
タウンミーティング（市民懇談会）概要 

 

１ 日 時  平成２０年７月１９日（土）１４時００分～１６時１０分 

 

２ 場 所  山田公民館２階 視聴覚室 

 

３ 参加者  ２８人 

 

４ 市職員  宇井市長、久保木総務部長、石川財政課長、奈良環境安全課長 

椎名市民活動推進課長、宮崎健康づくり課長、篠塚子育て支援課長 

玉造障害福祉課長、吉岡国保年金課長、竹蓋山田区事務所長 

木内Ｂ＆Ｇ館長 

      （事務局）諏訪秘書広報課長、寺島広聴班長、岩立広報班長 

小出主任主事、小林主任主事 

 

５ 概 要（質問内容） 

 ※ 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： 総合計画策定に当たり 18年 11月にワークショップが開催されました。19年

３月まで協議し、その集約が９月に素案として公表されその中で、市民活動推進

ということで20年度の４月に担当課を新設しますよ、というものがありました。 

自分たちに配られた素案の中に市民活動トータルステーションというものがあ

りましたが、公表後、市民からの意見があり、市民活動センターの設置、市民活

動トータルステーションの２つの事業の内容が分かりにくいということに対し、

市民活動を担う部署そのものであるため、削除しますという内容がパブリックコ

メントの中にありました。市民活動推進課が20年４月から出来るということで、

ボランティア活動を続けながら、我々も楽しみにしてきましたが、４月以降市民

活動推進課と我々はどのように関わったらよいのか、椎名課長さんのところへ伺

って色々お話しましたが、市民活動推進課というところには３名の職員がいます

が、我々ボランティア活動をしている者の間の関わりに、いまだに若干の関わり

を持てずにいます。トータルステーションというのはまちづくり活動を行うＮＰ

Ｏや市民団体等を総合的に統括し、その活動を側面的に支援する、協働型まちづ

くりの核となるトータルステーションを設置するとありました。そのことに対し

い担当課といまだ係わり合いがもてないので、３名の職員でどのように推進され



るのか、その辺をお伺いしたい。 

諏訪課長：ありがとうございました。では、椎名市民活動推進課長から回答をお願いしま

す。 

椎名課長：４月に新設され、今年度、市民活動推進課といたしましては、今、●●さんか

らご指摘のあったものも含めまして、年度内にまちづくりの指針作りを推進して

いるところです。従いまして今年度は、地域の皆さんにどういう形で指針を作っ

ていくことが、皆さんにお役に立つことが出来るのか、現在７月下旬から８月に

かけ各区にお邪魔して皆さんの意見を伺いながら、皆さんが使いやすい市民協働

の仕組みを検討していくということで現在進めておりますので、●●さんの要望

もその中で検討したいと思いますので、今年度中には方向を出したいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

