
タウンミーティング（市民懇談会）概要 

 

１ 日 時  平成２０年６月１４日（土）１４時００分～１６時１０分 

 

２ 場 所  小見川区事務所3階会議室 

 

３ 参加者  ２９人 

 

４ 市職員  宇井市長、久保木総務部長、土屋総務課長、木村企画政策課長 

坂本介護福祉課長、岩瀬生涯学習課長、加瀬市街地整備課長 

（小）佐藤自治振興課長 

      （事務局）諏訪秘書広報課長、寺島班長、小出主任主事、小林主任主事 

 

５ 概 要（質問内容） 

※ 本年度は、公募式で 30名を募集し実施しました。 

応募者に対して、事前質問があればその内容を教えていただきたい旨、お知らせし

たところ 4名の方から１０の質問があり、その質問からお話をし、その後フリートー

クといたしました。 

 ※ 総務部長開会のことば、市長挨拶後懇談会に入りました。 

   市長挨拶は、「合併時建設予定であった建物などは、市民の皆さんを交え、費用対効

果や必要性などを協議検討していくが、近い将来、市の税収は毎年平均で約１２億円

減収すると試算されることから、慎重に取り組まなければならない」と挨拶しました。 

 

諏訪課長：それでははじめに、事前にご意見をいただきました●●様から発言をお願いし

ます。 

●●氏：①小見川文化会館については交流センターという形で 12,000 名の署名を持って

議会へ請願、市へ陳情しました。文化会館が使えないということで、学校で行っ

た敬老会の時も市長が来て大変苦労されたことは事実でありますし、皆さんも

色々な文化活動など停滞しているということで言わせていただきます。合併協議

会において、合併は一市三町が対等な合併をする。市町で格差ができてはしょう

がないということで、主要事業一覧表という形の中で一覧表ができています。そ

の中の主要事業の 70％を合併特例債で網羅してあります。そこで佐原と小見川だ

けを比較しますと、佐原については、ＪＲ佐原駅の整備事業、広域交流拠点事業

が平成 18 年度になっています。小見川は 4,000 万円で保健センターの整備をす

るようになっておりますが、小見川時代議会の中で少子高齢化の中、予防事業も

含めて、作っていこうということであり４億２千万円の予算でしたが、議会のほ

うで医療など含め包括的にものを考えようということで、できなかった経緯があ

る。第 2に文化会館は平成 19年に、1千万の予算（全部で 17億の予算）がつけ

られていましたが、この予算が主要事業の中でつかなかったら合併できなかった



という経過があります。そこまでして合併協議は色々な問題を精査して来ました。

佐原については 97億円、山田については 38億、栗源については 29億、小見川

については 61 億円の配分の中で合併が整ったといういきさつがあります。その

中で佐原は 2つの事業予算が既につけられているが、小見川は 2つの問題は全然

計上もされていないのが実情です。高齢者の方も含めて早急に作ってもらいたい。 

もうひとつは、事業化するに当たってどのような経過でどのような事業を達成

率はどうなっているのかわからない。小見川区民の要望を聞いて使い勝手のよい

ものを作ってもらいたい。 

それと、区長を置かないということで、市長が決めそれはそれでよいが、色々

な弊害が起きている。先日用事があって小見川の税務課へ行ったが交付できない

ということで、資料はすべて本庁へ行ったので、私は往復 2時間掛け本庁へ行っ

た。便利になるように合併したはずなのに、なぜ小見川区事務所では取れないの

か、早く解決してほしい。それと区事務所の所長は部長クラスを配置してほしい。 

それと、部長と課長の給料の差はどのくらいあるのか教えてほしい。所長は事

務等を円滑にするためにも部長級を置くべきだ。もう 1つは佐原駅の改修につい

てだが、駅を整備することでどれだけの財政効果があるのか。マイナスではない

のか。以上です。 

諏訪課長：ありがとうございました、では回答を生涯学習課長お願いします。 

岩瀬課長：小見川文化会館についてお答えします。昨年度耐震診断を行い結果補強になじ

まない建物ということで、診断以降休止の措置をとっております。これまでご利

用いただきました皆様に対しましては大変ご不便をお掛けして申し訳なく思って

おります。平成 20年 3月には（仮称）小見川地域交流センターの建設促進に関

する陳情ということで多数の方の陳情をいただいております。市では今年度香取

市の文化施設を含め社会教育施設を総合的に検討するため、社会教育施設等検討

