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タウンミーティング（市民懇談会）概要 

 

１ 日 時  平成２０年１０月１８日（土）１４時００分～１５時４０分 

 

２ 場 所  栗源区事務所２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、奈良環境安全課長、渋谷教育部長 

篠塚教育総務課長、鵜澤副参事、川島学校教育課長 

佐藤栗源区事務所長 

      （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 

本宮主任主事 

 

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、「総合計画の市民協働の中核を成していただくのは、今日お集まりの皆

様方であること、この２年間財政基盤の確立を成すため市民の皆様には我慢をして

いただいていること、19年度決算を９月議会で報告したが、２年目も単年度会計で

は黒字になったこと、また、小見川総合病院の運営については今年度２億４千万円

の赤字が予想されること、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： 広報紙で募集の記事があったので応募しましたが、実を言うと私は交通安全協

会の副会長をしておりますが、環境や交通安全について要望があります。運転免

許更新のときに 1,500円位皆さんからいただいていますが、最近そういう人が減

ってきて、安協事務局の経営が立ち行かなくなってきている。私たちはボランテ

ィアでやっているがそういう面で、市はどのように考えているか聴きたい。 

もう１点は、６月から道路交通法の改正があり子供の自転車のヘルメットの義

務付けがされました。これに伴い県内では３箇所（鴨川・柏・多古）で講習会が

行われ、この辺では多古町で開催いたしましたが、香取市から参加された方は、

栗源小学校の先生だけでした。行政ではこのことについてどれだけ関心をもたれ

ているかということを聴きたい。 
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諏訪課長：ありがとうございました、では奈良環境安全課長から回答をお願いします。 

奈良課長：事務局の経営が大変だということですが、補助金につきましては、香取市合併

の際、見直しをして、各地区の事情もあるので一概に統一はしませんでした。現

在、他の補助金も含め検討しているところであります。それから、多古町で講習

会があったということに関しましては、ちょっと記憶がありませんので、帰って

担当に聞いてみます。 

    Ａ：【本庁職員は、交通指導があったため小見川区職員２名参加】 

●●氏 ：講習の中では、専門家がヘルメットの配布や自転車の走行を多古町の学童を使

って研修されました。 

諏訪課長：理事者側の回答は以上ですので、市長から●●様の要望も含めてお話ください。 

市長  ：免許更新の時の安協への会費が減っているということですが、安協の運営は、

会費と市からの補助金で運営しているんですね。 

●●氏 ：車庫調査を県から委託され委託費をいただいているのですが、来年からなくな

ってしまうわけです。今後は安協の連合会で行うということです。 

市長  ：いずれにいたしましても、合併後多くの団体に助成、補助金を交付していまし

たが、すべての団体補助金を１年半で見直しました。そして３年目で精査しまし

た。皆さんご存知の補助金では、昨年からですが、観光協会主催の花火大会です

ね、あれは水郷佐原観光協会に会長さんがいてやっています。小見川には水郷小

見川観光協会があり合併して１つの市に２つの観光協会がある特殊な事情があり

ますが、この２つに助成金を出していましたが、花火を打ち上げるために協賛金

を皆さんからいただいておりますが、この協賛金と助成金の額を比べると市から

の助成金が多いので、ほかの団体と比較すると差が大きいので、額をある程度の

割合に下げさせていただくと、両方にお願いしましたら、小見川は了承し、佐原

はそれだったら花火大会は中止するということになったわけです、そのような形

を香取市の中では 220 団体の皆様にお願いをしました。合併当初８億８千万円、

約９億円ですがこれを精査し６億２千万円になりました。この１年半で２億６千

万円を精査しました。この中には安全協会さんも入っています。今後も活動内容

を見せていただきながら、補助金を出させていただきます。高齢者クラブ・家畜

組合・商工会……今日お見えのＰＴＡ連絡協議会さんも同じであります。 

一概に下げたわけではなく市町により多かったり少なかったりしているところ

を皆さんとお話しながら調整したわけです。今日、区長さんもお見えですが、行

政協力員の助成金も精査させていただきました。 

今後もう一度お話をさせていただき対応したいと考えております。 

●●氏 ：質問がありますかという手紙の中で、安協運営などの件については別途、座談

会等を申し込みしてくださいと書いてありますが、総会等で市長の出席を３回ほ

ど要請しておりますが１回目は部長さんが、２回目は課長さんが、今年度は誰も

お出でいただけなかった。 

市長さんとは１度も会えなかったので今回話をさせていただきました。今度そ

のような場所を設定していただければ、今日はこの件はこの辺で終わりにしたい
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と思います。 

