
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成１９年１０月１８日（木） 19 時 00 分～21 時 00 分 

 

２ 場 所  小見川区事務所３階多目的ホール 

 

３ 参加者  ４５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、 
（事務局）佐藤課長、寺島班長、高安、小出、小林、菅生 

 

５ 概 要 

（１）開会 

（２）市長あいさつ 

（３）職員紹介 

（４）懇談 

  【パネラー】香取市ボランティア連絡協議会運営委員 
        会長（滝の会代表）篠塚 俊子 
        運営委員（西地区婦人ボランティア代表）佐藤 吟 
        運営委員（エプロン代表）老田 紀代美 
 

（事務局） 

  説明 

 

（司会） 

それではここで、今までの市民懇談会とちょっと異なりますが、事務局から説明し

た「香取市ボランティア連絡協議会」のメンバーで、｢香取市ボランティア連絡協議

会運営委員｣をされておられます、本日お越しいただきました役員の方が所属する団

体の活動など簡単にご紹介させていただきます。 
まず、篠塚会長さんは『滝の会』という団体の代表をされておられますが、発足は平

成 3 年、会員数は 12 名で、主な活動内容は、給食サービスや施設奉仕、施設行事の

参加であります。 
佐藤様は、『西地区婦人ボランティアグループ』という団体の代表をされておられ

ますが、発足は昭和６０年ですから２２年継続されていらっしゃいます、主な活動内

容は、給食サービス・施設奉仕ということであります。 
老田様は『エプロン』という団体の代表で、発足が昭和５５年ですから２７年続い

ています。小見川区では、ゼロからの結成という意味では、先駆者（魁）的な団体で

あります。活動内容は、主に給食サービスや在宅身体障害者の介助が目的で、会員は

13 名いらっしゃいます。 

それでは、まず市長から、お話を切り出していただけますか。 

 

（市長） 

私の方から、ボランティアの方々に、基本的な、皆さんもお聞きしたいようなご質



問を幾つか用意しましたので、それをお聞きしながら、皆様方からも色々とお話を伺

っていきたいと思っておりますので、宜しくお願いします。 

まず最初に、ボランティアの活動を始めるきっかけになったこととは、どういうこ

とでしょうか。 

 

（篠塚） 

私は、平成 3年から「滝の会」という名称を付けまして、12 人でボランティアの活

動をしております。そのきっかけになりましたのは、その以前に小見川町の婦人会長

を 12 年間務めておりました。その時に、役場の方の住民福祉課という所で、年に 1

回か、2 年に 1 回か、ずいぶん前のことなので、よく覚えてはおりませんが、視察研

修旅行というのがございました。 

そのとき、静岡県の東伊豆町という所に研修にまいりました。その当時は、まだ各

市町村に婦人会という組織がどこの市町村にもございました。その静岡県の東伊豆町

という所にも、やはり婦人会の組織がございまして、1 年役員をやり引退なんだそう

ですが、1 年間も同じ目的で同じ活動をしていると、結構仲良しになって、1 年間で

婦人会の役員は辞めるけれども、その後にボランティアのグループを作っているとい

う説明がありました。確か平成になる前であったと思いますが、その視察に行きまし

たときに、これだ、この活動だと思いました。 

そして、平成 3年に婦人会長を辞めるとき、小見川というのは、東・西・南・北・

中央と 5地区に分かれており、各地区から役員が出ておりましたので、東・西・南・

北の会長・副会長に声をかけまして、同じ時期に同じ目的で活動した仲間なんだから、

これで皆さん別れ別れになるのは寂しいから、これからはボランティアの活動をしな

がら、幾らかでも地域のために貢献できたらと思いますが、皆さんどう思いますかと

声をかけました。 

そうしましたら、東・西・南・北の支部長をされていた方が、いいわ、そんな活動

をしたいわ、というのが始まりで、それで「滝の会」という名前を付けまして、12

人のグループでもって始めたのが、ボランティアの活動のそもそもの始まりでござい

ます。これが、平成 3年の 4月からですので、足掛け 16 年になります。 

その 12 名の方は年代は違いますが、とても仲が良くて、和気藹々としたグループ

でございます。 

 

（佐藤） 

立派なご挨拶がありましたが、西地区では、町からの要望で始めたわけです。 

西地区には、厚生園という救護施設がございまして、私達は昭和 54 年から訪問し

ており、町からの要望があったのは昭和 54 年でした。 

私の義理の兄が福祉の仕事をしておりまして、そのときに、私が西地区の婦人会の

役員をしておりましたので、西でも 1 つ作ってはどうかという兄からの進めもあり、

西婦人会でしたので「西婦人ボランティア」という会を作りました。 

ボランティアを始めてから、28 年目位になると思います。決して立派な活動ではご

ざいませんが、西地区の一人暮らし老人の給食の宅配を、年 8回から 9回、それから

水都園と厚生園のお風呂のお手伝い、運動会その他の行事のお手伝いなど、色々あり

ますが、させていただいております。 

もう 28 年も前から続けておりますので、みんな高齢でございますので、できる範

囲、無理をしないで、現在に至っております。 



 

（老田） 

私は、昭和 45 年に住金の転勤という形で小見川に住むことになり、その後 10 年程

たって、子供も大きくなり、友達と集まるにしても、何か町の人たちとの交流をと考

えていたときに、広報にボランティア募集ということが載っていました。 

それで、友達 2人と登録に伺い、職員の方と一緒になって、県や郡などの講習を受

けたのが、始まりになります。 

一番初めは、身体障害者スポーツ大会というのをお手伝いしまして、その時に、広

報の朗読もやってもらえないだろうかと言われ、私達はそのような勉強をしていない

ので出来ないと言いましたが、結局、誰もやる人がいないので、私の家で 3人から始

めたんです。また、お願いして講習会を開いていただいて、それで沢山の仲間も出来

ました。それから、給食もお願いしたいという話も出てきましたが、あれもこれもと

いうのは、私には荷が重過ぎますので、その中で、給食の方に進む人と、朗読の方に

進む人、グループが分かれるように持っていきました。それが現在までずっと続いて

おります。 

この身体障害者の介護については、平成元年に福祉課の方から、小見川に車椅子の

生活者が来るので、何とか家の中で介助してほしいという要請がありまして、誰も引

き受け手がないので何とかならないだろうかと言われ、結局引き受けるようになり、

現在に至っています。 

昨年から、障害者支援で介護の方が始まりましたので、私の方では要請があったと

きに、話し相手のような形で携わっています。 

 