委員会を立ち上げることに至っております。これに先立ち庁内職員による準備会

を 5月 23日、第 1回目として開催し、検討委員会の人選、検討内容の精査スケ

ジュール等、今後の運営につきまして基本的な事項を協議します。今後 2回ほど

会議を開催いたしまして、検討委員会を立ち上げることになります。検討委員会

は今後３回程度開催する予定です。検討委員会メンバーは市民の方を始め広く人

選を致します。 

諏訪課長：次に、企画政策課長から合併効果について回答をお願いします。 

木村課長：人件費等の圧縮状況、合併の財政的効果についてですが、合併は、国の狙いで

もありますが人的削減が狙いでもあります。議員定数につきましては当初７６名

を３０名に、議員報酬は当初予算ベースで１８年度３億５８００万円、平成２０

年度約２億円に縮減されています。次に特別職職員ですが、年間１億９３００万

円の圧縮、一般職員については香取市職員適正化計画により実施しているが、退

職者が予定より多く削減され現在８６５人でとなっています。圧縮金額は対前年

比で平成１８年度２億３０００万円、１９年度が２億６９００万円２０年度２億

３０００万円です。このほか特別職の報酬カット、管理職手当ての１０％カット、

地域手当の縮減など併せ人件費を抑制、また財政調整基金が２０年度積み立てて



３０億円になります、以上です。 

諏訪課長：次に、市街地整備課長から佐原駅周辺整備事業について回答をお願いします。 

加瀬課長：佐原駅周辺整備は、佐原市の時代から駅周辺の大型店舗の撤退や空き店舗の増

加によって求心力、商業的な力がだいぶ落ちていることから、平成１５年度に中

心市街地活性化事業計画を立て、佐原駅と伝建地区といわれております小野川地

区、それと広域交流拠点がある本宿地区この３つを連携し活性化につながらない

か計画しました。 

平成１８年度に都市再生整備計画を作り実際にそれを事業化していこうと進め

ているものであります。確かに佐原駅は老朽化やバリアフリーの遅れ、駅前広場

が整備されていないため放置自転車の増加、タクシーの駐車など色々な問題があ

り駅利用者の利便性の向上も急がれています。今回一般利用者や中高生も含めア

ンケート調査をし、駅周辺の不満や要望が多くあり、その内容も含め今回計画し

ました。駅は市の玄関口シンボルでもあり、また交通接点としての利便性の向上

など情報発信・市民交流の場としての整備をします。 

諏訪課長：次に、総務課長から区事務所長について回答をお願いします。 

土屋課長：各区の事務所長について、この４月１日の広報紙を持ってきましたが、組織変

更になりますというものですが、機構改革の目的について書いてあります。これ

はすべて４月１日から市の総合計画がスタートしたわけです。それから職員数が

大幅に減ってきている。また行政改革も進めなければならない。こう言ったこと

で前向きな改革であるということを申し上げたい。そんな中歪みが生じていると

いうことですが、昨年１年かけ区と本庁の事務また市民の方のサービスを低下さ

せないように検討してきましたが、ご指摘の部分が出てきましたので見直しをし

て、住民サービスの向上を図ります。 

区の所長が部長職から課長職に代わったことについては、機構改革の中で肥大

化を抑えスリム化したためのものであり、そのことにより住民サービスの低下に

繋がるものではありません。課長職ではありますが、従前の部長職と同様議会や

庁議等の出席もしております。給与面では、統括課長でありますので若干上乗せ

はしてあります。 

職員は、ピラミッド型の中で統制をされています。あと問題になるのは、職員

が減ってきた中で個々のスキルアップできるかが問題で、研修などで図っていき

ます。 

●●氏： 佐原駅の整備について効果の話が出ていない。それと部長と課長の金額はどう

変わるのか聞いているが回答がない。佐原駅はいまさら整備してもしょうがない。

税金の無駄だ。 

諏訪課長：これまでの回答で市長から補足説明があればお願いします。 

市長：  皆さんの貴重な税金なので、どこへどのように施策を講じていくか皆さんとお

話をして決めていかなければならない。その大前提として議会へ掛けて、議会の

中でもじっくり協議していただいて、議会が通らなければ何もできないわけで、

予算も通らないわけで、●●さんも現役だった７６人の議員の時代からこれは

粛々と進めてきている内容でありまして、例えば去年、小見川の商工会から小見



川駅改修工事の請願書が出されております。ですからこれからこういうものも考

