
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成２０年１月１３日（日）9時 00 分～10 時 05 分 

 

２ 場 所  佐原中央公民館 ３階大会議室 

 

３ 参加者  ３６人（うち 2名実行委員のため途中退場） 

 

４ 市職員  宇井市長、関教育長、久保木総務部長 

 

５ 概 要 

（１）開会 

（２）市長あいさつ 抜粋 

皆さんが、20 年後 30 年後自分たちの子供に、「私たちはこのように

まちづくりをしてがんばってきたんだよ」と胸をはれるようになっ

てほしい。 

（３）職員紹介 

（４）懇談 

 

（司会） 

 香取市に住んでよかったと思う方、どこが良かったのかお話してください。 

 

（Ｂ） 祭りがあるところがいい。 

 

（Ｇ） 落ち着いたところがいいと思います。 

 

（市長） 

 佐原出身の方挙手をしてください。小見川の方…、山田の方…、栗源の方…。 

 今お話してくれたのは佐原の方ですね、小見川の方どうですか。 

 

（Ｂ） 友達が優しいので、田舎の友達は優しいのでそういう人たちとめぐり会えてよか

った。 

  《成人者の多くが自然発生で拍手》 

 

（市長） 栗源の方誰か話してください。 

 

（Ｂ） 栗源の人は上下関係でもやさしい人が多いので、住んでいて良かったです。 

 

（Ｇ） ……《内容聞き取れず》。 

 

（Ｂ） 夏と秋の祭りとまちづくりと古い町並みです。 

 

（司会） 

市長・教育長今のお話でいかがでしょうか。 

 



（教育長） 

 そうですね、人が集まりわいわいお祭りができるそれが一番纏りが出来ていいと思いま

す、私思いますが学校で勉強することより、お祭りで勉強した事の方が多かったんじゃな

いかなと思います。 

 

（市長） 

 佐原は街中にお祭りがあって、その関係でお祭りを通して町内の先輩後輩の繋がりや、

お父さんお母さんとのコミュニケーションや規律の中で伝統を継承しているわけです。先

ほど栗源の彼が上下関係のことを言っていたけど、目上の人との関係や後輩との関わりは

大変であるけれども、とても重要です。最近そういう形が少なくなってきたのかなと思う

んだけど、小見川の彼が言っていたけど、確かに、香取市は田舎であるけれども、そうい

ったところがあるのも良いところですよね、東京では隣に住む人さえ誰だか分からないそ

んな生活をしているんだけど、田舎は隣人愛というか隣の人も町内の人もよく知っている

わけで、そういった意味では友達もいい友達を作れるのではないかと思います。田舎だか

らこそいいところもありますよね。 

 

（司会） 

 昨年行った市民満足度調査結果について、少し説明をいたします。《説明》 

 

（司会） 

 皆さんが、香取市をこんなまちにしたいとか、こんなまちであってほしいと思っている

ことをお話してください。 

 

（Ｂ） 

 僕は大学でスポーツや健康づくりを勉強しているのですが、そこで感じるのはスポーツ

は日本人にとても大切だなと思うんです、子供の体力低下だとかメタボリックシンドロー

ムだとか、高齢者転倒防止のための運動であるとか、どの年代においてもスポーツとか健

康づくりとか必要だと思うので、これからは市としてもそういう健康づくりの企画とかを

増やしてほしいと思うし、できれば大学生とかボランティアで市の活動に参加してほしい

なという風に思いますが、香取市として考えがあれば話してほしいと思います。 

 