（市長） 

活動を始めたきっかけというのは、それぞれでありますが、当初から沢山のお仲間

がいたというわけでもなく、その後の活動されてきた中で、どのようにしてお仲間を

集められたのでしょうか。 

 

（老田） 

地域的に団地という形でしたから、団地でバレーボール大会などがありまして、そ

の中で有志のような形で始めました。その後、講習を受けるようになって色んな方が

集まって来ますので、その中で一緒にやりたいという方達が集まって、現在はやって

おります。 

結構長く活動しており、皆高齢化しています。ある程度高齢になり抜けたりしても、

なかなか新しい人が入ってはこないので、それが悩みの種になっています。 

 

（佐藤） 

婦人会に 13 年間おりまして、それを辞めるときに、西地区の役員の皆さんに声を

かけましたら、皆さん快く賛同されて、それではグループを作ろうということになっ

て現在に至っています。 

厚生園という施設があったので、何となく皆さんも協力的で、スムーズに活動を始

められたので、特に苦労はしませんでした。 

 

（篠塚） 

先程申し上げましたように、私共のグループの 12 名は全員婦人会のＯＢです。現



在は婦人会という組織はどこの町でもなくなってしまいましたが、婦人会というのは、

その当時、結婚してその土地にお嫁に来ると、全員が婦人会員になるという風習があ

りましたが、奉仕の精神といった気持ちを持った人も多くおりました。しかし、社会

情勢が変わってまいりまして、日曜日に何か予定があるのに、婦人会活動なんてばか

ばかしいという人も増えてきまして、衰退の一途を辿り、小見川町でも 5，6 年前に

はなくなってしまいました。 

母体といえば、婦人会のときに活動した仲間、そのＯＢにより始めたので、人集め

に苦労したことはございません。 

 

（市長） 

ボランティアの活動を行うには、何かの大きなきっかけや、それなりのパワーが必

要になると思いますが、お二人については、従前からの婦人会の活動の延長というよ

うな形でありましたが、皆さん福祉の関係や給食ボランティアなどに精通されている

方々でございます。 

ここで、今日ご参加されている皆さんから、こちらの三人にご質問などございます

が。何かボランティア活動を始めたいなと思っておられる方もいらっしゃると思いま

すが、いかがでしょうか。 

以前に、市内にある中学校、高校の生徒さんと、こういったお話し合いをさせてい

ただきました。そのときに、一番多く意見が出たのが、ボランティアをしたい、ボタ

ンティアを通して社会を知りたいということ、そして、その中でまちを綺麗にしてい

きたいと言うんです。とても胸を打たれましたが、特に成田から通ってきている女子

高生が、駅前が汚いのでボランティアでゴミ拾いをしたいと話していました。私が自

分の家の近くではなくて、何で佐原の駅前なのと聞いたら、自分の通っている学校の

ある街が綺麗だと気持ちがいいからと言ってくれました。別の日に開催したのですが、

中学生も同じように、ボランティアをしたい、市民の皆さんと協働作業をしていきた

いと話されていました。中学生、高校生ですから、視点が若干違いのかもしれません

が、大変うれしいお話でありました。 

もう何問かご質問させていただきますが、皆さんからも何かございましたら、その

後でお伺いしたいと思います。 

それでは、これまで活動をされてきた中で、行政の指導などはありましたでしょう

か。例えば、老田さんと佐藤さんは、きっかけとして役所からの要請があったという

ことですが、その後、行政の指導などはありましたでしょうか。 

 

（篠塚） 

私のグループ「滝の会」は、すでに活動しておりましたが、小見川町は、東・西・

南・北・中央と 5つの地区に分かれておりまして、どの地区にも必ず１つはボランテ

ィアのグループを作って欲しいという要請が町の方からございました。 

私は北地区ですが、北地区にはボランティアのグループがないから、北地区でもボ

ランティアグループを作って欲しいという要請がありましたが、私は東・西・南・北・

中央の人達と「滝の会」というグループを作っておりましたので、私よりもっと若い

人達に作っていただこうと思いまして、この人ならやってくれるかなという人に、婦

人会の活動をしているときによくやって下さっていた方に声をかけて、北地区のボラ

ンティアをお願いしました。北地区ボランティアというグループも出来ております。 

 



（佐藤） 

西地区だけの仕事しているわけではありませんが、私が婦人会の役職を辞めるとき

に、西地区婦人ボランティアというのを作りました。 

町からの要請で早くから始めておりまして、町の行事にも参加したり、救護施設に

訪問したり、水都園にも行っております。西地区は福祉に理解がありまして、独居の

食事訪問などは、特によくやってくれます。また、独居の方が生活面で困っているこ

とや食事を持っていったときに具合が悪いという場合には、民生委員の方にお願いし

て対応してもらっています。 

 

（老田） 

私がボランティアを始めたときは、ボランティアというのが良く分からないときだ

ったので、登録したときに、職員の方と一緒に勉強したという感じでした。 

コーディネーターの勉強や、朗読を始めるときにはＮＨＫの西村先生を呼んでいた

だいて勉強をしたりと、私達の時代はボランティアをするにあたって、そういう勉強

会がありました。そういう勉強会などを、もう少し増やしてほしいなと、最近感じて

います。 

ボランティアのきっかけとして、そういう講習会などに参加して、それでやってみ

ようと考える方はいると思います。私達の仲間もそういう形でグループを作っており

ますので、行政の方にそのようなことをお願いしたいと思います。以前に較べたら、

そういう機会が少ないと思います。 

   

