
タウンミーティング（市民懇談会）概要 

 

１ 日 時  平成２１年１月２４日（土）１４時００分～１５時４０分 

 

２ 場 所  佐原中央公民館３階 大会議室 

 

３ 参加者  ２１人 《雪空のため参加者の欠席が多くあった》 

 

４ 市職員  宇井市長、久保木総務部長、企画政策課長、税務課長、国保年金課長、介

護福祉課長、道路河川管理課長、同管理班長他、農政課秋葉班長 

      （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） 

 ※ 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、「18年度・19年度開催の懇談会でのご意見の多くは総合計画のなかへ

盛り込ませていただいたこと、この約３年間財政基盤を確立するため力を注いでき

たことにより２年間は単年度決算において黒字になったこと、香取市を取り巻く状

況（人口減少毎年 1,000人少なくなり、合わせて生産人口も減る事による減収《歳

入は毎年平均で約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》）も変化していくため黒字だからといって無駄遣いは出来ないこと、し

かし、市民の水道や下水道などライフラインの維持確保は必要であるため今後も整

備していく」と挨拶しました。 

 

※ 理事者側自己紹介 

 

秘書広報課長：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

いする予定でしたが本日欠席されていますので●●様からお願いいたします。 

●●氏 ：本年度のはじめに各家庭に洪水ハザードマップが配布されましたが、100年に

一度の大洪水が発生し、このようになるであろうと言う物ですが、私どものとこ

ろで起こった水害は平成11年9月ごろ私の住んでいる水郷団地でも20戸位浸水

しました。 

    この時、私の友人が床上まで浸水したので、応援してほしいと連絡が入り行った

のですが、家を出たときには膝ぐらいだったものが、近くまで行くとお尻のとこ

ろまで来ました、この状態で歩っていますと後ろから水が流れてきますので、ブ

ロックなどにつかまり歩きました。 

そのようなことがあったので、100 年に 1 度とは思えない、それを考え、マッ

プを見ると、我々は何をしたら良いのかと思う。このときの対策として、市は

何か計画があるのか、10 年 15 年にある水害に何か打つ手を示されないと、マ

ップをいただいても不安だけをあおります。矢印だけでここへ逃げなさいとい



うのは、少し弱いのではないか。 

もう１点は、大倉地区で 30数年前に鹿嶋臨海工業地帯ができた時に移り住み

ました。そのころ大倉の丘陵地帯で多くの梨を生産しておりました。最近生産

者の方と話をしたら、昔は 80軒ぐらいの生産者がいたが今は 30件ぐらいにな

り、2・3年後には２０軒ぐらいになってしまうとのことでした。私事ですが、

年 2回ぐらい米沢へ行っていますが高畠など通ると道路そのものに、「ラ・フラ

ンス通り」とか表示があり観光地として非常に力を入れているなと感じました。

あの辺りはりんご・梨・さくらんぼ・ぶどうなどに力を入れていますが、大倉

地区だって梨の生産をし、そんなに違わないのにだんだん衰退している。この

ことに何か対策を講じているのか聞きたい。 

秘書広報課長：ありがとうございました、では道路河川管理課長から水防計画について回

答を、お願いします。 

道路河川管理課長：香取市の水防計画について、説明いたします。 

水防計画は、水防法に基づき、指定水防管理団体として、千葉県知事から指定

を受けた本市（旧佐原市・旧小見川町）が、地域に係る河川の洪水等の水災に

対処し、その被害を軽減することを目的とするものです。 

また、水防法の規定による水防警報の連絡を受けたときから、洪水等による

危険が除去されるまでの間、水防に関し、執るべき措置、事項を定め、住民の

生命と財産を守ることを目的とするものです。 

市では、関係行政機関や水防関係団体の代表者を委員とする「水防協議会」

を毎年開催し、その中で、水防対策をまとめた「水防計画」を審議いただき、

了承のあと、県知事の承認を得て策定しています。 

水防計画の主な内容を説明します。 

香取市では水防業務体制として、気象情報や河川の水位状況、千葉県の水防

体制などを考慮し、「準備体制」、「警戒体制」、「非常体制」と区分して業務にあ

たります。 

また状況によっては、水防本部を設置します。本部長を市長が務め、副本部

長を副市長が務めます。 

以下、職員の動員や配置、消防本部との調整、広報活動などを行う総務部の

指揮を「総務部長」水防関係機関との連絡調整、道路・河川等の警戒や応急対

策などを行う土木部の指揮を「建設部長」、消防団の活動指揮を行う水防部の指

揮を「消防本部消防長」が務めます。 

各区には、「事務所長」を支部長として水防支部が組織されます。 

次に水防活動ですが、香取市における重要河川としては、利根川、常陸利根川、

霞ヶ浦、北浦、横利根川、黒部川、小野川などが挙げられます。 

これらの河川には、水位観測所が設置されており、水位・雨量などからはん

濫の危険度を示す「洪水予報」や水防活動を示す「水防警報」が河川管理者か

ら発表されます。 

これを受け、市では、水門、排水ポンプ場などの施設管理者と連絡をとり必要

な対策を講じたり、河川の巡視、消防団の出動や水防工法による対策をとりま



す。 

市や消防機関で対応できない場合は、他機関へ応援要請、万が一の決壊に際

しての措置など水防計画に示しています。 

また、非常時に備え、市内７箇所に水防倉庫を設置し、「水防活動」に必要な

資材を確保しています。 

毎年５月、６月には、関係機関と堤防の合同巡視や水門検査、消防団と市役

所職員を対象に水防実技の研修会を実施しています。 

また、関係機関へ迅速な連絡をとれるよう緊急時の伝達系統を水防計画に示

しており、５月には、国・県・市町村が一体となり情報伝達演習を実施してい

ます。 

以上、簡単ではございますが、香取市の水防計画につきまして説明いたしま

した。 

 

 