市長  ：そうですね、総会は２ヶ月前に連絡をいただきたい。今日現在で１２月までス

ケジュールがいっぱいで動きが取れません。その辺よろしくお願いします。 

諏訪課長：ありがとうございました。それでは次に●●様から学校跡地について質問があ

りますので、説明を●●様お願いします。 

●●氏 ：高萩地区の●●です。今、市長さんからお話がありましたが午前中は悠々の会

で市長さんにお世話になりました。私も 1937 年生まれですので、ここでどうだ

という意見よりも外から見た目で話します。栗源の町が出来たのが今年で 118年

目です。この栗源にも歴史があり、後２・３年後には高萩小・沢小の全校生徒が

２０人ぐらいになるということで、独立した学校よりも、保育所が１つ、中学校

が１つでありますので、小学校も１つにしたらいかがですかという意見を僕らは

言ってきました。それでこれから１つになるということで準備が進んでおります

が、今日は先生方が非常に多いようですが、１つになるのは色々大変だと思いま

すが、私が気になるのはあとの施設をどういう形で残したらよいか、一般論的な

意見は色々あるが、１つの跡地利用のモデルになるような、そういうものを考え

出したらよいのではないか、ＰＴＡの方たちも居りますが跡地利用については、

少し時間をかけて行いその間の管理をしっかりしていただいてはいかがか。 

道路事業で、高萩地区の道路があるが、高萩小の近くに敷地が 700平米ぐらい

残っているが現在草だらけである。それを自分たちがボランティアで何とかしよ

うかと考えているが、なかなか手を付けられない。そのように、学校敷きは頬っ

ておいてよいという風にはならないと思う。そこを真剣に考えてほしいというの

が要望です。 

諏訪課長：では、学校跡地については教育総務課の篠塚課長からお答えします。 

篠塚課長：教育総務課長の篠塚章と申します。栗源区小学校統合事業につきましては、４

月に統合準備委員会を発足し、総務・通学・教育・ＰＴＡ・事務、この５部会で、

８月までに基本的な準備事務を取りまとめていただいております。９月には統合

実行委員会を設置して新しい小学校の開校までの各作業の確認や旧小学校の閉校

事業の調整を行っていただいているところであります。統合によりまして廃校に

なる高萩小学校・沢小学校の跡地利用につきましては、まず地域の皆様のご意見

をお伺いし跡地利用検討組織により、今後十分検討していきたいと考えていると

ころでございます。参考までに先だって実施させていただきましたアンケート調

査でございますが、栗源区の全世帯を対象にお願いしております。約３分の１の

方からこの跡地利用についてご意見をいただいております。主な内容でございま

すが、生涯学習、スポーツ関係が 11.9％、地域振興・地域交流関係にということ

で 10.3％、福祉保健医療関係ということで 8.9％民間企業への貸し出しあるいは

売却というご意見が４％主なものとしてはこのような内容になっております。ご

意見を十分尊重させていただいて、慎重に検討していきたい。このように考えて

おります。 

先ほど決定するまでの期間の管理についても、ご意見をいただいております。
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基本的には私どももそのような方法を基本としてこれからも皆様と検討させてい