（市長） 

 ご存知のとおり、医療の危機と言われています、病院に掛かる方が非常に多くなって国

民健康保険はどんどん高くなってしまうわけです。これを解消するためには健康づくりが

もっとも大切なことで、その中にはスポーツも含まれているわけであり、これがとても重

要だと考えています。これは香取市だけでなく全国的なもので取組んでいこうと考えてい

ます。このため新年度から新しい制度ができます。 

香取市はその法律の中でできる限りの健康づくりをして行こうと考えています。また、

病気を早期に発見して早期治療をするシステムを作ろうと考えています。 

特に今言われていることでは、女性の乳がん対策というのがありますが、特殊な部分も

光を当てて健康づくりと一緒にして行こうと考えています。大学生も参加できるようなそ

ういったものをというお話だったけれど、実は中学生や高校生、皆さんの先輩たちも非常

に多くボランティアに参加したいという声がとても多いです、担当課でボランティア活動

のその和をどのくらい膨らませて行けるか、また市民との協働の街づくりに反映するか考

えています、ですからそういう機会があったらぜひ参加してください。皆さんもそうです

が、今は若いから考えていないと思うけれど 20 年もすると体が動かなくなったりして、そ



のため風邪など引きやすい体になってしまいますし、体力が落ちてきます、ですからその

ようなことの無いよう普段から体を動かすことが必要です。皆さん高齢化率というのをご

存知ですか、高齢者は６５歳以上の方々ですが、香取市の人口８８，０００人ぐらいです

が、この人口の 25％を６５歳以上の人で占める割合を言います。高齢者の方がこの人口の

4 分の 1 以上を占めると高齢化社会といわれます。例えば東京や千葉はその割合が 10％ぐ

らいですが、では香取市はどの位かと言いますと去年 12 月に２５％を超え高齢化社会とい

われ、皆さんのように若い方が少ない、何処の市町も少ないということです。 

そんな中でどういった健康づくりが必要なのか色々考えています、20 歳のスポーツマン

の方と 70 歳の方が同じスポーツをすることはできませんので、その辺を楽しく健康づくり

ができる仕組みが必要だし、しかしすぐにでもやらなければならない事業です。できるだ

け色々な方策を考えて進んで以降と考えていますので、そのときは必ず、参加してくださ

い。 

今年の 4 月には、ボランティア団体を推進させるための「市民活動推進課」という課を

新設します。今登録しているボランティア団体は 100 団体ぐらいあります、登録していな

い団体もだいぶありますが、それぞれ独自の活動をしております、その中で健康づくりの

ボランティアも少なくないのです、ですから皆でまちぐるみでそういったものを推進して

いかなければならないと思います。行政がどうのこうのでなくですね。 

 

（教育長） 

 加えてですね、今国のほうでもいろいろ進めているのですが、放課後子供教室これは家

の人が仕事で速く家へ帰れない家庭の子供を学校や施設で放課後預かる計画をしています、

しかしこの時間帯指導をしてくれる人がいないんです、千葉の大学では協力しますよとい

うお話はいただいてはいますが、大学生の皆さんには時々そういう教室の指導者として協

力していただけると市としても大変助かるし、子供たちを育てる上でも若い人携わってい

ただくことにより元気のある子供に育っていくと思いますので是非協力していただきたい

と思います。 

 

（司会） 

その他こんなまちにしたいとか斬新な意見でも結構ですのでご意見をお願いします。 

 

（Ｇ） 

今のままでも十分だとは思うんですが、高齢化社会の関係で若者を地元に残すのには働

く場所をもっと必要だと思う、実際現状を考えるとなかなか働けない、私は山田の出身で

すが、農業が豊かなので若い人が農業に携われるようになればよくなるのではないかと思

います。 

 

（Ｇ） 

 さっき健康についての話がありましたが、私も大学で薬学を勉強しているんですが、高

齢化社会が進み、中には在宅介護を必要とする人が増えていると思うので、在宅医療を支

援する制度を作ったらもっとすみやすい町になるのではないかと思う。 

 

（司会） 

 それでは市長のほうから今の質問を受けて、現在の行政についてもお話していただけま

すか。 

 