秘書広報課長：続きまして、水郷梨の関係を秋葉班長から回答してください。 

農政課班長：それでは、合併後の香取市における梨の栽培面積ですが約 62 ヘクタールに

なっており、収穫量で 1,410トンであります。大倉地区の梨の関係ですが、大倉

地区は千葉県の梨の発祥地として古い歴史があり水郷梨のブランドとして多くの

顧客を持つ産地です。水郷梨の特徴といたしましては、山の斜面を利用した栽培

が多く、病害虫の防除も多目的防災網、スピードスプレヤーを併用した体系とな

り、斜面では防災網の設置や、スプレヤー作業にも支障もあります。 

     千葉県内の主力産地の市川などは畑から果樹園に転換したもので、平らで整形

されたものがほとんどで、栽培管理が行いやすくなっています。 

     大倉地区の「水郷梨組合」に対しては、多目的防災網整備やスプレヤー・トラ

クター・トレンチャー・ライムソアー・ローダー等の機械整備を行い、産地の確

保を図ってまいりました。 

  組合員の高齢化と後継者不足による組合員の減少や老木化による収量・品質の

低下などについては、市としても認識をしているところで、計画的な改植や担い

手の確保が課題と考えております。この点は、市内にある香取果樹組合や佐原南

部梨組合でも同じようなことが当てはまります。 

  また、新しい品種の導入や新たな販売方法の検討など、顧客の拡大に向けた新

たな戦略も必要ではないかと思われます。 

  新たな販売方法という点では、平成２２年３月竣工する「広域交流拠点」（道

の駅）の直売部門には是非「水郷なし」を並べていただきたいと考えています。

伝統ある「なし」栽培文化を絶やさないよう、生産者と協議の場を持ちたいと考

えます。 

秘書広報課長：ありがとうございました。 ●●様今の回答でよろしいですか。 

●●氏 ：水防のほうですが、水防訓練というお話がありました、この水防訓練が行われ

ているのは関係者だけで、市民は誰も知らないわけで、それではあまり意味がな

いのではないか、というのが 1 点、それと治水計画というものもあると思うが、



これからこのようにしていくんだという計画がなければならないと思うがその事

についてはお話がなかった。梨のほうでは個人の業種ですから無理かもしれない

が、高畠のほうは非常に活気があるんです、直売店で並んでいるのに山菜を例に

取ると、山菜のあく抜きのための灰まで売っているんですよ、そのあく抜きの灰

は梨やりんごを選定した時の枝を焼却して作っているという、そこまできちんと

収入に変えようとしているわけです。そういう所までのノウハウを盗み取るとい

うと、ことばは悪いですが、そこまで行うべきだと思う、後継者はお金が入れば

後継者は出来るんですよね。仕事に対し収入が見合わないのであとを継ぐ人が出

ない、ということになると思う。そういったところをきちんと行うべきであると

思います。 

秘書広報課長：市長のお考えはいかがですか。 

市長  ：治水対策のほうをちょっと話してください。 

道路河川管理課長：流れ川のことでよろしいですか。 

市長  ：利根川のことも合わせて話してください。 

●●氏 ：流れ川の件は予定はされていただいておりました。ただ、騒ぐ議員さんがいて

進まないのは間違いないのですが、我々住民側としては、個人の健康も然ること

ながら、住民の財産と言う大事な話なんですよね。その辺をただ騒ぐだけでなく、

私はごく近くの住民なので本当に健康被害なのか、もともと病気なのか疑問に感

じます。ただあのように公になるとそうも行かず、そのへんもクリアする方法も

あるのではないかと思うのですが、是非治水のことは実行して欲しいのですが、

他のところもあるのではないかと思うのです。市内中心部のこの地図を見ると結

構平成 11 年の被害のあったところはまだ残っているんですよね。こういう部分

はまだ対策を立てていないのではないかなと思うんですが、こういった部分も今

後どうやっていくんですよといった内容を明らかにしていただきたい。こういう

意見です。 

道路河川管理課長：流れ川改修につきましては、１９年度に堰撤去工事を発注しましたが、