総務部長：職員の関係ですが、現在、職員定員適正化計画を打ち出しておりまして、25年

４月までに800人に削減することになっておりますが、昨年度は予定人員より 22

名多く退職しております。そういう関係で各課に適正に配置できなかった原因が

あったもので、今後、今策定中の指針が出来た段階で適正な配置をするよう考え

ていますので、よろしくお願いします。 

●●氏： 椎名課長が今言われましたけれども、パブリックコメントの中に、市民活動推

進課というものは、市民活動を担当する部署が担うそのものであるため主要事項

から削除しますと記載されています。イコールそれは何なのかというのを見ます

と、まちづくり活動を行うＮＰＯや市民団体等を総合的に統括し、その活動を側

面的に支援するとなっている。協働型まちづくりの核となるトータルステーショ

ンを記載されていますので、ＮＰＯとボランティア活動をされている方々と如何

に市民活動推進課が適切にコミュニケーションを図ると記載されていると解釈し

ておりますので、来月フォーラムをされることも伺っておりますが、その前に市

民活動推進課は市民活動しているボランティア、奉仕活動している方々と如何に

コミュニケーションを作るかが前提として協議されながら推進していかなければ

ならないことが市民活動推進課の責務ではないかと判断しますので、ＰＤＣＡサ

イクルにあわせて、総務部長さんも言われましたが今年の４月以降課長も忙しそ

うにやっておられましたが３名ではちょっと足りないのではないかと思います。

いまだにボランティア・奉仕活動されている方々とコミュニケーションを取れな

いのはいかがなものかと思う。ぜひ改善されるよう提言いたします。 

諏訪課長：次に、●●様から質問内容の説明をお願いします。 

●●氏： 昨年市のバスを使ってのことなんですが、使用心得をよく読まなかったんです

が、申し込みをして子供たちをディズニーへ連れて行くのに使わせていただいた

のですが、集合時間を 7:00とか 7:30にしたらしいんですが、その時間が早すぎ

るということで、どこから言われたか知らない。校長先生の判断だったのかも知

らないが、時間を 8:30にされたことで、帰りも 17:00までですよね。子供たちな

ので、向うは 15:00頃には帰ると思いますが、あまり時間が取れなかったという

ようなことを聞いて、今まで山田が甘かったのかもしれませんが、合併してバス

の使用時間が今までよりも制限されて、子供たちが少しかわいそうかなと思った



んですけど、違う団体も出発時間が早いということで、書類を返されたというこ

とを聞きましたので、そのあたりをもう少し緩和していただけるといいかなと思

います。バスの使用心得を見ると、特に必要な場合は時間が 8:30から 17:00まで

出なくてもいいようなことを書いてあるんですけど、出来たら何回も利用するわ

けではないし、運転手さんが連日で疲れてしまうことがあればしょうがないが、

そうでなければ出発時間の早めは認めてほしい。 

石川課長：今お話を伺い状況は承知していただいているようですが、これまでそれぞれの

町で使っていたときと使い勝手が変わっているよということですが、このバスは、

基本的に市が催す事業に使うのが目的であります。例えば会議があって、民生委

員が集合して一緒に行かなければならないとか、行事で山田の○○祭りとか、栗

源の芋祭りで客を駐車場まで運ばなければならないとか、昔自家用とバスに表現

してありましたが、まさに自分たちが仕事をしていくために使うバスで、いわゆ

る観光バスとは少し違っているわけです。旅客運送法とか難しい法律の中で大変

規制されております。実質的に例えば皆さんがお使いになっている事業内容はな

んなのか色々考えます。子ども会が使うのも、福祉団体が、高齢者クラブが研修

で使うこともいいでしょうと、幅広く利用しているのが現実です。 

時間の関係は、運転手はバス１台につき１人で対応しております、シーズンに

なりますと毎日運行することになり今日も出払っている状況かなと思いますが、

当然夏休みになりますと、子供さんが使うことになりますので、連日になります。

また春秋のシーズンは色々の方が使いたいということになりますので、回数が多

くなり毎日のように使っておりますが、これを、時間を 7:00から 19:00までと決

めてしまいますと、運転手の安全運転の確保が非常に難しくなります。ではそれ

を解決するには、運転手を２人にすればいいのでしょうが、今のところ１台に運

転手２人という体制は財政上も非常に厳しいものがあります。また、運転手とい

っても市の職員でありますので、１週間の勤務時間ですとか、運行時間の基準を

超えて運行させて、事故など起きた場合大問題となりますので、限られた時間の

中で利用していただくようお願いしています。ただ見学先の開館時間が限られて

いる場合などは臨機に対応させていただいております。ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

諏訪課長：●●様今の回答でよろしいでしょうか。それでは次に●●様より質問の説明を

お願いします。 

