんと言われたくありませんから、それで人材センターの方へお願いしたんです。そ

うしたら、シルバー人材センター法とかいう法律がありまして、正式名称は変えられ

ないそうです。その代わり、通称を付けることができるということで、生き生き香取

と命名されました。 

 

（市長） 

さて、時間になりましたが、今日はお二人の議員さんもいらっしゃるので、出来れ

ばお一言ずついただければと思います。 

 

（河野議員） 

毎回、できる限りタウンミーティングに参加させていただいております。市長が非

常に熱心に市民の皆さんの声に耳を傾けておられるので参考になるし、今日は特に女

性が対象でしたから、私達２人が議会に席をおいていますが、女性の視点から見て、

自分達もそれを参考に発言していきたいというものもありますので、今日もいい勉強

をさせていただきました。特に医療の問題について、私も小見川ですから、総合病院

の問題は皆から心配されています。皆さんとまた、いい方向に行けるように努力した

と思います。 

 

（坂本議員） 

やはり医療の問題、里帰り出産ができるように、そういうのは以前から言われてお

りますので、皆さんと力を合わせて、市長だけではどうにもならないことではないか

と、国の政治も変えなければいけないことですが。また、市役所の職員さんが、特別

なチームでも作って、お医者さんを招聘するような活動というか、そういうのを作る

べきではないかと考えています。 

もう一点、前回のアンケート結果を読ませていただきまして、とても参考になりま

した。前回は教室型だったんですね。その問題点を、こういうふうに早速直していた



だいたのはいいと思いますが、市長さんの周りに男性ばかりなので、せめて司会を女

性職員にしてほしい。アンケートにも女性職員の活躍の場はあるのでしょうか、多少

心配になりますとも書かれております。私もその通りだと思っておりますので、是非、

女性職員、素晴しい方もいっぱいいますので、そういう人を発掘するという意味でも、

場を設けていただきたいと思います。 

 

（司会） 

時間も大分経過しましたが、是非これだけは言っておきたい、聞いておきたいとい

うことがあれば、どうぞお願いします。 

 

（Ｑ） 

障害者の親を代表して一言お願いします。 

山田にも自然（ジネン）という作業所が出来ましたが、開所した当初は６人で、今

１１人、もうそろそろ定員がいっぱいになります。それから下の子供達が養護学校に

も沢山いますので、その子達の受け皿を考えていただきたい。 

市長さんは、大変福祉にご理解のある方なので、今日は大変力強く思いました。有

難うございました。 

 

（Ｑ） 

実は栗源のお年寄りが、佐原に行くときに、３つのバスを乗りつないでいったと言

うんです。同じ香取市なのに、そこまでしなければならないのかと思うと、ショック

でした。 

これから機構改革によって、各区の事務所で事足りないことが増えてくると思いま

すが、本庁に来てくれといわれた場合に、足が無い人は大変なので、各区から本庁へ

行けるような手段を考えてもらいたい。 

 

（市長） 

長い時間でしたが、皆さんと話しているとあっという間でした。女性の力は非常に

大きなものになっています。これは、従前からあったものが、やっと見直されたとい

うか、声を出せる機会が多くなってきたのだと感じています。 

私の家族の話をすると、家族は女性ばかりでして、昔から女性と話をする機会が多

かった。まして、息子というのは、父親と話すというよりも、母親と話をする機会が

多いものです。そういう意味では、私は女性的な意見というか話を、ずっとこれまで

聞いてきたような気がします。その中で、男性の話でどうしても違和感があるという

部分もありますし、女性と男性が一緒に話をすることで、どれだけよくなっていくの

かということも多く見てきたわけです。 

この香取市、４つの自治体が一緒になって、右往左往というか、先が見えずに皆が

心配されていると思います。これらを一つ一つ解決しながら、皆さんと共に、この新

しい香取市を、子供達の将来、未来のために、立派なまちに育てていきたいと思いま

すので、これからも、是非、特に女性の皆さんにもご尽力、また助言等をいただけれ

ばと思います。今日は本当に有難うございました。 

 