えていくのだろうと思いますし、佐原駅の改修についても長い間考え、香取市に

なって大学の先生方だとか、市民の皆さん、この市民の皆さんとは栗源の方、山

田の方、もちろん小見川の方も入った審議会で論議をされているところでありま

す。いずれにしましても、小見川の文化会館についても手をこまねいているわけ

ではありません。現状のボウリング場の跡の建物が使えるのか使えないのか検証

して新しいものを作らなければならないと考えたわけです。 

●●氏：いや判ってますよ。去年調べたでしょ。 

市長：  それを言われるのならば、なぜ、小見川町の時代に耐震の診断だけでもしてお

いてくだされなかったのかということですよね。香取市になって初めて耐震診断

をしたわけですよね。ですから診断をしなければ使えるか使えないかわからない

でしょ。まして屋根裏にはアスベストがあるわけで、大丈夫なのかをまず検証し、

使用できるものであればきちんと改修して使うということが大事だと私は思いま

す。したがって、閉鎖したこの施設だけでなくほかの公の施設は耐震性だとか、

新しい建築基準法に適しているのか、符合していったという経過です。 

くろべ館は９月に閉鎖します。実は公の施設として使用する間取りになってい

なかったわけです。これもわからずにずっと使っていたわけです。これを私は黙

認するわけにはできません、管理者として。 

ただ恐縮ではありましたが、違法であるため閉鎖せざるを得ないわけです。 

そういった合併前わからなかったことが沢山出てきます。一番大きな物が小見

川の水道です。後ほど話しますがこれは大変なことです。 

いずれにいたしましても、過去の負はよしとして、歩き始めた香取市ですから、

皆さんもお考えいただきたい。小見川がいいんだ、佐原がいいんだ、いや山田だ、

栗源へもってこい、そうではないんです。香取市という大きなエリアで見てかな

ければならないという時代に入っています。 

もちろん合併するには大変な労力を使い、色々な決め事があり、我慢しなけれ

ばならないことがあり、合併できたことを認識していますが、始まったのだから

皆さんと一緒に作り上げていかなければならないと思います。 

諏訪課長：それでは次にご意見をいただいた●●様から簡単に説明をお願いします。 

●●氏： 私は今みずほ台コミュニティセンターの管理人を３年しております●●と申し

ますが、このコミュニティセンターは、平成７年に地元の役員が陳情し８千万円

掛け建設した立派な施設で、行政改革のもと経費節減のため市から自治会で無償

譲渡するので管理・運営してくれないかという提案がありました。私は、先頭に

立って私たちの自治会ではこの施設が絶対に必要であるという考えの下、自治会

の皆さんに理解を得て、使用料を取り運営しております。その中で公衆電話の廃

止などで経費を節約して運営していますが、そこで自治会の役員としておどろい

たことがありました。行政協力員という名称で役所から委嘱され結構な手当てを

出されていることにびっくりいたしました。国の補助金などは、市に出すもので、

市長個人に出すものではないですよね。なのに、個人に出しているのがわからな

い。しかも今回は、香取市になって色々な分野の見直しをして経費節減している



のに、みずほ台は従来、行政協力員手当てが低い位置にあったものを、棚ぼた式

に金額が増えたわけです。こういうのは行政改革、無駄を省こうというときにこ

んなお金を支給していいのだろうか、支給するのなら個人ではなく自治会へすべ

きではないだろうか、もっとわからないのは、１軒４００円が６４０円になるん

ですね。そうすると家が増えていくわけです人口が減っても、特にみずほ台は、

そうすると１０００戸建つんです。現在は４４０ぐらいですが、これが増えてい

くということは手当ても増えていくんですよね。歯止めが利かないじゃないんで

すか。行政改革をやるのであれば、こういうところから削っていかなければなら

ないんです、私は何で皆さん方がもらってしまえば得だということでやっている

こと自体おかしい。自治会のために使うのであればそれはよいことだと思うが、

個人へ交付するのはおかしいと思います。 

諏訪課長：ご質問いただいた●●様は、旧佐原市の方でございますが。行政協力員の報酬

と、行政協力員経由で町内・自治会へ事務費として交付するお金など、合併前の

市や町では、その額やシステム、また、行政協力員としての職務、区長さんや自

治会長さんの立場での役割など、それぞれ考え方が違っておりました。 