（市長） 

かきっかけは難しいと思います。何となく、いつも間にかという方も少なくないと

思います。 

そでは、次の質問に入ります。ちょっと聞きづらいことですが、これだけ長い間ボ

ランティア活動をされてこられた中で、ボランティアの会で、解散の危機だとか、ど

うにも立ち行かなくなってしまって、もう終わりにしようといような状況が、これま

でありましたでしょうか。 

 

（篠塚） 

そういうことは全くございません。12 名の方はとても仲が良くて、やはりボランテ

ィアだけではなくて、人間ですから、時には楽しみの 1つや 2つもないと、長続きは

しませんので、新年には新年会をするとか、また、1 年に 1 回は研修を兼ねた親睦旅

行をしております。ですから、解散などの危機は全くございません。 

 

（佐藤） 

西でも、そういうことは一切ありません。長年役を務めてきた人でグループを作り

ましたので、一人ひとりの責任で、無理をしないで、仲間同士で思いやりをもって活

動しておりますので、長続きしていると思います。 

 

（老田） 

これまでは、そういうことはありませんが、最近では、年齢的なことがありまして、

中央地区が高齢者が多いものですから、お弁当を作るにしても百何十食もあり、そう

なると 2日がかりになりますので、皆さんから年齢的にきつくなってきたという話が



出ております。 

また、年齢的なことで人数が減っています。減る割には増える人数は少なくて、こ

れから先は、ちょっとあやしいなという感じはあります。 

 

（市長） 

ご指導とか、行政からのこれといった形はなくて、今までされていた福祉活動をも

とに続けてこられたというお話でした。皆さん本当仲よく続けられてこられたのが良

く分かりました。親睦を兼ねた旅行するとか、食事会をしたり、そういったものも大

変重要だと思います。また、佐藤さんからは、無理をしないのが肝心だというお話が

ありました。身の丈という言葉がありますが、そういったことが長く続けるためには

必要なのかなと思いました。 

 

（司会） 

有難うございました。これからまだお話を続けさせていただきますが、お集まりい

ただきました皆さんからも、ここまでのお話の中で、私は「今このようなことをして

いる」とか、「仲間はこのようにして増やした」、「このようなことをしたらよいと思

うが、仲間を増やせない」など、お話いただきたいと思います。 
いかがですか、今のお話を皆さんお聴きになられて、何かご意見とかございません

か。気軽にご発言お願いします。 

 

（発言がない状況。） 

 

（市長） 

最近は、街中のゴミを拾っていただいたり、雑草をきれいに処理していただいたり、

そういったグループが沢山ございますが、行政としても大変助かりますし、また、そ

れが地域づくりに欠かせない一つの大きな要因にもなってきています。 

小見川地区は、東・西・南・北・中央という形になっていて、連絡協議会など、良

くできている組織がございますので、そんな中での活動などはいかがでしょう。 

 

（発言がない状況。） 

 

私は昨年就任させていただいて、小見川の連絡協議会という組織に感動しまして、

今じつは、香取市全域に、この連絡協議会と同じようなシステムを作ろうということ

で、庁内に指示をしております。 

皆さんご存知のとおり、連絡協議会には、行政協力員の方と民生委員の方だけでは

なく、青少年相談会の方や学校関係の方、警察関係の方もいらしたりして、そのネッ

トワークの広さといったら大変なものでありまして、これは他では見ないような、大

変素晴しいネットワークです。これを香取市全域に広げようとしているところです。 

 

（発言がない状況。） 

 

（市長） 

それでは、もう何問かご質問をさせていただきますので、その間に何かございまし

たらお願いします。 



皆さん 3人が始められたとき、婦人会や地域のお仲間などからボランティアに移行

された頃は、ボランティア活動をされていた方々がとても少なかったと思います。 

お配りした資料をみてもわかるように、現在ではこれだけのボランティアグループ

があります。市域だけでも多くのボランティアがありますが、これまで他のボランテ

ィアのグループと合同で活動されたことはございますが。 

 

（篠塚） 

チャリティーバザーであるとか、昨年からなくなってしまいましたが、それまでは

身体障害者のスポーツ大会というのがありまして、それには、どのボランティアグル

ープも全員参加しまして、健常者と障害者と共に皆で仲良くやっておりました。 

その他にも、フリーマーケットだとか色々あります。 

 

（佐藤） 

私達のところには救護施設の厚生園があり、そこに小見川町のボランティアが何グ

ループが登録してありますので、他のグループと一緒になってお手伝いをしておりま

す。また、水都園でも同じように他のグループと一緒になって行っております。 

 

（老田） 

今は、主に高齢者の方への給食サービスをしておりますが、3 グループで一緒に行

っております。その他に、ボランティア協議会でフリーマーケットやバザーをすると

きに、小見川のグループ全員参加という形でやっております。それぞれ皆さん仲良く

やっております。 

 

（市長） 

 チャリティーバザーは、いつ頃開催されているんですか。 

 

（老田） 

 11 月 25 日になります。 

それに関してですが、以前は町民会館で行っておりましたが、現在は会場がないも

のですから、大変困っています。 

（篠塚） 

平成元年からですから、今年で 19 回目になります。 

 

（市長） 

町民会館についてのお話は、後でゆっくりさせていただきたいと思います。 

障害者のスポーツ大会は、何故この地域ではなくなったんですか。 

 

（根本部長） 

 今年は、11 月 27 日に予定しております。 

 香取市全体ということで開催いたします。 

 

（市長） 

先程、老田さんから、ボタンティアにかかる、その一つのきっかけとして、ボラン

ティアの研修会などがあったということで、行政に是非とも要望したいというお話が



ありました。 

何か行政の方に、皆様方から、これはこうした方がいいんじゃないかという要望な

どございますか。 

 

（篠塚） 

ボランティアの養成講座のようなものを、行政でもってやったらいかがでしょうか。

若い人は働いているから、ボランティアはなかなか難しいだろうとは思いますが、小

見川町でも人口が多いんですから、中には子供も手が離れて、ボランティアの教養講

座でも受けてみようかと思う人もいるかもしれません。やらなければ参加する人は無

いわけですから、開催すれば参加する人もあると思います。 

 