ただきたいと考えております 

市長  ：いずれにしても、あのまま捨てておく訳には行かないので、うまく利用できれ

ば一番いいわけでね、利用しようとしたときには、草茫々ではしょうがないです

から、きちんと出来る様に指導していきます。 

諏訪課長：以上で先にご質問いただいた方の案件は終わりました、続きましてフリートー

クに入りたいと思います。今日はＰＴＡの役員さんにお越しいただいております

ので、ご発言をお願いします。最初に栗源小の●●会長からお願いいたします。 

●●会長：栗源小ＰＴＡ会長●●です。よろしくお願いいたします。学校統合に関しまし

て質問させていただきます。以前６月から７月に掛けまして教育委員会のほうで

栗源区の住民に対して行った学校統合アンケート結果の公表内容について質問い

たします。公表内容は、新しい学校の校名、校章・校歌、統合に対して不安に思

うこと、この３項目の結果のみ公表されておりまして、それ以外のアンケートの

中で住民が書いた要望や質問事項はいまだ公表されておりません。先ほど開校に

関する回答は出てきたようでありますが、そのほかにも沢山の要望が出ていたと

思うんですが、そういったものが未だに回答されていないという風に感じます。

学校名や校章・校歌がいつどのような場所で決定されるのかということも公表さ

れておりませんので、実際統合まで半年をきった状況で未だ公表されていないと

いうのがＰＴＡといたしましても、閉校や開校の準備をするうえで非常に支障が

出ております。またそういった学校名等について、今後ＰＴＡや住民が議論する

余地があるのか、あわせて伺います。以上です。 

諏訪課長：ありがとうございました。では、篠塚課長から回答をお願いします。 

篠塚課長：まず、アンケート調査の件でございますが、６月から７月に掛けて栗源区全戸

を対象に実施させていただきました。区長さんはじめ色々ご協力いただきありが

とうございました。８月の地域説明会では丁度集計の途中でしたので、集計が済

んだ重要な部分の内容についてだけご報告をさせていただいております。特にア

ンケート調査の中で文章で回答をいただいた項目については、集計作業にちょっ

と時間を費やしてしまいました。現在ほぼ完了しておりますので、準備委員会あ

るいは実行委員会での打ち合わせ内容と合わせて皆様にご報告したいと考えてお

ります。次に校名、校章・校歌について、でございますが、学校名につきまして

は、学校教育法によりまして、県の教育委員会に届出をするという規定になって

おります、従いまして手続きといたしましては、香取市立小学校設置条例の改正

が必要だと考えております。校章・校歌について、でございますが、これは地域

説明会のときにもアンケート調査でご報告させていただいておりますが、意見が

分かれております。基本的には新しい学校になってから学校と地域の皆さんと十

分検討していただければなと考えております。 

諏訪課長：ありがとうございました。●●会長さんいかがでしょうか。 

●●会長：ＰＴＡとしましても、閉校式典というものを準備しなければいけない段階で栗

源小としては、今月の２７日に実行委員会を立ち上げる予定で準備しているんで
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すが、学校名がどのようになるかで、閉校式典も変わってくるということで、時