●●氏： ７月 17日の新聞発表で医療費が 33兆４千億円という膨大な金額になっており

ます。特に 70歳以上が 43％で 14兆５千億円以上という内容が新聞テレビで報

じられております。これは老人が健康でないということで医者にかかっている。

どうして老人が健康を維持できるかということを考えると、適度なあるいは快適

な運動が必要じゃないかなと考えるわけです。私のところの老人クラブ、今は高

齢者クラブといいますが 30 人のメンバーがいます。７年間やってきましたが、

癌で亡くなった方が去年今年で２人います。それ以外、グランドゴルフをやって

いる人はみな健康なんですね。私が 73 歳で真ん中ぐらいです。車椅子で生活し

ていた人がいるんですが、最近グランドゴルフを始めたら正常な生活に戻ったと



いう実例があります。グランドゴルフをやることにより健康を持続できるという

結論を持っています。そこで今、府馬小学校の前に 2,400平米ぐらいのグランド

ゴルフ場がありますが、ちょっと狭い。もともと町の用地であったんですけど、

グランド用に買ったものでなく、あった土地に設備したということであります。

グランドゴルフをやるのには最近の基準で８ホール、そのうち 50 メートルを２

ホールつけると大会基準になります。したがって現在 50 メートルのホールは対

角線にやっておりますが、これをもう１反歩拡張してもらえれば、正式競技場と

して使用できるので、これが健康増進に繋がるということになります。山田地区

にはそのような施設がまったくありませんので、是非医療費の削減のうえからも

整備拡張をお願いしたい。市長には任期中に是非計画だけでも作っていただきた

い。 

木内館長：山田区全体のグランドゴルフの競技者は 300人ほどと聞いております。そのう

ち府馬地区は 90 人ほどでオークスグランドゴルフクラブとして活動されている

と聞いております、府馬広場については在郷・南四塚の老人クラブが概ね 40 人

が週２階程度利用している状況であります。長岡のクラブは野球場の芝生を利用

して行っております。オークスグランドゴルフクラブは第１回の大会が 90 人規

模で５月に山田中央運動広場で行われました。そのような状況の中府馬の広場は

23 アールあります、今回の要望面積は隣地の土地１０アールを含めますと合計

33アールになります。私も現地を見させていただきましたが、不耕作地でありま

した。市内のうちグランドゴルフの出来る場所ですが、７箇所あります、そのう

ち有料の場所が６箇所、無料の場所が１箇所ございます。府馬の広場は無料で使

っていただいておりますが、料金に関しましては、２時間以内で 500円から４時

間 1,000円になっております。今後料金改定や土地の借り上げも含め検討いたし

ます。 

●●氏： 始めて、このような問題が出てきたわけですが、これを機会に医療費の削減や

老人の健康に繋がるので検討願いたいと思います。 

諏訪課長：次に●●様から空き地の草刈についてお話ください。 

●●氏： 私どもの町内に、ある不動産屋の空地があり、売り物件として看板がありまし

て、持ち主の電話番号も書いてありますので、私から草刈の電話をすればいいん

でしょうが、怨まれてもしょうがないので、行政で指導していただけないかなと

いうことです。 

奈良課長：民有地の雑草草刈の件につきましては、所有者の方に連絡をして草刈をお願い

しておりますので、担当に現地確認させ不動産屋へ草刈するよう指導します。 

諏訪課長：次に●●様ご説明お願いします。 

●●氏： 私は、先ほどの●●さんと同じ環境保護団体 17 団体あるわけですが、市民活

動推進課へ補助金をもらいに行ったが、今年はないよといわれた。我々一般市民

として共通の問題を持ちながら市民へ働き賭けをしようと思って作った団体です

が、これに対する補助金は無理なのでしょうか。佐原区からの補助金なら出るか

もしれませんが、香取市全体として出ないのか。第２に市長さんはマイ箸を使っ

ているというころで大変ありがたいお話だと思っております。私も旧佐原市の人



間で香取市になるまで６年間環境に携わってきました。マイバックを使いましょ

うという運動は随分前から話がありますがいまだに徹底しておりません。 

洞爺湖サミットも先日開催されたが、結論的なものは何も出なかった。環境問

題とはそんなものかなと思いますが、地球温暖化というものは時々刻々と進んで

おります。気がついたときには間に合わない。私たちも地震にぶつかれば被害が

あって初めて地震というのは恐ろしいなと思うのですが、地球を壊してしまった

ら人間もだめになってしまうわけですから、市長がマイ箸をお使いになっている

わけですから、私は、マイ箸・マイバック運動を市民の皆さんに出来ないものだ

ろうか。市長を中心に。 

奈良課長：環境ボランティアの質問と解して回答します。環境ボランティアにつきまして

は普段活動していただきまして誠にありがとうございます。この活動に対しての

補助金は現在市にはありません。そのほかできる限り支援はしたいと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。また、ボランティアということで