（佐藤） 

 私も同じ意見です。養成講座というのは大事だと思います。 

 

（老田） 

ボランティアというものに全く未知な人も、講習会などがあれば参加してみようと

考えることもあると思うので、そういう機会を作っていただきたい。 

今、ダンスなどの趣味のサークルは色々あるんですが、ボランティアの講習会とい

うのがないような気がしますので、是非お願いしたい。 

 

（市長） 

 役所では、こういう講座のようなものはあるんですか。 

 

（根本部長） 

ボランティア協議会の事務局を司っているのは、ご存知のとおり社会福祉協議かい

でありまして、そこの事務局がどのように企画されるのが一番望ましいのか、そのた

めに行政としては、様々な支援を講じていきたいと考えます。私共と社会福祉協議会

で詰めさせていただきまして、ボランティアに対する養成講座、こういったものを積

極的に開催していくよう支援してまいりたい、働きかけていきたいと考えております。 

 

（市長） 

おっしゃるとおりだと思います。やはり、長く続けている方でないと分からないよ

うなお話があるんだなと思いました。 

今度はちょっと角度を変えて、行政への要望というよりも、これまで活動されてき

た中で、これは行政がやるべきじゃないのかというようなこと、ここまで自分達がや

ってきたが、これ以上は行政でやってほしいと感じたことなどがありましたらお願い

します。 

 

（篠塚） 

ご質問の主旨から外れるかもしれませんが、社会福祉事務局から声がかかりまして、

2人で県のボランティアの養成講座に参加したときの話をさせていただきます。 

千葉県下から 400 名以上の参加者がったように記憶しております、その時に、食育

について、テレビでお馴染みの服部先生からとても有意義なお話がありました。 

その後、分科会に分かれて研修をしましたが、私は傾聴ボランティアという分科会



でした。皆さん傾聴ボランティアはご存知ですか。ボランティアというのは、ただ人

に物を与えればいいというものではなくて、お独りで暮らしている方の見になると、

テレビは一方的で応答や会話はありません。ですから、独りで暮らしている人のお話

を聴く。聴くことだけでも、それがその人にとっては、本当に嬉しいものです。そう

いうことでもボランティアになるんですね。 

人によっては、家庭の中まで入られて、話を聴いたり、会話をすることを嫌がる人

もおりますが、やはり独りで寂しく誰も話し相手が無いということは、本当に独りほ

っちなんです。誰かが支えなくては、独りでは絶対に生きていけないと思います。独

り暮らし方の話を聴いてあげるのも素晴しいボランティアだと感じました。 

 

（市長） 

それでは質問の最後になりますが、ボランティア活動を続けていく、又は協働事業

や事業という意味合いから、こういったボランティア活動をしていくためには、何が

一番必要だろうとお考えでしょうか。どういったものが必要でしょうか。 

今、篠塚さんが言われたような事が、その根底なのかなと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

（篠塚） 

私は、ボランティアが出来るのは、とても幸せなことだと感じています。ボランテ

ィアが出来るということは、自分の体が健康でなければ人のためにボランティアは出

来ません。健康でなければ、ボランティアどころではありません。 

まず、自分が健康で地域のボランティアに参加できるということは、こんな幸せな

ことはないと思っておりますし、また、ボランティアの活動にもそのような気持ちで

参加をしております。 

 

（佐藤） 

私達のグループは、できる範囲、無理をしない活動をしておりますので、特に行政

にお願いしたり、意見することございません。皆で助け合って行っております。 

 

（老田） 

行政にお願いすることなのか分かりませんが、朗読であればテープ代であるとか、

給食に関しては材料費など、やはりお金の関係になります。 

行政の方も、年々厳しくなっておりますので、予算の方も大分カットされてきてい

ます。労働については、ボランティアとして提供できますが、せめてかかる経費、材

料費的なものは削らないで欲しいと思っております。 

 

（市長） 

ボランティアとしての活動をしていくためには、何が一番大事だと思いますか。 

 

（老田） 

やはり仲間だと思います。自分ひとりでは、できる範囲が限られますので、今まで

続けてこられたのは良い仲間がいたからで、お互いに助け合っております。 

また、中学生とも関わっておりますので、行き会ったときに、「こんにちは」と声

をかけてくれると、これでは辞める訳にはいかないなと思ったりします。 



 

（市長） 

足早に幾つか質問させていただきながら、何となくボランティアの大変なところ、

楽しいところなどが、おぼろげながら見えてきたような気がします。無理をしないと

いうのが、大変重要であると思いますし、仲の良い仲間が一緒にいるということが、

活動する上で大事なんだと思いました。 

ボランティアというのは、よく間違えられるんですが、ボランティアだからお金は

無償ですべてやるんだというのではないんですね。ボランティアもやはりお金が必要

になるんです。ですから、その必要な経費という部分は、きちんと押さえた上での協

働作業ということでありますので、ご要請のあった部分については、きちんとお話し

合いをしてまいりたいと思います。 

それでは、私からの質問はこれまでということで、一度お返しして、皆さんからご

質問を受けましょう。 

 

（司会） 

皆さんいかがですか、ここまで篠塚さん、佐藤さん老田さんに貴重なお話をお聞か

せいただきましたが、特にこれだけはお聴きしたいということ、ありませんか。 

 