間がない中で早く決めていただければと思うのですが、その辺いかがでしょうか。 

篠塚課長：先ほど手続きをご説明させていただきましたが、事務的には出来れば、１２月

の市議会の中でご承認をいただければと、予定としてはこのように考えておると

ころであります。 

諏訪課長：ありがとうございます、他に何方かいらっしゃいますか。 

●●会長：高萩小学校のＰＴＡ会長をしております、●●と申します。 

     校名、校章などは今頃話していることが、かなり遅すぎると思うんですよね、

大体準備委員会が立ち上がるのが統合の１年前切ってからだったということなの

で、色々なこと３校温度差があります、その中で１年で、あれもこれもと、もっ

てこられて決められても、十分に討議もできません。そういう状態で本当に１年

間、来年の４月からやっていけるのかなという不安はかなり３校、どの父兄も思

っていると思います。とにかく校名というのは、話が始まってすぐに３年前から

きちんと話をしてもらいたかったことじゃないのかな、もうこの時点で、まだ校

名の話をしているのは、ちょっとどうなっているのかなという印象が強いので、

なるべく早く、それもその話がどこで行われて決まるのか、やはり対象となって

いるＰＴＡが分からないところで決まるというのも、ＰＴＡは納得できません。

判るところで説明をしていただきたいと思います。それと保護者のほうも勉強不

足だったこともあるんですが、統合のときに特例として人数３８名なり３９名に

なる学年があるのですがその学年に対して、特例として２クラスに出来るという

ことを最近まで知りませんでした。そういうことも地域説明会に２回やっていた

だいております。教育委員会のほうから来ていただいてその前に今年の３月にも

来てお話をしていただいているので、３回教育委員会に回ってきていただいてい

るのですが其の時にも、その説明は一切ありませんでした。保護者の方、高萩は

今、１クラス１０名なんです、統合したとき３８・３９名になるやはり４倍近い

人数のクラスの中で授業を受けることになります。４倍の人数でといわれても、

はっきり言って授業参観に行って教室の中がらがらです。それが４倍になったと

き想像しにくいんですよね、どういう状態になるかやはり保護者３８・３９のや

っている授業風景も一度は見てみたい。どんな感じなんだろう、それでやってい

けるのか、やっていけないのなら２クラスにお願いしたい。保護者は不安です。

でもそういう説明もないので、これから期間がないのは分かりますが、これから

そう言うことをお願いしたいなと思っています。やるのが遅すぎた、でも４月か

ら統合でやっていかなければならないので、保護者が納得していく形での統合を

していただきたいので、よろしくお願いします。 

諏訪課長：ありがとうございました。 

篠塚課長：基本的には地域の皆さんのご意見を参考にしていくというのが基本でございま

す。でアンケート調査を実施させていただいております。この結果を地域説明会

の中でご報告をさせていただいているところでございます。これによりますと栗

源小学校という名称でというご意見が大多数を占めております。こういうものを
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参考に市としては考えているところでございます。 