報酬額などの話を先にいたしますと、行政協力員は、地方公務員法第３条によ

り非常勤特別職の公務員として位置づけられ、報酬を受けられることになってお

ります。 

旧佐原市では、行政協力員報酬として一律 3,000円と受け持つ町内の世帯数に

400円を乗じた額を交付していました。報酬額（100世帯で 43,000円） 

旧小見川町では、区長という立場で、報酬が一律 92,100円に、連絡事務費とし

て、世帯数に 700円を乗じて交付していました。報酬額（100世帯で 162,100円） 

旧山田町では、100 世帯以下を担当する場合は 41,600 円を、200 世帯以下

55,100円を、300世帯以下で 68,500円を、301世帯以上が 85,600円と連絡事務

費として、世帯数に 1,000円を乗じて交付していました。 

報酬額（100世帯で 141,600円） 

旧栗源町では、報酬として 80,000円に世帯数に 800円を乗じた額を交付し、

別に、地区の運営費として世帯数に 2,000円を乗じた額を交付しておりました。 

報酬額（100世帯で 360,000円） 

この額の開きが大きいため 18 年度に旧３町は一部減額し、旧佐原市は低い額

のため据え置きとして、合併しました。この４つの地区の報酬額などを平準化す

るため、統一目標年度を 20年度にすることとして合併時点の 18年度でそれぞれ

減額を行い、19年度、旧３町は 30％の減額をしました。 

そして、20 年度は山田方式を採用し、100 世帯以下を担当する場合は 10,000

円を、200世帯以下 15,000円を、300世帯以下で 20,000円を、301世帯以上が

30,000円とし、これに連絡事務費として、世帯数に 640円を乗じて交付すること

にいたしました。報酬額（100世帯で 74,000円） 

結果、旧佐原市は、増額となり旧３町はかなりの減額となりました。ここで、

問題なのが事務費交付金でした、この交付金の使途は、当然自治会の総会におい

て決算報告をされていると思いますが、総会や会議費の飲食であってはならない



訳で、例えば、伝統行事の継承などするため、備品の補修や購入であったり、事

務の消耗品購入などに当てるべきものと考えるわけです。 

そこで、この部分については、事案が発生したときは、個々にご相談させてい

ただくことにし、交付金の補助は行わないことにしました。 

次に、行政協力員と区長・町内会長あるいは自治会長の職務についてですが、

旧３町は明確にされていませんでした。 

当然、１人で行政協力員と区長など２役以上役職を行っていただいております

ので、仕方のないところですが、基本的に行政協力員の職務は、文書の回覧です

とか、各戸配布ですとか、そういった事務的な部分がメインであります。 

区長さんや、町内会長さんの役割は、その区・町内の会員の皆様の一体感、事

業活動、コミュニティの醸成が主になると考えるわけであります。 

加えて、今香取市にはありませんが、納税組合長であったり、農業経営者のい

らっしゃる地区は、実行組合長などの役職も重なってくるわけであります。 

その辺の職務を明確にさせていただくことにより、行政協力員報酬を統一させ

ていただきました。 

ただ、佐原区の行政協力員さんがその職務だけ行っているわけではありません、

区・自治会・町内会の長として、３区の行政協力員さんと同様の職務を行ってお

ります。 

先ほども申し上げましたように、旧佐原市では、まず区長や町内会長・自治会

長がいて、行政の連絡文書配布を町内加入者などにするため、行政協力員の役職

も受けていただいたり、区長さんとは別に行政協力員を選出していただいており

ます。更に、昔から報酬が少なく、皆さんボランティア的な考え方が定着してお

ります。 

納税者の血税をお預かりし、市政を運営しているわけですので、経費について

は費用対効果を見ながら節約できるところは節約しております。 

平成 20 年度からの行政協力員報酬は、他市町村と比較しても、一番低いほう

の報酬になります。それでも総額は 2,000万円以上になりますが。 

ただ、自治会の戸数が 400戸以上の自治会が香取市では４つか５つあります。 

この自治会の報酬は、30,000円プラス 640円×400世帯で 286,000円になり高

額に感じられますが、毎月のように 400世帯へ一人で行政の文書などを配布する

ことは、かなりハードになりますので、そこには組長さんや班長さんがいて、円

滑な文書配布などをお手伝いしていただいていると思います。 