（Ｑ） 

小見川の城山と黒部川、これはシンボル的な場所でございます。 

私は、「黒部川をふるさとの川にする会」に入っておりますが、全地区的に活動し

ております。これをやるについて、段々予算的にも少なくなっている。会員は５００

円ずつ金を出し合って、黒部川沿岸の缶拾いをやったり、花上祭、クリーンウォーキ

ングなどを定例的にやっております。これもボランティアかなと思います。 

ただ事務局を市民環境課に置いてある手前、若干の予算をもらって、花上祭の花を

買ったりしていますから、植えるのは連携を持って、一生懸命協力してくれる高齢者

クラブの団体、この団体がよく協力してくれまして、ずっと連綿と平成元年から続け

ているという会でございます。 

このボランティア団体の資料（配布資料）には、載っておりませんが、大事な会だ

と思います。佐原の方でも、小野川に関する会があると思いますが、やはりこの資料

には入っておりません。いずれにしても、やることはボランティアでありまして、後

日、追記できればお願いしたい。 

今言いたいのは、行政でいかに協働できるか。川の周りの缶を拾ったり、花を植え

たりしても、黒部川がふるさとの川にはならない。やはり、浄化しないと、きれいに

しなければならない。これは、国の仕事になると、国土交通省の仕事になると思いま

すが、それをバックアップというか、いわば水質の管理、これを厳しく監視・監督し

ていただきたいと思います。 

以前は、旧小見川の広報では、毎月、各ポイントごとに、水質のチェックがされて

いたが、今の広報には載っていない。あれは飲み水であります。また、全国的な水上

スポーツの場所でもあります。何か被害が出たりすると、大きなダメージを受けると

思いますので、水質の管理だけは、宜しくお願いしたいと思います。 

 

（市長） 

 黒部川の水質検査はしているが、広報に載せていないということです。 



黒部川に関しては、先日、国の河川局長を始めとする方々とお話をしたときに、黒

部川の水質が悪化しているという話が出ました。私の方からも、2010 年、平成 23 年

には、千葉国体があり、黒部川もボートの会場になること、黒部川から 2つの団体が

取水しており、その上流には、小見川区の取水口もあるということで、この浄化にお

力をいただきたいという要望を、再三させていただいております。 

よい返事がありませんが、形として残したいというお話は伺っておりますので、ま

た今後とも要望等を続けてまいりたいと思います。 

ちなみに、黒部川自体は、県の管轄になっておりまして、黒部川と国道 356 号線と

いう道路は、県管轄ではありますが、いずれにしても、国の持ち物ですので、国県両

方に要望しているところであります。 

 

（Ｑ） 

環境安全課の関係で防犯パトロールになりますが、「安心わがまち防犯パロール」

というパトロール隊を作っております。私はその代表をしております。 

これは、東・西・南・北・中央地区、商工会など、色んな関係の方々と一緒にやっ

ております。毎月１回、10 日の夜に、今月からは夜６時から回っております。 

中央地区については、駅前にパトロールカーを置いて歩いてまわります。北地区は、

駅前と団地の周辺ということで実施しております。西地区についても、学校の周りな

ど、南地区は貝塚から五郷内の辺り、人家のあるところは車を止めて歩きで回ります。

その他の事業としては、電柱に貼ってある色んなポスター、捨て看板の撤去などもし

ております。 

小見川町のときには、警察署管内より、ある程度の補助金は出ておりました。しか

し、現在、補助金はありません。無償でもって皆やっております。 

そういうことで、市の方からも色々とご協力をお願いしたいと思います。 

この間は、青少年相談員と安心わがまち防犯パロール隊と合同パトロールを実施し

ました。そのとき、市長さんも招待したんですが、多忙のため来られなかった。警察

署長さんなどに来ていただいて実施しました。 

 今後とも、ご協力いただけるものならお願いしたいと思います。 

 

（市長） 

もちろん、防犯パトロールについては、十分認識しております。歩いて防犯活動を

されていると、空き巣であるとか、そういった犯罪の抑止力になるわけです。これも

実は、小見区のみに活動なんです。皆さん方には頭が下がる思いであります。 

できるだけ、色々はお話をさせていただきながら、長く続けていけるような、そう

いった形をとっていただければと考えます。 

  

（Ｑ） 

３団体の大先輩には、先程話が出ましたチャリティーバザーについて、区長総代会

も一緒になって行っております。 

この度、小見川区文化会館が使えないということで、区事務所 2 階のこのホール、

それと廊下を使って、来月 25 日にチャリティーバザーをやるわけなんですが、大変

やりづらいというか、何とかもう一度、文化会館という名前が駄目なら、市民ホール

でもいいから、市長のＧｏサインのもとに、会館を作っていただきたい。 

11 月３日も、文化祭も例年どおりであれば、文化会館で出来た訳ですが、やはり区



事務所で、何箇所にも別れてやらなければいけない状況です。 

もう一点、最後に配布いただきました資料で、各課所管の事務協働可能の事業とあ

りますが、区長総代会としては、災害発生時の防災グッズの配布などは該当すると思

いますが、そういった防災グッズがあるのかどうか。もしあれば、各区には青年館な

ど、名称は異なりますが、60 区にそれぞれあります。そういった建物に常時保管して

おけば、いざ災害のときに、急に配布しようと思っても出来る訳がないので、各区に

グッズと保管しておくという形の方がいいと思います。 

 

（市長） 

文化会館については、後でお話するとして、防災グッズというのは、市のほうでど

れ位あるのでしょうか。 

 

（総務部長） 

防災グッズは、自主防災組織を作っている組織に対して配布してあります。現在、

香取市では佐原区のみですが、88 組織ありまして、それらの組織に対して、結成時に

必要なグッズを提供しています。 

今後は、小見川、山田、栗源におきましても組織を結成していただき、佐原区の場

合は、各町内ごとや、2 つ 3 つの町内がまとまって組織を結成しているところもあり

ます。また、他市の状況を見ると、小学校単位や中学校単位で組織を作って、グッズ

を蓄えているところもあります。 

まず始めは、自主防災組織を作っていただければと思います。今後、4 月に防災的

なパンフレットを配りますが、広報にも掲載しまして、皆さんに組織を作るように要

請いたします。 

 