市長  ：アンケート調査で栗源小ということでありますので、この後どういう形で決め

ていくのかはこれからとしてですね、お困りのところというところであるのです

から、学校名ぐらい決めたほうがいいですね。どう考えてもねえ、ちょっと早め

るようにしましょう。でアンケート調査に則った形で皆さんと会へ落として、皆

さんに決めてもらうという形でどうですか。要するに役所の中で勝手に決めるの

はいやなのですから、どこのテーブルに落とすか、皆さんがどのくらいそのテー

ブルについていらっしゃるかということですよね、１００人、２００人と言う訳

にはいかないから、少なくても、ＰＴＡの会長さんたちはそこに入るのでしょう。

後でご連絡させていただいていいですか。 

     それから、私の経験からちょっと申し上げると、私の時代は４５人でした、副

担任だとかそういう教師は当時いなかったですよね、まあこのような人間に育ち

ましたが、しかしながら一生懸命今日まで生きてきているし、また、小学校のこ

ろ思い出すとすごく楽しかったですよね。当時給食もなく弁当を持っていって冬

になるとストーブで暖め食べようと思ったら真っ黒焦げになっていた、そんな思

い出がありましたが、まあ総じて１つだけいえるのは、これからの子供たちの教

育はある程度の数であったほうがいいと思います。その数が１０であるか１００

であるか分からないとしても、少なくても４・５人のクラスにするよりはより多

くの友達と学んだ方が私はよいと思います。なぜかと申しますと、出来るだけ多

くの人と会うということがその子供たちの人格の形成にものすごく大きくなると

いわれています。人生の中でどれだけの多くの人に会うか、これは大きく深い人

格を創るといわれています。私そう思います。従ってできるだけある程度の形は

整えていったほうがいいと思います。 

    会長さんは、小学校のころ何人ぐらいだったですか。 

●●会長：私のときは大勢のクラスでしたから私自身は分かるのですが、子供が、５年生

になるんですが５年間少ない人数でやってきているんです。それが一度に３８名

になりますが、その時に今まで１０名で教室の中やってきましたが、物を片付け

るにしてもロッカーは、一人何個も与えられます。だから教室へ行ってもとても

綺麗なんです。それが４倍になった、ロッカーも１つしか与えられなかったら、

まず片付けるそういうものから高萩小学校や沢小学校の子供たちはかなり混乱す

るのではないかな、何時まででもやって欲しいと言う訳ではなく、統合の年だけ

でもいいんです。３校かなり温度差がありますので、何かにつけて親も不安です

し、子供のほうもすぐに解放できるかといったら、ちょっと不安なところもある

ので、１年目ということで見てくれたらありがたい。 

市長  ：これははっきり言ってやってみないと分からないでしょうね、子供たちは適応

能力というのは大きいですし子供たちに期待する部分もあるだろう、いいほうに

しか言えないが、だったら何かあったらどうするのと言われると、確かにその部

分はきちんとフォローしていかなければならない。ですから先ほどおっしゃられ

たように特例で２つにクラスを分けるとか、それをするかしないかは別としても、



- 7 - 

クラスの人数が増えたことにより、臆する子供さんが出ないようにフォローしな

くてはならないでしょう。その辺は教育委員会はどのように考えているのか。 

川島課長：色々とご意見ありがとうございます。先ほど３８人、３９人で学級を分けられ

る方法もあるのではないかというお話の説明がなかったということですけれども、

其の事については県のほうで毎年変わってきておりまして、３年前までは４０人

を超さなければ２つにならなかった、それが少人数を指導するために、３９人以

上いた学級は、授業を２つに分けたり、学級を２つに分けることも昨年からでき

るように、弾力的にやっていいよという段階です、ただ来年度も必ずなるとは県

は言っていないので、はっきりしたことは申し上げられない。 

●●会長：ちょっと確認ですが人数は３８名以上ですか３９名以上ですか。 

川島課長：３９人以上のときはクラスを２つに分けられるように教員を１人配置してくれ

るというような事を今年はやっています。来年度もそれは続くのではないかなと

思っていますが、１１月末に県の形が出ます。教育課程部会で今検討していただ

いている内容があるんですが、それは３９人のクラスを２つに分けるほうが良い

のか、人は１人来たとしても、国語、算数、理科、社会は２つに分ける、音楽と

か体育は１つでやったほうが効果があがるんじゃないかという関係もありますし、

今９人、１０人いかないクラスの子供たちが２つの学級に分かれたときに、友達

関係がどうなるのかそういった事も含めて考え、教科で２つに分けたほうが良い

のか、全て２つに分けたほうが子供たちが安定するのか、その辺は各校長、教頭、

それから教育委員会が入って今教育課程部会で話しております。少人数で授業す

る良さは、全ての授業でもないし、少人数でずっとこのあと生活していくかとい

うと、中学校になったら多くなる。高校になったらもっと多くなる。そういう中

で新しく大きな集団に入ったとき子供が気後れしないような、事がなければなら

ないという将来も考えてどういう形にするかは県の方からの回答も含めながら検

討を今させていただいているところでございますので、今後検討ということでよ

ろしいでしょうか。 

●●会長：お願いなんですが、保護者にバスが走った時点で、栗源小学校へ子供達が入っ

たり、交流学習もしていただけるということでその時に、栗源小学校で一度３９

名なり３８名なりの授業参観を自由参観できるように3校の保護者に連絡いただ

ければ、その様子を保護者が見られ判断材料になるかもしれないので、見せてい

ただきたい。学校の先生方と教育委員会だけで決められるのではなくて、保護者

の気持ちもその中に入れていただきたいなと思います、授業参観後アンケートな

どとっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

    交流学習を行うのにバスはタダでは走りません、その辺教育委員会へ予算のほう

いただけるようにお願いします。 

    親の心構えも出来るので、事前にそういうのを 1・２回していただければ、親の

不安も軽減できると思いますので。 

川島課長：今の時点では詳しい計画が各学校で出来ておりませんが、校長先生方と相談し

て検討してみたいと思います。昨日ものづくり研修会ということで 3校の 5年生
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が栗源小学校に集まりまして、集まった中でもまた分かれましたが、3 校合同で