しかし、行政として報酬は、あくまで個人への交付でありますので、お手伝い

されている方への配分ですとか、自治会へすべて収めるとか申し上げられません。 

佐原区ではそういう町内が多くあるとお聞きしますが。 

以上報酬等につきまして、ご理解いただきたいと存じます。 

●●氏： 言っていることは分かるんですが、今パート代１時間いくらだと思いますか、

400 戸ぐらい文書配るのは１日あればできるわけで、その仕事にそんなにお金を

あげて、市の経費節減のため自治会でセンターを譲り受けその運営費が年間 76

万円かかるんですこの経費を捻出するため使用料を取っている。なのに行政協力



員へは報酬を払うこのことが私にはわからない。何とかならないか、考えていた

だきたい。自治会の皆さんで使うのであればわかるのですが。 

市長： ●●さんの言われていることは、私はとてもうれしいんですね、実はこれを決め

たときに行政協力員さんから大変なお叱りを受けました。 

    栗源では 30万円から 10万円に下がったところがあります。個数が多ければ、そ

の分乗せるということでおこないました。平準化したことにより、報酬額は下がり

ました。 

    ●●さんのおっしゃるとおりだと思いますが佐原区は区長・行政協力員・祭事区

長など仕事を分担しているところが多いのですが、３区は区長と行政協力員を１人

でしているので、仕事量が非常に多いのであります。それだけのお金が入るけれど

個人として使っていないんです。 

ほんの一部で後は自治会の費用にしています。しかしその使途が不明であり、こ

れを明確にするため、その部分は、事業ごとにそれぞれお話し合いさせていただく

ことにしました。 

●●氏： 同じ質問で申し訳ないが、内容はわかっているつもりなんです。自治会は自分

たちの自治会をよくするため、市に色々な協力をいただかなければならないし、

市へも色々な協力をしていき、共存共栄してかなければならない、そうすると、

個人でお金をもらって市の仕事をするわけですか、どうもそこのところが理解で

きないんです。決まりだからということでなく、改善していかなければならない

ところは改善することが行政改革ですよね。だから我々も箱物だ、どうだこうだ

ということばかり着眼するのではなく、325人となると相当な金額です。これが

未来永劫続くということはどれだけのお金になるんですか。これを何とかしなか

ったら、税収が伸びなくなってきたらますます負担になってくるんではないか、

そういう意味合いから言っても、もらう立場では、自分の自治会では、10万円以

上上乗せになるんです。つまり 30 万円ぐらいになります。ですから、そういう

お金を個人へ渡すのなら、自治会へ渡したほうがいいと言っているのです。ぜひ

お願いしたいと思います。 

諏訪課長：ありがとうございます。次に●●様から事前のご意見をお話ください。 

●●氏： 市民の後見人の育成についてどうなっているかお聞きしたい。まずこの経緯に

ついては、いま高齢化が言われていますが、2800万人以上の方が 65歳以上いう

現状そんな中で後見人の難しさを利用して、悪徳業者が横暴しているのが現状ら

しい。後見人になるのは弁護士とか司法書士そういう方々が後見人になっていい

ですよというように資格審査をして選ぶわけなんですけど、それでは高齢者が非

常に多くなってきていて、後見者の的確な人材が得られないというのが実情らし

いです。従って一般者の第３者が後見人に認めようとどこかの市では動いている

らしいんですけど、全国ではまだ不足しているためそれを狙って悪徳業者が後見

人になり財産を取ってしまう、後見人がいなければ介護施設へ入れない、したが

って、認知症になった人たちは大変な状況になる。後見人のシステムを確立すべ

きだ。日々安心して過ごせる老後を確立してほしい。 

諏訪課長：この件は、介護福祉課長から回答をお願いします。 



坂本課長：高齢者の中で認知症の方が増えております、当市でも介護認定者の半数が認知

症になっております。後見人のことですが、施設の入所については個人との契約

になりますが、判断力のない方については国と契約を行うとかおこなっておりま

すが、このようなときには後見人制度があり、一般的にいう認知症、神経・知的

障害などの理由で判断が十分にできない場合、財産管理や日常生活の契約を行な

う時判断が著しく不利益をこうむることを防ぐ為にある制度でありますこの制度

についての申し立ては本人か配偶者また親族になっておりますが、身寄りのない