（市長） 

できるだけ早く広報させていただきます。災害はいつくるか分かりませんので、で

きるだけ早く皆様方に、避難場所であるとか、いざという時の連絡先など、こういっ

たものを 1つにまとめて、各ご家庭に置けるようなものを、作っております。 

実は合併当時に、皆さんのご家庭に配布したんですが、もう何処にあるか分からな

いという方が多いと思いますので、避難場所等をきちっと精査しながら、全戸配布で

きるように、今作業を進めております。その中に、自主防災組織の要請なども載せる

ようにいたします。 

もう一つの質問、小見川化会館の話をさせていただきます。 

ご存知のとおり、耐震補強等の関係から、耐震診断をさせていただいておりました

が、9月半ば位にその診断結果がでました。9月議会でもご答弁を申し上げましたが、

建物がちょっと古く、補強して使うには当たらないという専門家の結論が出ました。

要は補強しても駄目だということであります。 

従って、使用は不可能でありますので、このような結果が出たからには、そこをお

使いいただく訳にはいかないということです。それこそ、いつ地震がくるか分かりま

せん。そのとき、市民の皆さんがお使いになっていたら大変なことになってしまいま

す。 

できるだけ早くということでありますが、（仮称）小見川文化会館検討委員会とい

うのを立ち上げたところです。この中で、どのような形にしていくのかということを、

まずは庁内で検討していくことになります。そして、建てるということになれば、そ



の時点で市民の方々にも協議会に加わっていただいて、どういったものを、どこへ、

というような協議をしていくことになると思います。 

現状は、市全体を見て、どの程度の規模のものが必要なのか、若しくは必要でない

のか、というような話し合いを始めたところであります。 

そういった会議が始まったところですので、私自身の個人的な話は、出来るだけ避

けさせていただきたいと思いますが、現状として、文化的な活動、これが一番多いの

が小見川地区であります。文化的なイベント等も盛んであります。また、小見川の人

口規模等をきちっと考えていくべきであろうと、基本的な部分では、そのように考え

ています。 

今のところ、はっきりと申し上げることは出来ませんが、私が申し上げると、その

会議が必要なくなってしまいますので、きちっと会議を積み重ねていった上で、市民

の皆様方にも、十分納得のいけるような結果を出していきたいと思います。 

冒頭に申し上げたとおり、私がどうとか、役所がどうとか、そういうことは無いと

いうこと。皆様方と一緒にまちづくりをしていくとお約束した訳ですから、この問題

も皆さんと一緒に考えていきたい、そして、最終的な結論、決断をしていきたいと考

えております。 

どうか、もうしばらくお待ちいただきながら、その際には色々なお話もお聞きして

まいりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

（司会） 

お時間もだいぶ過ぎてまいりましたので、今日のテーマ以外でも結構です。何かご

意見ご要望などありましたら、市長へお話ください。 

 

（Ｑ） 

市長にお願いしたいことは、小見川総合病院の件になりますが、日曜・祭日と夜に

ついては、当直の先生は一人です。このときに、内科・外科・眼科の先生が交代でい

るという状況ですので、これに対して常時、内科・外科の先生を置いていただくこと

はできませんか。 

私事ですが、妻が脳梗塞になりまして、小見川総合病院へ電話を入れました。その

とき、担当医は眼科でした。それは困るということで、急遽成田の日赤に救急車で運

びまして、何とか問題なく済みました。そういうこともありますので、近くに病院が

あって、対応が出来ないということは、情けないことです。 

どうか、なるべく常駐していただいて、日曜・祭日、夜も、内科・外科の先生を置

いていただきたいと要望いたします。 

 