の活動を行いました、皆さんにお知らせして来ていただければよかったなあと今

反省しておりますが、今後また校長先生方とは相談していきたいと思っておりま

す。 

諏訪課長：ほかに何方かございませんか。 

●●氏 ：高萩小学校のＰＴＡ役員の●●と申します。今の話に付け加えて、今現に交流

学習をやっておりますよね、年に 2回ぐらいそこに参観させていただければ割り

と早く具体化するのかなと思います。 

…   ：授業が見たいんです。 

●●氏 ：去年からやっているんですけど、2 回ぐらいやっているんです子供だけ栗源小

学校へ行ってやっていますが、それを父兄が見られないので学校でご配慮いただ

けたら、特別に計画しなくてもよいのではと思います。統合について沢小学校さ

んからも聞きたいのですが、統合するにあたって、栗源小学校の生徒さんが多く

高萩小も沢小も人数が少なく不安に思っているのは同じだと思うんですが、沢小

のＰＴＡさんからも意見を聴きたい。 

諏訪課長：それでは、●●会長さんからお話願います。 

●●会長：沢小学校の●●です。先ほどクラスを 2つに分ける、分けないの話がありまし

たが、一番心配に思っているのは子供たちなので、一度子供たちをテスト的に授

業をしていただいて、子供たちがどういう風に感じているかも参考にしていただ

きたい。親よりも一番大事なのは子供たちで、子供たちの意見を尊重していただ

きたい、それと先ほど言われた統合授業ですが 1度や 2度では少ない気がします

ので、多古町あたりでも統合時は、何回も統合授業をやっていると聞いています。

是非回数を多く実施していただければと思います。 

●●氏 ：沢小の●●です、1つだけ今 2クラスにする等々色々ご意見が出ていると思い

ますが、最終的には学習面ももちろん心配なのですが、精神面が心配です。出来

れば先ほど特例という話も出たんですが、1 年目だけ、もちろん市長が言われた

ように私たちの時代は副担任もいませんでしたが、やはり 1年目だけは、2クラ

スが出来ないのであれば、必ず教科によって付けるというのではなく、2 学年に

1 人先生を付けていただくとかしていただき、心のケアを出来る、先生といえば

振り向けるところに先生がいたのに、先生といっても 30 何人かの一人それもも

ちろん学習なんですけれども、1・2・3年生はそれであっても、今の５年生や６

年生はそういう生活をしてきてからの転移になるので、その辺をちょっと考えて

いただけたらなと思います。 

川島課長：副担任という事ですか。 

●●氏 ：副担任まで必ず 1人付けなくてもいい、先ほどの話ですと教科によっていろい

ろというお話があるんですが、心のケアを考えると 2学年に 1人でも、出来れば

1学年に 1人いてくれればありがたいと、私は思う。 

川島課長：では今の 2学年に 1人という教員の話ですけれど、学級を 2つに分けると、1

人の教員が 20数時間係わってきますが、例えば 1つの学級で、国語、算数、理
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科、社会だけ 2つに分けると、全部の時間だけじゃなくなりますので、残った時

間、体育の時間など 2人で見ることも出来ますし、そういう時間を人数の少ない

低学年の方の算数、国語の時間に行ってまた少人数でやるということも色々工夫

できるということも含め検討しているところであります。それから教員の定数に

ついては県基準が決められそのとおりになってくるのですが、統合のことにつき

ましては先日も県にお願いして、統合で特別の形での配当について要望しており

ます。人数が増えれば2学年の中で1人ぐらい両方の学級の心の様子を見ながら、

指導が出来るのではないかなあということで今県のほうにも積極的に働きかけて

おりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

諏訪課長：ありがとうございました。もう 1方ぐらいいかがですか。 

●●氏 ：高萩小学校の●●と申します。今ちょうど先生の話が出たんですけど、3 校の

先生の異動はどのようになるのでしょうか、栗源小の先生のところに高萩小、沢

小の子供たちが行くのでしょうか。 

川島課長：教職員の異動については、市や学校からの要望もありますが、県のほうで異動

のほうは決まっていく形になります、只その中でこちらのほうから同じようにお

話を直接具体的にさせていただく中で各学校の先生方がうまくバランスよく配置

できるような形で進められるようにお願いしていくつもりでおりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

諏訪課長：議長いかがでしょうか。 

堀越議長：大変貴重なご意見をいただいておりますと同時に、教育委員会も言うべきはき

ちっと伝えるということを、まず胸に持って皆さんと対応していただきたい、こ

のように感じました。よろしくお願いいたします。 

諏訪課長：ありがとうございました。お時間がなくなってきましたので、本日の締めとし

て、市長から…。  おります。はいどうぞ。 

●●氏 ：沢小学校の元ＰＴＡ会長の●●です。今学校統合の話になってきたんですが折

角こういう機会ですごく議題にしたいと思うことがかなりあったのですけど、時

間がないので 2 つに絞って市長さんにお聴きしたいと思います。まず 1点目は、

最近ゴミ袋がとんでもなく上がって私も非常にびっくりしたんですが、何で香取

市栗源と佐原だけのようなよく分からないのですが、その理由がよく分からず、

こんなことでいいのかなと、家内と話しています。これから先々のことを考える

と、こういうことに関しては、将来を含め是非説明していただきたい。もう 1点

は、香取市に統合する前からなのですが、インターネットの環境がこの地区に限

ってのようですが、無いですね、山田のほうも同じ状態だと聞いております、Ａ

ＤＳＬですね、ＮＴＴの職員さんでも私もまだ入っていないというのを聞きまし

たけれど、いわゆる交通の不便なこの地区に住んでいて、インターネットという

のはそういう人に便利だと思うんですが、それも未だに、毎日のようにＮＴＴの

方に電話していますが、空きがないという回答なんですよね、行政がどうにか出

来る問題ではないといってしまえば、一言なんでしょうけど、全体のまちづくり

を考えたときに、私たちがこれから特に子供のことを考えると、私なんかもう 50
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過ぎていますが若い人がここに住み続けたいと思うにあたっては、子育て環境を