方につきましては、市町村長が後見人になることができます。 

香取市でもこの制度があり現在１名の方が後見人を設定しております。 

●配布パンフレットの説明をする● 

後見人をどのように育てるかという件につきましては、まだ着手しておりませ

んが、後見人は配偶者・親族がほとんどですが、弁護士や社会福祉協議会などの

人もなりますが、家庭裁判所へ申し出まして最も適当と思われる方が選任されま

す。市は選任されるときは事情をよく聞くことになります。 

施設状況について説明する。《特養・老健・療養型》（グループホーム・デイサ

ービス）等。 

市長：  私も市長になる前は特養で働いていましたので、よくわかるのですが、経験し

た例を挙げますと、学校の先生をしておられた方で、入所したのですが先に家族

の方が亡くなられ、一人になってしまいました。入所後長生きされましたので、

恩給いわゆる年金がかなりの額たまり、そのうち認知症になり、数年後お亡くな

りになった後、その相続で苦労したことがあります。もちろん弁護士さんにお願

いしてきちっと処理しましたが。いずれにいたしましても、ご提案の部分、後見

人の育成であるとか、そういったものもこれからきちんと協議していきます。施

設については今 170人から 180人になっております。なぜこんなに入所できない

かといいますと、高齢者福祉医療圏という圏域がありこの辺は香取海匝地域であ

りますが、この地域のベッド数が決まっていてそれ以上多く作れません、今もう

少しで飽和状態です。厚労省のほうがこの数を地方で決めてよいというような案

も出ているそうです。このことをしっかり捉えながら、施設の設備をしていかな

ければならないと思います。そのようなお話を今後もしていただきながら、将来

皆様が不安にならないように、香取市の福祉行政に取り組みたいと思います。 

諏訪課長：次に、●●様からご意見をお願いします。 

●●氏： まず書類を持っていますので、後で読んでいただきたいと思います。 

     ボランティアの関係と子ども会で大変な苦労をされている方がおります。以前

懇談会で市長とパネラーとして参加したことがありますが、今日はこちらからお

願いしたいと思います。一極集中という形で進まれるのはいいんですけど、我々

側ではその用意ができていなかったんですね、それで置き去りになっています。

大変なめにあっています。今まで行政にちょっとお手伝いいただいたことができ

なくなっています。それを支部の担当の方が家庭の中でパソコンをたたいてやっ

ています。これはおかしいと思います。実際には子ども会は行政の中で作られた

ものです。任意団体ということですぐ別の団体と同じように考えられるのですが、



実際に子供関係の話は沢山累積していると思うので、そういったことで取り残さ

れたボランティアのことも少し考えてほしい。それと今くろべ館でもいろいろ３

人の方がやっていますが、できれば今日１日ではないのです、３０分もやってい

ただければすむことで、それを送ってくれれば済む仕事なんですが、我々がやる

と何時間もかかってしまう、そして家庭に負担を掛ける、これではボランティア

ではないと思うんです、ボランティアはやりたいときにやる、そして、皆さん方

に貢献できれば一番よいと思うわけです。前の懇談会で市長が言っていたように、

団塊の世代を集めて一生懸命やろうとしているのはわかるのですが、そこら辺の

集め方を少し考えてくださればいいなと思います。 

もう１件は、公民館がなくなりました。私は自然の家のボランティアをしてい

ますが、施設ボランティアですが、あれは県の施設でありますが、私たちにうま

く利用させていただけないかということなんですが、子ども会が使ったら只にな

るとか、婦人会が使ったら半額になるとか、そういう地域性を持った交渉をして

いただけないか提案です。 

諏訪課長：自然の家に関して生涯学習課長から回答をお願いします。 

岩瀬課長：小見川少年自然の家ですが、この４月から小学館プロダクションが指定管理を

受けていますが、柔軟な対応をしていただけるよう話を詰めていきたいと考えま

す。 

諏訪課長：次に子ども会の関係ですが。 

市長：  それは私から、補助金の額については今日は即答できませんので協議させてい

ただくことにします。子ども会関連のボランティアの事務の施策とか個々の事例

があると思いますので、後で教えていただきながら、精査対応させていただきた

いと思います。 

諏訪課長：今日は後半フリートークということですのでどなたか、ご意見などございませ