（市長） 



 はい、まず医療の関係ですが、皆さん勉強なさっていると思いますが、後期臨床医制度、

大学で医師が勉強して一人前になっていくわけですが、昨年の 4 月から国の方針が変わり

今ドクターが少なくなり、県立病院や小見川総合病院のドクターが 15 人ぐらい居なくなっ

てしまいました。そこから考えてみると、在宅医療まで手を差し伸べられるか難しい問題

があります。しかし個人の健康を維持するためという見地から健康づくりを考えると、在

宅医療は非常に重要であると思います。地域は医療が充実しているか、していないかで、

相当違います命に直結しているからですね、ですから田舎でも医療の充実は常に図ってい

かなければならないと思います。 

もう一方の、高齢化社会を一つの原因とすれば、それを解決する処方箋というのは若い

世代が地域に残るというのが当たり前の理論で、その中で雇用の場がないということです。

一昨年皆さんから私は市長の職を与えていただいたわけですが、その当初から皆さんが勤

められる会社とか企業を誘致しますとお約束して、今日まで来ていますが、雇用の創出と

いうのはまちにとってすごく重要ですよね、その企業の誘致ですが、色々な企業に香取市

へ来てくれないかお願いしています。それと同時に企業が来れるような土地の準備をし始

めています。しかしながら、全国何処もそうですが経済の停滞があり不景気なものですか

らなかなか会社が着てくれないのも事実ですね。 

ただ、成田から鹿嶋までの成田小見川港線という県道があり整備を急いでいますが、こ

れもなかなか進みませんがこの道路は、2本の滑走路をつなぐ誘導路につながっています、

この道路が完成すれば香取市のど真ん中を通る産業道路となります。何処を通っているか

というと、小見川大橋の道路がそうですが、県は小見川大橋を片側 2 車線に水郷大橋と同

じようにしようとする構想があります。そういった形であの道路が整備されることによっ

て、隣接する山田や栗源などに物流の会社が進出してくることが予想されます。これは成

田空港株式会社、現特別顧問の黒野元社長さんともお話をした際誘致も考えているといっ

ておりました。今すぐというわけにはいかないが、私としても出来るだけ取組みをしてお

ります、これからもしていきます。皆さんが会社に勤められるようこれからも考えていき

ます。 

 

（司会） ほかにご意見ありませんか。 

 

（市長） 

 こんな会社がほしいっていう意見ありませんか。皆さんもうお仕事されているんですか。

皆さん学校行っているんですか、学校卒業したらその先どうするんですか、紋付の方に聴

いてください。 

 

（Ｂ） 

 僕は大学を出たら間違いなく佐原へ帰ってきます。就職先は空港関係を考えています。 

 

（Ｂ） 

 僕はまだ確かには考えていないんですが、大学院を出て研究者になりたいと考えていま

す。佐原にはたぶん帰ってこないと思います。 

 

（市長） 帰ってきてよ。 

 

（Ｂ） 

 僕は帰ってくることは考えていないんですが、不動産関係の仕事に尽きたいと考えてい

ます。 



 