考えると非常に大事だなと思いました。その辺のとこを何かお話があればと思い

ます、あと最後にこれは教育の話ですが今学校の統合の最後の記念碑（誌）作り

や最後の式典の準備をしているんですが、それに関して市からお金は一切でない

という前提の回答が合ったのですが、今募金活動を地域で始めているところなの

ですが、募金がどのくらい集まるかによるんですが、今のところの見積もりでは

到底想定している支出を賄うだけの募金が集まりそうに無いという感じがあるの

ですが、市のほうで香取市で初めての統合でしょうけれども、前例になると思う

のですが一定のこういう特別なとき手を差し伸べることはしないのか、どうかと

いうことを聞きたい以上です。 

市長  ：まずインターネット、これはおっしゃるとおりどうしようもない、我々が通信

会社を作るしかないですね。後は空きというのは分かりませんが、実は毎年のよ

うに光も含めてその環境整備をＮＴＴの方へお願いしています。しかしながら同

じような回答を市もされている。 

    市が設備をしても回線が無ければ進まないということでご不便を掛けているなと

思います、で実際電話回線ではだめなんですね。 

●●氏 ：遅くてだめです。 

市長  ：速さでね、ご利用の内容にもよりますけど、今、動画や写真など相当多くなっ

ておりますのでＧペグなど、かなり重くなりますね。 

    これは今後も市として要望してまいります。現状では手の出しようが無い状態で

す。 

    それと廃校のご準備をされていてそれについて市が手を差し伸べないという話で

すけれども、それはどこからお聴きになったのですか。 

●●氏：当然市の学校ですからやりますけれども、第 2部以降の地域の人も含めて、そう

いった費用は市から出さないという回答はいただいております。 

市長  ：あそう、これは出来るだけ持ちましょうという形で、いろいろな方々からのお

話がありまして、方向性を変えております。問題は何をしたいのか何をされるの

かどういう事をしていくのかという事を出していただいてですね、それに対して

私のほうでどのくらいできるか、全てはできないですが、必要であろうと思いま

すのでその中において見るような方向を考えております、まだはっきりした物は

ありませんが、来週か再来週皆さんから私のほうへ陳情が出てくるようですので、

お待ちしております、そのときゆっくりお話させていただきます。さて、ゴミ袋

佐原と栗源とおっしゃっていましたがそのとおりであります。これはなぜかとい

いますと、香取市内には清掃の関係を司る一部組合が 2つあります、これはもと

もと栗源地区と佐原地区のごみを集めていたものは北総西部衛生組合でした、こ

れは 2年前に広域市町村圏事務組合に統合しました、この広域組合にはどのよう

な業務があるかといいますと、ゴミのほかし尿それと消防が入っています、それ

でもう 1つ清掃を司っている一部事務組合があります、これがもともと小見川町

山田町東庄町この3つで作っていた小見川外２町清掃組合というのがあってこれ
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が今統合したので、香取市東庄町清掃組合となりましたが、ここの組合のゴミの