すので、無理のない範囲でお願いしたいと思います。それから地球温暖化対策と

いうことでマイ箸・マイバックということでありますが、市といたしましては香

取市地球温暖化対策実行計画をこの３月に策定し、温室効果ガスの排出量を各庁

舎で６％削減と、また公用車では 12％の削減、市の事務事業全体では 3.6％削減

しようという方針で進めております。マイバック・マイ箸については、市長自ら

率先して行動しているところでありますが、職員もお昼時には、割り箸からマイ

箸への実践をしているところであります。 

●●氏： 私の言いたいのは、市役所の中では色々やっておられていいことだと思うが、

市民化していくかというところを聞きたい。 

奈良課長：洞爺湖サミットの初日電気を消そうよということで、市民の皆さんに一斉行動

ということで呼びかけ実施したところであります。マイバック・マイ箸につきま

して、今後色々な機会において、呼びかけていきたいと考えております。 

宇井市長：私はこのマイ箸は 20 年以上やっているんですけど、もともとは高貴な思いか

ら始まった訳ではなく、バンド仲間がカナダ人で、当時はカナダ産の木で箸を作

っていたんです。今、日本では２００億膳くらい使っていて、その 98％が中国で、

残りの２％が日本で作られたものだそうです。そんなこともあり、今、中国は地

震があったけど、前から大雨や台風が来ると麓の村が押流される。原因は山間の

木を伐採したからだといわれています。私の届く範囲ではかなりやっております。

市長会などでは、隣の成田市長や友人の浦安市長へもマイ箸をプレゼントして使

っています。よく行く定食屋さんにも置かせてもらっています。そう言った事を

少しずつやっていかなければいけないと思っています。 

諏訪課長：次に●●様から提言があるということで、時間が余りありませんので簡単にお

願いいたします。 

●●氏： 私は提言であります。今話のあった地球温暖化については、市は６％削減とい

うことで、すばらしいことだと思いますが、これが零細企業だとか小さい企業が

もっとシステムを使って、結果的に無駄をなくそうエネルギーを減らそうという

システムが環境省のほうで「エコアクション２１」という制度があります。よく



知られているＩＳＯ14000は、企業は何百万円も掛かり、比べるとこれが非常に

安い値段で出来るのですが、調べると千葉県では既に 52 の企業が取っている。

香取市では３社取っている。自動車整備工場が２社ですが、従業員の数を調べる

と２・６・１０人ですが、それぞれ環境マネージメントに取り組んでいる。個人

はそれぞれがんばるとして、こういう市役所も含めて小さい企業ががんばってい

こうというときに、「エコアクション２１」を制度として応援してくれるものであ

りますので、市が会場の提供とか印刷費の経費を若干出していただければ出来ま

すので、今年は無理でも来年は予算化して参加したらどうか。予算時期には市長

さんそんな話は知らなかったと言わずにお願いしたい。実は東金市で数年前から

こういう運動をしていて、人事異動で課長が代わったらとたんに止めてしまった

という事でかなりもめている例がありますので、市長さんに命令していただき、

長期的に推進していただければありがたいと思い提言します。 

諏訪課長：次は●●さんにお願いしますが、ご意見がかなり多いので短めにお願いいたし

ます。 

●●氏： 香取特別支援学校ＰＴＡの●●です。質問点が多かったので質問という形では

なく、自分の意見ということでパネルで話します。 

市の福祉施策その他で市民との連携をしていただきたいのですが、それぞれノ

ウハウを共有するのは難しいと思いますが、ノウハウを誰が知っているかと言う

壷を押さえれば、非常に連携はうまくいくのではないかと思います。知っている

人は民間にも沢山いるので、民間との協働が出来るのではないかと思います。 

２点目ですが、総合計画で安心して生み育てられる子育て支援の充実というこ

とで、例えば障害のある子供も通常の子育て支援の範疇に入れていただきたいと

要望しております。軽度発達障害とよばれるものは、障害者福祉になじまない。

つまりこの子供たちは手帳も取れない自立支援法のサービスも受けられない。障

害福祉課の範疇になかなか入らない特に教育委員会は痛感しております。子供た

ちに障害ということばを使うことはタブーとされていて、実際手を差し伸べる糸

口がなくて困っている。ですから通常の子育て支援の中で行っていただきたい。

そういう意味で個別の支援計画というものは保健センターで行っていただくなぜ