水道工事に伴うトラブルが発生し契約解除になっています。トラブルは和解にな

りましたが、河川の改修計画を立てるのに流量解析業務委託を先行して実施した

いと考えています。 

解析業務を委託することにより、局部的な工事で済むのか河川全体の改修が

必要か判断したいと思います。 

当初予算（案）には、委託費が計上されていませんので、補正予算要求を考

えています。 

補修工事につきましては、担当者が現場を確認しております。 

今年度、予算の範囲内で補修工事を実施しますので、ご理解下さるようお願

いいたします。現場を見て緊急性があるか検討して回答します。 

市長  ：この水防ハザードマップは、ここにも書いてありますが、県の方で示された有

事の際に逃げるところ非難するところということで作られています、ですからこ

の他に、19年の香取市水防計画という計画書がありまして、おっしゃるとおり関

係者のみでやっています。市も一度河川敷で訓練を実施しております。土のう作



りや水を抑える訓練だとか、消防団もこの水防計画に則った訓練をしております。

●●さんがおっしゃるのは市民はどうするんだということで、これはどうするの。 

●●氏 ：ちょっといいですか、こういうことだと思います、私どもには警報が出た時と

か放送が流れます、学校関係ですと警報が出たら休みだとか、色々それぞれの部

署に応じた情報が流れますが、私は比較的水害の少ないところに住んでいますが、

防災無線で何々地区の方は警戒体制に入ってくださいとか、具体的に市民にアピ

ールするものがないですよね、一時、市で私は入れていませんがメール配信をす

るシステムの広報がありましたよね。加入率がどのくらいなのか分かりませんが、

具体的に安心安全の自分たちがきちっと確保できるものの情報が知りたかったこ

とがどうなのですかということだと思いますが、水害に限らず。 

市長  ：広報紙でその時々にお知らせしているんですが、例えば、行政協力員の方々を

通じて（防災関係について）纏まったものを配っていないんですね。これは持ち

かえり協議させていただきたいと思います。それと流れ川については、例の堰を

止めて水を溢れさせて、鎌形金魚屋さん辺りの田んぼへ水を入れていたという堰

ですが、あれは私が議員をしていたとき、7 年前ですが、あそこへ伺って旧佐原

市時代の水郷団地の会長さんとお話をし、これを取り除くための施策を講じるこ

とが出来るか研究させてくださいとお話しました。そして青年館へ大勢の方たち

にお集まりいただき話し合いをいたしました。その思いがあったので、19年度の

当初予算に数百万盛ってまず、あそこを取り除いてみよう。取り除くと上流から

の水が一気に流れますが一番先に流が当たるのがＪＲの所でこれは問題なく耐え

られるだろう。問題は 356号線超える流の許容範囲が超えてしまうのではないか

という一抹の不安はあるのですが、まずあれを壊してみようということで予算化

したのですが、さあこれからという時にあの事件がありまして、今年も盛ること

が出来ません。おっしゃるように多くの方が望んでおります。で、お一人お二人

少数の方のご意見もありますので、慎重に話をさせていただきながら正確な正規

の形で進めようと今でも考えていますので、申し訳ありませんがもう暫らく我慢

していただきたいと思います。あの件がありますので。 

     それと水郷梨、梨については私も大倉のホームに勤めておりましたので色々の

方を存じておりますが、大倉地区は古木が増えてきておりまして、1 本で収穫で

きる数が減ってきているんです。これを回避するためには、木自体を新しいもの

に植栽しなければなりません。そうすると 2年、3年収穫できないんですね。で、

みなさんどうしているかと申しますと、梨園の木の一部を収穫し、一部は植え替

えするのですが現状で梨の価格が上がらないことや、昨年一昨年はカメムシが大

量発生し被害が出ました。市はそういった駆除に対する助成はさせていただいて

おります。ですから水郷梨組合や他の組合ともお話し合いをさせていただきなが

ら、私の出来る限りのことはさせていただきたいと思っていますし、しておりま

す。 