（市長） 

この問題は、どこへお伺いしても、もちろん議会でも毎回のようにお話が出ます。

また、病院議会でも医師の確保はどうなっているのかというお話を受ける訳でありま

すが、本当に私の力が未熟なもので、なかなかドクターを見つけることが出来ず、皆

さんに大変ご迷惑をおかけしていると認識しています。 

現状についてお話すると、ご存知のとおり、香取市には小見川総合病院、県立佐原

病院がありますが、この両方でドクターの減員があって、削減というよりも医師がい

なくなったといった方が正しいのかと思います。両病院とも千葉大の医学部に医師の

派遣を頼っていました。従って、千葉大の医学部にドクター、研修医のドクターがい



なくなったということで、いるのですが、こちらには来ないということで、両方の病

院の医師が少なくなってしまった。 

去年の 4 月の時点で、両方合わせて 16 名位のドクターが減少しました。ここのと

ころ、3 名回復しておりますが、まだまだ元の状態には戻っていないということで、

国、県とじっくり話をしております。 

現状では、県、市、東庄町の 3団体で協議を重ねております。香取地域にどのくら

いの、どういった医療が必要なのか、医療の科目については、どのくらいのドクター

が必要なのか、全体として病床、ベット数はどのくらい必要なのか、そういうことを

話し合っているところです。 

その話し合いの動向を待ってはいられませんので、私も一本釣りということで、ド

クターの確保に努めております。あちこちお伺いしております。色んなドクターや教

授から、色々なお話を伺っておりますが、現状は本当に厳しい状態であります。 

先だっては、県内にある大学病院をしらみつぶしに行くということで、3 日程前は

印旛村にあります日医大病院の方へ行き、院長先生からは東京の本院の方へのご紹介

をしていただいて、これから行くつもりであります。明日は、浦安の順天堂大病院へ

お伺いして、それこそ順天堂の礎を作った方は、この小見川から出ているというぐら

い圧力をかけながら、院長先生にお願いしようかと思っています。 

いずれにしても、ドクターがいないというのが、実情でありまして、特に、産科・

婦人科の先生がいらっしゃらない。全国的にいないんですね。今年 4月に千葉大の産

科の教授に就任されました生水先生にもお伺いしました。この話は２週間後の読売新聞に

も載りました。その時の話でぞっとしたことがあるんですが、産科のドクターがいなくなる、

産科になろうというドクターがいなくなるというのは、リスクがすごく高いからだというん

です。普通分娩で子供を産まれる方というのは、ちょっとでも何かあると、ドクターのせい

だということで、訴えられてしまう。訴えられますと、1 千万円、2 千万円ではなくて、億単

位になってします。すごくリスクが大きいということで、なる方がいないということです。

もし、このままいくと、証文をとるか、若しくはすべて帝王切開になるのではというような

お話を伺っております。若い女性の方もいらっしゃるので、そうなるということではなく、

例えばの話でありますが、そのような話までお伺いしております。

これからも、あちこちの病院に伺いますし、ありとあらゆる所へいって、私なりに

ドクターを見つけるということ。そして、知事にもよくお話を聞いていただいており

ますので、知事にも県で一本釣りをしてくれるよう頼んでおります。ところが、知事

でさえ、なかなか見つからないという話です。どこかに、こういう方がいらっしゃる

ということがあれば、皆さんの方からも話をいただいて、私は何処へでも伺って、頭

を下げてきますので、どうかそういった情報もいただきながら、これに努めてまいり

たいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

（Ｑ） 

区長会の関係ですが、小見川の場合には区長総代会というものがありまして、区長

総代になった者が、行政協力員という形でやってきました。 

来年は、区長の手当てが戸数割ということで、それにプラス、今まで小見川の場合

には 400 円だったものが、640 円になって、240 円アップするということで、行政協

力員それ自体に統一するという形になると聞いたんですが、それま間違いないでしょ

うか。 

 

（広報広聴課長） 



ただ今のご質問ですが、そのとおりで間違いございません。といいますのは、今ま

で、小見川、山田、栗源、それぞれ色々な形で区に流れていたり、行政協力員さんに

も行っていた分がありますが、とにかく統一しようということで、何世帯までは幾ら

というような、それに世帯数×640 円ということで統一していこうと進めております。 

 

（Ｑ） 

小見川の区の場合には、特に区長会というのもが中心で、そこに当て職として行政

協力員になったんですが、これから行政協力員というのは、市の職員の延長線上にな

るような部分があるのではないかと思います。 

この間、都会の方の話ですが、赤い羽根の募金について訴訟を起こされまして、こ

の問題が判決では、要するに区で一括してやるというのは駄目なんですね。そういう

問題も出てくるし、小見川の場合には、今まで 500 円であった社会福祉協議会のもの

が 800 円になったりとか、色んなことがあったりして、自治区そものものが、行政の、

特に出来ないものをフォローしているというのが、各集落の区長の役目になっている

ような部分があると思うんです。 

小見川の場合には、特に小見川１の 1、1 の 2 というように消防団のポンプがある

んですが、そこには各町内から補助金を出しながら運営しているというのもありまし

て、集落そのものの存在価値というものが、むしろボランティアと同じような役目を

果たしているのではないかと思います。 

そういう中で、この問題をもう少し市長さんに研究していただければということで、

とりあえずお願いをしておきます。 

 

（市長） 

おっしゃるとおり、地域によっては、行政協力員がいただくお金を、そのまま区の

方へ入れていたり、区ではそれを基に、お話にあったような防犯の関係だとか、消防

の関係などにお使いになっているところがあった訳です。 

それでは、これを統一するときに、どのように考えたのかというと、まず、各地域

が別々の額というのはまずいので、統一しなければならない。統一して何か取りこぼ

しがあるような部分については、今 600 とも 700 とも言われている補助金を出してい

る団体や、事業、イベントなどがありますが、それを今見直しております。そのとき

に、必要であるというものには、補助金という形で、その活動には助成していこうと

いうような形にしている。 

いずれにしても、すべてを出来るだけ早急に精査してまいりたいと考えていますの

で、もし何か申し立てがございましたら遠慮なくお話いただければと思います。 

 

（Ｑ） 

行政協力員は、小見川が 60 人余り、佐原が 220 人、栗源が 18 人、山田が 27 人で

あるが、そういう人数的なバランスも含めて、検討していただきたいと思います。小

見川の場合には、区長が行政協力員となっております。佐原の場合には、おそらく組

長クラスまで、行政協力員になっている部分があるのではないかと思います。そうい

う面では、統一に向かっては、やはりちゃんとした精査をしながら、事業内容等を把

握して、この問題に対応していただかないと、地域が、集落が崩落していく可能性が

あるし、これから高齢化社会、高齢者が集落の中に多くなって、火災などが起きた場

合に、もし金が出せない人は集落で面倒をみなくてはならないような状況が出てくる



んじゃないかなど、非常に色んな面で危惧されることがある。 

香取市の場合には、農業を見ても米が 1 万 2000 円という、所得がないような状況

の中で、農業も、また商店も、生活が非常に厳しくなっている中でありますので、そ

ういうものを考慮して、是非とも統一にあたっては、そういうものなど含めて検討し

ていただきたいと思います。 

 

（市長） 

いずれにしても、一気にとういのは、どの地域の、どの形にしても、あまりそぐわ

ないといわれておりますので、段階を経ながら皆さんと一緒に納得いく形を作ってま

いりたいと思います。承知いたしました。 

 

（Ｑ） 

この問題については、市長さんにお願いするだけのことでありますが、鹿島港線に

ついての道路問題でございます。小見川大橋は毎朝渋滞しております。そういうこと

で、通勤のために、よほど早く出かけなければ鹿島へ行けないという人もある。また、

成田空港方面に向かっていく大型トレーラーや通勤車が、西小学校前の信号で渋滞し

ている。そうすると小さい通勤車は、西小学校の脇を通って上に出るということにな

り、子供達が通学するのに大変危険です。今、油田内野から竜谷、油田部落に通じる

工事を、県では毎年少しずつやっております。これについて、早期完成を市長さんの

方から、県へ、知事へ要請していただきたい。 

もう一点は、伊藤県議、前篠塚県議の力で、多少始めておりますが、これを早急に、

何とか栗源・大栄まで開通できるよう堂本知事に要請していただきたい。 

 