んか。 

●●氏： 私の場合は質問というより要望です。大きく２つあります。１つは職員の削減

と議員定数の削減です。職員に関しては、専門職が必要な職場は正職員がいいと

思いますが、そうでない職場は契約社員とか嘱託職員にして人件費を抑えてほし

い。それと地方自治法で議会を設置しなければならないことはわかっていますが、

私はいらないと思います。 

ぼんくら議員の給料を払うために働き税金を払っているわけではありません。

市長と副市長がいれば十分だと思いますが、どうしても議会がなければならない

としたら５人か７人ぐらいでいいと思う。今市長に言っても馬鹿なこと言うなと

いわれそうですが、私はいらないと思います。もうひとつは、固定資産税です。

私のうちでは年間 40 万円払っています。で、もし私がリストラや病気になった

ときこれを払うために、田んぼを売る。それでもだめだったら代々の家を手放す

ことも考えているんですが、固定資産税が高いので安くしていただきたいと思っ

て今日はきました。 

市長：  ご要望ということで真摯に受け止め、協議させていただくことを約束させてい

ただきます。今日は議員さんも３名いらっしゃっておりますから、議員さんも強



く心に留めていただいたのではないかと思います。議員さんを紹介いたしましょ

う。 

●●氏： 市長いいです。時間の無駄なので。 

諏訪課長：他にどなたか、ご意見などございませんか。 

●●氏： 市の総合計画を見させていただき、市長さんのご挨拶を聞かせていただき、私

が一番重く思っていた財政基盤の確立については、ちゃんとやっていただいてい

るということで１つは安心いたしました。来た甲斐がありました。もう１つは人

口減少です。これに対し１つ提案ですが、成田と鹿嶋臨海工業地帯の住宅団地、

特に若い人の家族に安く住宅用地を斡旋して、多くの人を呼び込むことにより、

税や人口問題も解決できるのではないでしょうか。 

市長：  実はこれについては市も当初から考えています。住宅地の整備もそうですが、

工業団地の誘致、企業の誘致も考えています。去年までの間に市内で公共用地の

空き地、小見川区で言うと西中の跡地ですとか、貝塚の南地区用地ですとかこれ

が纏まってきています、民間でも小見川の工業団地の空きスペースですとか、広

田工場の後とか出していただいておりますが、これを基に私は自ら、色々なとこ

ろへ銀行であるとか県あるいは企業では自動車部門の景気がいいので行こうと思

っています。いずれにしましても、人口増に励むということはいいことだと思い

ます。あともうひと方いかがですか、質問ございませんか。 

●●氏： ３点だけ要望と質問ですが、１点目は小見川図書館ですが、これを役所の中、

３階ががらがらなので、早急に移転していただけないか、そうすると展望台もあ

りますしこの支所に来る人が少ないというのであれば、そうすることにより活性

化できるのではないかと思います。 

もう１点は老人クラブのことです、市内には老人クラブが多くあります、そし

て助成金をいただいていますが、活動している団体も活動していない団体も、助

成金が同じなんです。これから高齢化が進む中、元気なお年寄りが増えていくの

で、老人クラブを活発にするために、何か活動する上で申請すれば助成金が出る

システムにしていただきたい。 

もう１点は学童保育です、これは夏休みも続けていただけるのかどうか、続け

られるとしたら６時ごろまで、時間延長できないものか、考えていただきたい。 

諏訪課長：図書館の件については、小見川区事務所長からお願いします。 

区所長： それでは図書館の件につきましてお答えします。ほかの質問にもありましたが、

この建物全体に空きスペースがあるとのことで、実は普段空いているように見え

ますが、昨年の使用回数は約６００回の会議などが行われています。図書館とい

う話ですが、保健センターを作るとき図書館も検討した経緯がありますが、構造

的に２・３階へ持ってくるのは図書の重量があるため難しいという結論がでまし

た。 

市長：  高齢者クラブの件については私もまったく同感で、こういう事業をしたいなど

内容が認められればどしどし申請いただき助成する方式はいいことだと思います。

その件については、協議させていただきます。 

学童保育については、今日は対応できる職員がおりませんので、職員配置の関



係もありますのでご要望をお聞きするということにさせていただきます。 

 

   ●市長この後、まとめの挨拶を行い、総務部長の閉会のことばを持って終了。● 