出し方収集の仕方、料金と栗源と佐原の３つの体系が現状でした、これは法律上

違法なので合併して５年以内に料金を統一しなさいという合併という特殊な事情

なので５年間の猶予を認められています、現状今３年になります、いっぺんに統

一したかったのですが、片方の組合はほかの町が入っていますので、この東庄町

との話し合いが決裂しており、やっと目鼻立ちがつき、来年の４月１日に香取広

域市町村圏事務組合の組合にその清掃組合が入ることになりました。それを見計

らった時点でこういう形になりますよというものを創ってくれることになってお

りますので市としても、議会に諮り、議会は早く統合しろということでしたがよ

うやく遅ればせながらこういうことになりました。問題は額であります、佐原市

は可燃ごみは１枚１０円、１０枚で１０５円でした。この１０円の内訳は５円が

袋を作成する費用、５円が販売手数料でありました。そういう意味では佐原は清

掃組合には１円も市民が直接払っていなかったんです。栗源は３５円ですよね、

したがって１０円を抜くと約２５円これを処理費として払っていたんです。今大

体５０円ぐらいになったんですが、これはですね、外２町分が一緒になり東庄町

も統一します、その辺を考えて皆さんこのゴミというものを、考えていただこう

かということで具現化しました、タダでもいいんです、タダでもいいんですが、

処理費は税金で払うんです。皆さんの税金で１００％払うんです、国や県の助成

金は出ません。ただ具現化するということはどういうことかというと、１個出す

人も１００個出す人もタダなんですよ、いま小見川と山田は１ヶ月５２０円なん

ですよ、黒い袋に入れ、可燃何も入れて、ペットだけはちがうんですよね。そし

て家の前へ置いています。１個出そうが１００個出そうが５２０円、５０円で言

うと１月１０個出す平均そういう形になっていますものすごく高いですよね、そ

れではあまりにも不公平だということ、ゴミだしにあまりにも無責任ではないか

ということなんですよ、ゴミは今いっぱいになってきているんですどこも、香取

市は伊地山に埋めるところがあるからまだいいけど、成田なんか今いっぱいでお

手上げですよ。いずれにしてもそういったものを具現化するため、どのように具

現化するかと言った時にその２０％だろう処理費の２０％を皆さんが投じるゴミ

の量で割っていったんです、そうするとほぼ１枚５０円になったということです。 

    今後ゴミは減っていきます。先ほど申したように人口が減り、香取市の人口１年

間で１，０００人減っています。合併してから２年過ぎましたので２，０００人

以上減っています。人口は増えるかもしれませんが、このままいけばもちろん減

っていく。具現化する量はその２０％だけその２０％を皆さんで１枚５０円で払

っていただきたいということです、そしてゴミというのをどのように考えていた

だけるかなということです、ですから１個出す人と１００個出す人では１００個

出す人は多く払う当たり前のことです。ですから具現化するところは２０％であ

ります。先ほども言ったようにタダにしてもけっこうです、でもやはりこれから

は周りの町や市もその方向で進んでおります。来年の４月に小見川・山田が統一

され半年後には同じように１枚５０円の形にしていただきます。そして、東庄町
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も入ってもう一度ある程度の期間をおいて議論していくことになります。現状は

２０％を目途にしましたが、今後２５％を超えないにならないように減額してい

きます。何でもかんでもお金を上げようとしているわけではありません。 

    皆さんの負担を下げるためこのような形にしました、施設も今後統合したいと考

えておりますので、どうか数年間我慢していただきたいと思います。 

諏訪課長：ありがとうございました、時間になりましたので…。 

●●氏 ：ゴミ処理の提案（分別）を文章とグラフで提出される。 

市長  ：若干時間が過ぎてしまいました、貴重なご意見をいただきありがとうございま

した。ゴミの分別についてはこれから相当細かくなっていくと思います。また其

の時には皆様のご協力をいただきたいと思います、公共料金の統一は非常に難し

いことでありますが、色々なところお話をさせていただきたいと思います、きち

んとしたご説明をさせていただきますので、その際にはご連絡いただければいつ

でもお話をさせていただきます。また、統一の際にまた皆様のご意見が基になっ

ていくとご理解いただいて結構であります。 

    今日いくつかの問題点を頂戴いたしました。今後庁内において色々な分野でその

ご意見に対しての回答、また運営が目に見えるようきちんと対応をしてまいりた

いと思います、特に学校名ね、学校が出来るのに学校名が無ければしょうがない

ものね、これは直ちに学校名を命名するように、その組織作りを、そして皆さん

がお分かりになるようなステージ・テーブルを作りそこでご審議していただく、

そして４月１日には新しい学校名で新しい学校が開かれることを約束させていた

だきます。統合は大変難しい問題であります。市町村の合併もそうでありますが、

学校の合併というのは大変で、私も議員時代一度経験しております。佐原第２中

学校と第４中学校の合併、これは香取の中学校と津宮・大倉の中学校で１つにな

りました、これもすったもんだしました。しかし最終的に尊重したのは、やはり

通学する子供たちの心でした。どうか皆様方、子供たちが楽しく有意義な学校生

活をそして健康を育むそんな学校にしていきたいと思いますので、まだまだ色々

お話も聴かせていただきたいと思います。皆さんからいろいろお話を聞きました

が、いよいよ秋本番すぐそこには冬が近づいております、どうか暖かいおいしい

お芋を食べながら、この寒い冬を元気にお過ごしいただだけますよう、結びにあ

たりまして心からお祈り申し上げ、御礼と今日の締めのご挨拶をさせていただき

ます。本日は誠にありがとうございました。 

久保木部長：閉会のことば 

以上 