（市長） 

実は、先週の 10 日頃だったと思いますが、国土交通省、千葉国道事務所等に県道

成田小見川鹿島港線の推進協議会で陳情にまいりました。この協議会の構成メンバー

は、北から神栖氏、香取市、東庄町、成田市、その他２町ぐらいありますが、その方々

とお伺いしました。私が本庁の方へ、成田市長が埼玉副都心ということで、2 班に分

かれて行き、その後で県へ合同で陳情しました。 

陳情の方法について、折角ですので皆さんにお話させていただくと、ぞろぞろと国

土交通省の中に 20 人位で入るんですよ。そして、それぞれお普通のデスクの所まで

いき、宜しくお願いしますと要望書を出してきます。その後、衆議院会館の関係する

先生方、参議院会館の先生方のお部屋まで行ってお願いします。その時に、技官、次

官、局長といった方々の所も一緒にまわるということなんです。 

これまで 1年間、私は県道成田小見川鹿島港線の連絡協議会の会長をさせていただ

いており、国道 51 号線の期成同盟の会長もしており、国道 356 号線の期成同盟の会

長もさせていただいておりますが、年に 2回ずつ位行きますので、年 6回位、県や国

の方へ陳情に行きます。それを 1年間やっていて、要望書を持って、大きい地図を広

げて大臣の前で説明しても、皆どこの自治体も同じようなことをしている。そこで、

これではインパクトが少ないと考えて、ＤＶＤを作って、今お話のあった西小学校の

辺りのクランクの箇所や狭い道路をダンプが勢いよく通っている、その脇をお子さん

が歩いているというような状況を、ビデオで 1 ヶ月、2 ヶ月かけて撮影して、それを

2、3分のＤＶＤにまとめて、それを付けた要望書を持って行きました。そしてパソコ

ンも持っていき、その場でＤＶＤを見てもらいました。すごいインパクトがあったと



いうことで、絶賛をいただきました。また、西小学校のＰＴＡのお父さん、お母さん、

会長さん、副会長さんの 4人にも同行してもらい、私が陳情した後に、その方々から、

宜しくお願いします、子供は宝ですとういうような話をしていただいて、実際に狭い

ところを子供達を通わせている、その生の声を訴えていただいたということで、これ

はインパクトがあるねと次官にも言われました。 

そういったことを、地道ではありますが行っております。また、前任の先輩方が一

生懸命進めた結果もぼちぼち出ております。竜谷の所は長い橋をかけますが、その橋

台が、今年は 1本、来年 1本という形で、県の単独費用ということで決まったそうで

す。大きな橋台なので億単位でかかるそうです。そのようなことを、少しずつではあ

りますが進めているということで、1 日も早くこの完成をお願いしてまいりたいと思

いますので、皆様方からも強く要望して、インターネットのメールなどでも要望して

いただけると、バックアップとして、私もうれしいなと思います。 

 

（市長） 

それでは、長い時間、本当に有難うございました。活発な議論という形にもってい

くのは、なかなか難しく色々と試行錯誤している訳でありますが、こういったお話し

合い、タウンミーティングは続けてまいりたいと思います。また、先程申し上げたよ

うにグループ座談会等では、皆さんともっと近づいてお話できればと考えます。それ

こそお茶を飲みながら、お酒を 1杯飲みながらでも結構ですので、ご連絡いただけれ

ばと思います。 

去年 1年間、皆様方とお話した中で、一番重要であろうと思いお話をさせていただ

いたのは、財政基盤を建て直しましょうというお話でした。冒頭に話したように、皆

さんも、したくてした合併ではございません。しかしながら、合併したからには、よ

り良い形にすべきであろうと思います。それでは何故、合併しなければならなかった

のか。これは勿論、各々の行政単位では立ち行かなくなるということが、将来として

見えたからです。今、近隣の合併していない町は、大変な状況に陥っているのは、皆

さんもご存知のとおりであります。 

香取市としては、この財政基盤の建て直しが、まず一番大事、重要であろうという

ことで皆さんにお話をしてまいりました。この財政的な基盤をきちんと固めれば、そ

の後、何でもできる。何でもとは言い過ぎかもしれませんが、形をつくることができ

るだろうと、そのためには、まずは財政基盤を確立することが必要だろうと、去年 1

年間、申し上げてまいりました。 

実はこの 9月の議会は、平成 18 年度の決算の議会でありました。この決算を見て、

勿論市の決算でありますから、1 円たりとも間違えなく出ております。数字というの

は嘘をつきません。ですからそこ、きちっとした施策の上に立った運営をしなくては

ならないと思いました。 

ちょっとした 1例を申し上げると、これまで数年間、大変厳しい財政を強いられて

きた 3 町一市ですが、平成 18 年度の決算で、若干ではありますが、黒字転換をいた

しました。数年ぶりに、幾らかではありますが借金を返すことができた訳です。例え

ば、基金で申し上げますと、平成 17 年度末の段階で、3町 1市の基金を合わせますと

約 29 億円でありました。平成 18 年度末の基金額は 43 億円であります。このような

形で基金を伸ばすということになると、平成 20 年度には 60 億円の基金、基金という

のは皆さんのご家庭で言う預金であります。一般会計ベースでいくと、香取市という

のは約 273 億円でありますから、その額と 60 億円という額を較べていただくと、ど



れだけ大きいことか分かると思います。総額が動いても、一番ＭＡＸで動いたとして

も、ずれがあるとしても 4億円、5億円であります。その額から較べると、基金が 60

億円ということは大きいことだと思います。 

緊縮財政でどんどん絞ったわけではありません。皆さんが我慢していただいたため

に、合併特例債というものを獲得することができました。まだまだ十分ではありませ

んが、これをできるだけ利用した成果、それと、皆さま方にお約束した 4人の区長制

度の廃止や職員数の圧縮、そういったものを幾つも重ねてきた結果がこのように出た

ということであります。 

平成 19 年度もこの方針を変えずに、今年度も進ませていただきたいと思います。 

例えば、道路、農業予算、福祉、教育などの予算は、3 町 1 市の時代とほとんど変

わっていません。それでも、これだけの財政を作り上げることが出来るんだというこ

とは、大きな遺産になったと考えております。 

いずれにしても、これからも皆さま方との対話を大事にしながら、同じまちを、同

じ目線で造っていきたいと考えています。真正面から、真正直に、きちんと、誠実に

やってまいりますので、これからも色々とお話をいただきながら、一緒にまちづくり

にご尽力くださるようお願い申し上げて、今日のタウンミーティングを市閉じさせて

いただきます。 

 