かというと、香取市にはまだ発達支援センターという組織がないから、そして具

体的なものに対しては、発達障害者支援対策整備検討委員会これは発達障害者支

援法に基づく国の施策として千葉県では柏市等が実行しておりますが、そういっ

たものを作っていただきたいと思います。香取市では行われていませんが大網な

どでは行われています５歳児検診、これは効果絶大です。鳥取県 24 自治体で５

歳児検診で約 9.6％発見というか、引っ掛かりがあった。３歳児検診だと半分が

未発見です。５歳児検診で倍見つかるということです。これは厚生労働省のデー

ターです。それから、東総地区療育を考える会ということで東総地区おいて子供

たちの療育を進める運動で香取市の方で関わっております。療育についてですが、

香取市において保健センターが中心になり「きずき」（母子保健用語）のあるお子

さんに対して支援をいただいておりますが、旧佐原市で行っていた方式と山田小

見川東庄で行っていた方式を統一するという話を聞いております。そちらについ



て、専門的なものを追求するものと、包括的な支援を追及するものと、子供の育

ちというものは、多重困難家庭というものが存在しまして、包括的な支援が必要

な場合もありますので、必ずしも専門的な療育機関への振り分けがすべてという

わけではありません。専門的療育機関は日本中どこでも不足しておりますので、

そういうことも考え検討していただきたい。それから、東総地区の療育の小児科

の問題です。病院問題で市長さんも今大変ご苦労されていますが、小児科のお医

者さん小児発達医療の問題ですが、東総地区においても危機的な状況です。ゆめ

やさんという旭のところでリハビリをやめてしまったんですが、四市四町で 343

人が受診し、香取市が２番目に多いんです。72人です。これがもっと顕著なのが

旭中央病院の小児発達外来で 409名受診している中で旭市が１１１人で、香取市

は１０８人です。旭市立病院の小児科に旭市の子供と同じ数の香取市の子供が行

っている状況です。そういう状況で今旭市はどのような状況になっているかとい

うと、病院センターが内部調整中です。現在耐震整備をしており 23 年に終了し

たら、センターを整備しようということです。ただし専門家医学療法士・看護士

が必要で問題はお金です。増改築は旭中央病院がやってくれる。しかし、運営費

をどうするか。経費は３億から４億で赤字は毎年８千万円ぐらいでる。これを関

連する四市四町でなんとかしなければなあというお話が出ておりますが、それは

旭市からどのようなお話が出るかわかりませんが、よろしくお願いします。最後

に千葉県第４次障害者計画策定中ですが、香取海匝地域タウンミーティングを 10

月 19 日山田区公民館ここで行うことになっておりますのでご協力よろしくお願

いします。 

篠塚課長：各部局の連携ということで、以前から●●様から言われてきたところでござい

ます。健康づくり、障害福祉、学校教育課と連携していくということで、総合計

画にも謳われております。そこで子育て支援課といたしましては、虐待の方の問

題になりますが、18年の虐待死亡検証事例では０歳児が４割を占めているという

ことから、今現在こんにちわ赤ちゃん事業というものを行っております、生後４

ヶ月までの全戸訪問ということですが、生後２ヶ月ごろまでが子育て不安を感じ

るお母さんが多いということから、生後２ヶ月をめどに保健師母子福祉推進員の

理解を頂、６月より本格的に実施しているところです。今現在は、保健師が再度

訪問するような重篤な事例はありません。市内の公立・民間保育所および幼稚園

の気がかりな実態把握ということで、学校教育課で今現在訪問をしています。ス

ムーズな就学支援等を探るためです、保育所では保育指針が改定されておりまし

て、障害を持つ子に対して保育計画を立てることになっております。 

小学校との連携ということでは、子供の育ちを記録した保育所での保育要録と

いうものを作成して小学校へ送致することになっております。 

そのようなことが位置づけられましたので、実施に向け検討しているところで

あります。次世代育成支援地域行動計画の策定は総合計画で子育て支援を前面に

押し出して、子育てのまち創造プロジェクトを定め、子育てをキーワードとして

子育て環境整備、安心して生み育てられる子育て支援の充実を目標にしておりま

す、この中で今後見直しをされる第２次障害者福祉計画、それから県の医療計画



等生後制を図り実施し次世代育成支援地域協議会を来年４月に立ち上げ、６回程