（市長） 

 ご自宅が農業をされている方おりますか。……。はい、案外少ないんですね、先ほども

お話ありましたが農業というのはものすごく大事なんですよ、生産自給率って知っていま

すか、日本で作られている農産物が人口のカロリーをどのくらい賄っているかなんですが

現在 40％をきっています。今日外国から色々な農産物が輸入されなければ、４０％弱の人

しか食べられないんだけど、このことを皆さんどのように考えるかですが、農業はそのぐ

らいですが、鉄鋼などはもっとすごいことになりますよね。オーストラリアの農産物自給

率は400％ぐらいありアメリカでは100％以上あります。農業国といわれていた日本は40％

という状態、私たちの香取市は農業が基幹産業といわれていますのでその部分で考えなけ

ればならない大きな問題だと思います。企業も誘致するのもそうですが、農業も儲かると

なれば農業に従事するのでしょうが儲からないので皆さん農業を行わなくなってきていま

す。 

こういう計算があります。米俵 1 俵 13,000 円で流通しています、１０数年前は 25,000

円していましたこれがいま 1俵 13,000 円から 14,000 円です。1俵４斗で１斗 1升ビン 1.8

Ｌが 10 本で、お米を 500ＣＣのペットボトルへ入れたら 90 円なんです、お水は 120 円か

ら 130 円しますよね、私はこの現実はどうかと思いますよね。みんなはお米より高い水を

飲んでいるんです、農家の方が一生懸命作っているお米のほうが安いんです。今日本人は

農業を良く考えなければならないんじゃないかなと思います。 

さて、少し時間がなくなってきました、この辺で合併について少しお話をさせていただ

きます。皆さん旧 1 市 3 町の方々が参加してくれてますが、合併ってなんでしたか知って

いますか、自分たちの町の名前を捨てて合併しなければならなかったか、端的にいうと、

夕張市があるでしょう、たぶん今日当たり成人式を行っていると思いますが、去年夕張市

は成人式を自分たちの手でやったそうです。夕張市は自分のところでは経営できなくなり、

会社でいえば倒産したんですね。私たちはそうならないために合併しました。たとえば 3

町 1 市で市長さん町長さんいままで 4 人居たでしょこれが 1 人しか要らなくなったわけで

すよね、この 3 人の給料合せるともろもろで 1 億円が圧縮削減できたわけです。例えば一

昨年の選挙で私は 4 人の区長さんを廃止しますといって廃止しました、このことにより 5

千万円以上節約できました、ここに職員がいますけど後 4 年で 100 人の職員が減ります。

この額は 10 数億円といわれております。今まで余分であったとは言いませんが、そのよう

なものを一つ一つ集約し無駄を省いていき潰れそうな町を救おうというのが合併です。 

今日皆さん成人式は始めてですが、先輩たちは栗源では 70 人ぐらいで成人式をし、山田

では 120 人ぐらい、小見川では 300 人ぐらいで成人式をしていました、今香取市では 900

人の規模です。そのぐらい町は大きくなりました、大きくなるということは世界が広がる

ということです。友達がたくさんできるということです、学校時代の友人だけでなく、成

人式典には同じ年、同級生がこれほどたくさん居るんだ、大きなまちになったんだという

ことこれは胸を晴れる町になったんだ、そしてそのような町を作っていくんだということ

を今日感じてくれると思います。その皆さんを育てるために、みんなのお父さんお母さん

は合併するため苦渋の決断をしたんです。 

ですから皆さんとともに、いいまちにしたいと思います。 

 

（司会） 

 次に教育長さんから教育行政について少しお話をいただけますか。 

 

（教育長） 

 教育行政のお話はなかなかぴんと来ないと思いますが、いま新聞やテレビで日本の学力



が落ちているとか色々なお話があります、一面ではそのことは正しいことですし、そのた

めに一生懸命昔の日本のように世界の中でも一番になれるようにがんばろうということの

必要ですし、そのためには小学校から中学校、高校さらには大学そういったものをうまく

つなげて、勉強でき活動できるシステムを考えていく必要がある。それ以前に大事なこと

って何か、それは日本の国が大きく変わった明治維新です、誰が国の形を変えたか、それ

は皆さんと同じ若者の力です、今経済も混沌としていますが、日本では素晴らしい物づく

りの力がある、小さな会社従業員が 50 人 10 人 20 人という小さな会社、皆さんがお持ちの

携帯電話をオカノ工業が電池のケースを作っています、元はプレスで金型を作っていたも

のですが岡野社長が工夫して電池を作ったわけです、その他世界で一番小さな歯車を作っ

ている会社もあります、その他にもたくさんあります。 

人材育成として、人のやらないことをやる、あきらめないことそのような気持ちを持っ

てやることが必要であると思います。いつまでたっても好奇心を忘れないこと、やってみ

るということが重要だと思います。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。その他何かありませんか。 

 

（Ｂ） 

 合併して香取市は無駄を省いてきたということですが、これからも無駄を省ける部分は

ありますか。 

 

（市長） 

 まだ、1 年 9 ヶ月です、まだまだたくさんあります。しかし、急激な変化はなじめませ

んので、市民の皆さんの了解を得ながら進めることが肝要で 5年とか 10 年とかかかるもの

もあります。お手元の資料に基本構想がありますが、これは今年の 4 月から始まる計画で

香取市として始めて作る計画で、将来 10 年先を見据えた構想でとりあえず 5年を実施して

いこうよというバイブです。香取市は大きなことについてはこうして行こうよというバイ

ブで、これは市民の皆さんの声も相当入っています。これを基にできる限り買えていく、

まだまだ発展途上です。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。お時間もだいぶ過ぎてまいりました、この辺で市長から今ま

での感想と〆の挨拶をお願いします。 

 

（市長） 

 はい、ごめんなさいね。一時間という時間はすごく短い時間で、課手繰るしいこともあ

ったと思いますが、香取市の現状が分かっていただけたかなと思います。今日の話を数年

後、十数年後に思い出されると思います、そのときに我々から申しあげたいことは、胸を

張り自身を持って前へ進んで生きていただきたい。佐原・小見川山田・栗源これがひとつ

になった大きな香取市、この香取市に戻ってこられようが、他の地域でお仕事に従事され

ようが、皆さんの故郷はここですからいつでも心に故郷を思って、そして真正面から取組

みぶつかっていただきたいと思います。 

 今日はありがとう。 

 