度の協議会を実施し 12 月を目途に素案を作成し、パブリックコメントを実施し

た後に修正を図り 22年２月ごろに計画の決定公表をさせていただきます。 

この４月に香取市療育支援連絡調整会議を設立しました、内容につきましては、

障害福祉課長のほうからお話があると思います。すべての子供の育ちを包括した

香取市の子育て支援計画に含めていただきたいということですが、調整会議との

連携香取市特別支援連絡協議会との連携、保育所における気がかりな早期発見早

期対応ということで、努めてまいります、保育士は多くの子供を見ているので、

気がかりな子の発達状況がよく分かる、保育士の目にあまり狂いはないと聞いて

おります、ですがすぐに専門機関を紹介するということでなく、保育士と保健師

の連携を図っていきたい。 

宮崎課長：５歳児検診という話が出ましたが、５歳児検診から気がかりなお子様を発見す

るという言い方はおかしいが、３歳児で見つけられなかったところを５歳児のほ

うがより見つけられるというデーターがあることは私も知っております。で、５

歳児検診をやっている自治体がまだ少ない香取市でも母子保健法で１歳６ヶ月と

か３歳児検診というところまでで、これを５歳児検診となるとそれなりの準備が

必要で法律にもなく出来ないというところがあります。したがって３歳児検診の

中で臨床心理士、理学療法士、総合教育センターの言語の先生とか３歳児検診以

後の継続支援としての各教室の指導を一部のところで行っていましたが、本年度

から全市で出来るように拡大しました。要経過観察者の方への専門職の確保とい

うことでは、今言った臨床心理士とか耳鼻科の医者、理学療法士、言語指導員、

心理相談員等の専門職をお願いしています。保護者の方への紹介機関は、千葉県

発達障害者支援センターですとか、コスモスの花などへの紹介は可能です。医療

機関からこのような機関を直接進められることも多くあります。当課としては、

発達障害の早期発見早期支援だけでなく、健全な小児発達を促すために周産母子

新生児医療の段階から連携体制の構築を図っていきたいと努力しております。現

に旭中央病院ですとか成田赤十字病院との連絡会を持っており随時実施している

ところであります。 

健康づくり課の事業だけでなく、子育て支援課長からも話がありましたが、子

供たちの様子をよく知っている保育士や教師との連携をとっていくことが必要で、

特別支援連携協議会だとか療育支援連絡調整会議、要保護児童対策協議会などの

専門家チームに参加しております。 

●●氏： 私ども自閉症協会で、11月に横浜市東部養育センターから発達障害の臨床心理

の専門家を呼びまして、香取市で勉強会を開く予定ですのでまたご案内申し上げ

ます。関係各課の皆様方のご参加をよろしくお願いいたします。 

諏訪課長：続きまして、●●様からご意見の説明をお願いします。 

●●氏： 小見川の市民会館の建設ですが、実際に小見川の方も山田の公民館に来ていま

すので、先ほど市長の話に毎年 12 億円ずつ減っていく試算が出ているというこ

となので、旧小見川文化会館の稼働率を考えまして慎重に建設をお願いしたい。 

また、小見川には県立の少年の家もありますのでその辺も使用できるようにし



ていただければ何とかなるのではないかと思います。 

２つ目ですが、銚子の市立病院が９月になくなりますが、小見川も先生がいつ

いなくなるか分かりません、今現在研修医医療制度があり若い先生は、設備の整

った東京の病院へ行く傾向があります。したがって、小見川も新しい設備を導入

して整形外科のカテーテルではすばらしい先生がいると聞いておりますので、そ

のような方の基で働きたいと考えている研修医もいると思いますので、是非地域

医療の確立をお願いしたい。それと３つ目ですが、市の職員は毎年色々な課に換

わりそのたび発想が沸くと思いますが、病院だと２０年もいると発想がなくなっ

てします。最近変わったと思うと思いますが、待合室にテレビが２台ついていま

す。受付も柔らかい対応になってきたと思いますが、異動で病院から市役所、市

役所から病院と人事交流があって外から見た目が開けたのかなということと思っ

ています。人事交流をもっと積極的にお願いしたい。あと聞いた話しですが、香

取市東庄町清掃組合の焼却場もあと４年ぐらいで大改修をしなければならないと

聞いています。伊地山の焼却場はまだ余裕があるらしい。平成 24 年には成田市

の方に焼却場が出来ます、伊地山は今大栄、神崎のゴミを受け入れていますが、

これがなくなれば伊地山の償却稼働率が低くなりますそのようなことを考えます

と、果たして大改修が必要なのか、また千度で焼却すればダイオキシンの発生が

なくなるが、炉を毎日止めると耐熱煉瓦が傷むと聞いています、このことから伊

地山で２４時間操業して行けば、新たに焼却を建設しなくてもよいと思う、最後

に今日は地震がありましたが香取市では、小中学校が避難所になっていると思い

ますが、防災倉庫がない、東庄町はそれぞれありそこには、発電機・投光機・非

常食などが必ずある、災害はいつ起こるかわかりませんが、すぐ揃えるのではな

く４・５年かけすべての小学校へ防災倉庫を作るべきだと思います。山田区では、

消防幹部ＯＢと山田救命救急応急協議会というものを作っておりまして、今年は

現職の消防団から寄付を頂災害用の毛布を 10 枚購入する予定です。よろしくお

願いします。 

宇井市長：文化会館については、役所において小見川の文化会館のあり方協議会で協議さ

れてきましたが、今の段階で作る作らないすべて含めましていよいよ市民の皆さ

んに入ってもらった協議会を立ち上げます。一概に財政的な観点から将来の施策

を決めるということは危ない。必要なものはきちっと作っていかなければならな

いだろうと思います。そういったことから慎重に行っていくことになります。そ

の協議会の答申を待って結論を出していきます。清掃組合は私が副組合長ですの

でちょっと話をさせていただきますが、山田の焼却場の炉のどうのというものは

まだはっきり決まっておりません。今年度中に清掃組合が香取広域市町村事務組

合に統合します。これは既に決まっていることでありまして、要するに今は香取

市東庄町清掃組合という形で、旧山田町旧小見川町のゴミを一手に引き受けてい

るわけですがこれが、香取広域に統合していくと、その統合されたとき、佐原区

栗源区とのごみ収集が一体になるということです。その中でその後この問題は早

急に協議をしていくということになっております。実際に２４時間フル稼働の話

は出ております。おっしゃるとおりであります。 



総務部長：災害物資についてお話いたします。香取市の防災倉庫の設置と備蓄の物資の状

況でありますが、各区の事務所にはそれぞれ用意してあります。また旧佐原市の

関係では、東西南北に分け中心と合わせ物資を保管されております。佐原小学校、

新島小学校、大戸小学校、津宮小学校、第３中学校にアルファ米、保存水、釜戸

セット発電機、投光機そのほか仮設トイレ、毛布などこれらを倉庫に保管してお

ります。 

今後につきましては、５月に香取市地域防災計画を策定しましたこれにもとづ

いて避難所に指定されている未配布の小中学校には、投光機発電機など防災設備

を配備する計画であります。 

宮崎課長：病院の方は、香取市東庄町病院組合というところが運営主体でありますが、そ

こから事前にお話をお聞きしました。現在の医療機器は日進月歩でありまして高

額な機器を含めまして、機器のメンテナンスを実施して出来る限り修繕し、修繕

に耐えない機器につきましてはリースなどを利用して対応している状況でありま

す。医療機器の更新については、高額のものが多いため、地域に需要のあるまた

地域に即した医療機器の整備に努めているということでした。病院組合の人事交

流ですが、現在組合構成市である香取市から２名の職員を派遣しております。病

院の運営設備人材等本年度から改革ガイドラインができこれからプランニングし

ます。 

諏訪課長：次に●●様からご意見の説明をお願いします。 

●●氏： 地域のイベントに対する行政のかかわりについて伺いたい。各地でさまざまな

イベントが行われ、全国的にも有名なお祭りが沢山あります。そんな中、香取市

が全国的にとても有名になってしまったことが残念に思います。それでも市民の

人達は一人ひとりががんばって色々なことを盛り上げています。で、その中にも

ちょっとお洒落な大人のお祭りということで山田では真夏のサンタというものが

昨年まではありました。そこに携わっている方がここにもおりますが、どこにで

もあるというものじゃない。お洒落な、アルコールは出るんですけれど、ジャズ

聴きながら楽しい思いが沢山あります。聞いたところ今年は大掛かりな物がない

ということで、それの窓口になってくださる課というか、職員の方がいらっしゃ

らないということです。で、財政のこともありましょうが、皆ここに携わってい

る方は一生懸命でやってきていると思います。ずっとお祭りが続くわけではない

のでほんの瞬間的な、問い合わせとかの関係だと思います。その時にちょっとや

る気があればというか、もともと山田の方とか小さな町の場合は１つの事業を一

人でやっているわけではありません。いろんな事全部ひっくるめてやっていたの

で、出来ない分けはありません。佐原市がそのようなことはやっていないよ、だ

から他の町の人もやっちゃ駄目ということはいわないと思いますけれど、そうい

う受け皿が無くなってしまうことはととても残念なことです。是非行政の方もそ

このところ、小さな町というのは行政の力を借りて盛り上がる部分が沢山ありま

すので、是非よろしくお願いします。 

竹蓋所長：地域イベントが減少傾向になってきて、もっと行政が積極的に係わり活気のあ

る地域づくりを推進願いたいというご意見でございました。貴重なご意見をいた



だきありがとうございました。確かに今話のあった真夏のサンタを含めまして、

合併後山田区の各イベントの参加者数が減少傾向にあるように感じております。

当山田区のイベントに多くの皆さんに参加していただきふれあうことにより、活

気ある地域づくり、これに行政が支援するということは大変大切であるというこ

とは認識しております。真夏のサンタですが今年から真夏のミニサンタというこ

とで、少し規模を縮小しまた角度を変え実施するということでした。イベント以

外のことでも、合併して各区が不便になったというような、地域の課題問題点を

改善し今後の市民と行政が共にきづくまちづくりを推進するため、実は意見交換

会が７月 29 日火曜日等会場で開催いたします今月の広報かとりに掲載しており

ますが、皆様もぜひご参加いただき、多くの意見を取り入れ課題問題点を解決し

ていきたいと考えております。一体感の醸成を図るよう尽力してまいりますので

よろしくお願いいたします。 

諏訪課長：ここで２件ほどフリートークしたいと思います。どなたか。 

●●氏： 自分は元気隊に所属していますが、平成８年からまち起こし元気集団としてま

ちに特徴を作るということで発足しました。将来は富士の裾野のジャズフェスタ

ですか、そのような大きなものを目指していたんですが、予算を削減されたと聞

いています。隊員の中にはボランティアでやっているもので、予算を削減された

らイベントが出来ないというような意見もあります。実際来年も予算が貰えるか

不安なものですからその辺をお聞きしたい。 

竹蓋所長：真夏のサンタですが運営母体の山田元気隊が今年度から地域振興事業補助金を

活用しております。以前は交付金として出ておりましたその関係からも、少なく

なったと思われます。真夏のサンタに関しましては昨年度までで第 10 回を終了

しまして、また交付金から補助金に変わったということで、新たな角度から再ス

タートするということで都市と農村の交流ということを中心とした活動で、再ス

タートすると聞いております。29日に行う意見交換会で色々なお話を聞きながら

補助金の増額も含め検討したいと思っています。 

諏訪課長：もう一方お聞きしたいと思いますが、どなたかございませんか。 

●●氏： 先ほど中国の話や地震の話がありましたので、学校に関しては順次耐震改修が

なされているようですが、一番肝心な、救急車や消防車が出る消防庁舎、特に佐

原へ行くとこの庁舎潰れちゃったらどうなるのかなとか思うんですね、そういう

施設の耐震は進んでいるのでしょうか。 

宇井市長：佐原消防署は耐震でないんですね。火の見櫓が危ないということで今年撤去し

たんですよ。合併前に本部の設備と同時に佐原消防署については建替えもしくは

改築ということで、実は今協議に入っています。私も毎日見ていますが、ぞっと

しますね。災害対策としてきちっとしたものを、作ってもらうことがこれから必

要だろうと思います。 

 

●市長このあと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する。● 

 

市長挨拶の中で、「いろいろなご意見の中に合併直後であり、どうしてもシステムとい



うか体系というのが、覚束いていないんだというのが印象的であります、従ってこれか

らも市の状況（皆さんの税金が運営費になっているんだということを）を皆さんが是非

おわかりいただきながら、お話をしていただくということが一番重要ですし、実行があ

るわけです、是非とも多くのお話をお聞きしたいと考えています。今後、市の施策等で

市民のご意見をいただき取り入れるシステム（パブリックコメント）を作りますので、

市民の皆さんが主役ですので、是非ご意見をいただきたいと思います。」という話があ

った。 