     それと販売促進の関連については、今後、生産者と一緒になって進めます。今

お米のほうはやっているんですけれど、甘藷だとか生産者と一緒になって、どう

いう販売ルートや販売促進をしようか検討しております。 



秘書広報課長：続きまして、●●様から総合計画についてご質問の内容説明をお願いいた

します。 

●●氏 ：私のほうからは、香取市総合計画についてお話していただこうと思っておりま

したが、先ほどの市長のご挨拶と資料のパンフレットで大体分かりましたので家

で読ませていただきたいと思います。 

     ただその中で 2点ほど、質問したいのは進捗状況でございます。国交省と千葉

県、香取市で進めておりますスーパー堤防事業でありますが、私も少し係わって

いたもので若干知っているんですが、平成 15年に協定を結び 2１年度を最終年度

という形でありました。来年の 3月には道の駅という形でオープンする予定でし

たがその進捗状況を、それと県で行っている 356号線の拡幅について、国の防災

基地についても併せて教えていただきたい。もう一点はＰＦＩ方式について教え

ていただきたい。 

もう 1 点は循環バスと交通バリアフリーについての考え方を教えていただき

たい。循環バスについては、色々な方の要望で利用客は少ないけれど運行して

いるようですが、先日、野田市で小型バスを 100 円で運行しているということ

ですが、私はバスを小さくしてもそんなに経費は変わらないと思うのですが、

その辺を教えていただきたい。 

秘書広報課長：それでは企画政策課長から説明をお願いします。 

企画政策課長：スーパー堤防事業についてと道の駅の関係、この 2つは佐原広域交流拠点

という名称で進めておりますが、その事業に関連しております。今私どもが聞い

ているところでは 22年 4月オープンに向け今のところ順調に進んでいるという

状況でございます。それと道の駅・川の駅につきましては、PFIという民間の活

力を入れた形で立ち上げるということで進んでおります。進捗的にはそういうこ

とで順調に進んでおります。 

     防災用の資機材を用意するといったお話がありましたが、実際にスーパー堤防

に資機材を地下に用意し埋め、その上へ砂をおき、更に芝生を張ることになって

おります。それと循環バスについてはお話のとおり、佐原については千葉交通に

委託をしておりまして今年度までは実証運行ということで実験的に運行しており

格安になっております。それほど高い金額になるということではありませんが、

来年度以降は業者から実証運行は出来ないといわれており、本格運行に向けやっ

ていきます。また乗っている方利用されている方は 19 年度ですが、大戸瑞穂ル

ートは述べ 12854人北佐原新島ルートは 7385人ということで、平均 1万人が利

用しているということで、私どももこの人数、年間、１台１万人が指標になるの

かなと思っております、そして野田市の小さなバスということでありますが、豆

バスということで野田市が導入しているバスであります。本当に小さなバスです

が、バリアフリーに抵触しないようなものであり乗降しやすいバスになっており

ます。こういうバスがあると市としてもインパクトがあっていいなと思いますが、

小さければ運行経費が安くなるということではなく、バス代としては安くなりま

すが、一般のワゴン車を買う値段で導入できるものではありません。特殊車両で

すので割高になります。 



     豆バスのミニチュアを 6000個用意したところ 1日で販売されたということで

ありますが、市のシンボルとしてはいいものであると考えています。小見川地区

でも来年度から考えていこうとしているところでありますが、今、バスを見直す

時期に来ている状況です。新しく買い替えの次期が来ましたら、市としてこれが

市の循環バスですよというような、物が出来ればと考えます。 

●●氏 ：ありがとうございました。1 つですね心のどこかに置いていただきたいのは、

企業へ補助して循環バスを出していただいていますが、非常に乗っている人は少

ないですが、農繁期などは高齢者は家の人に病院などの送迎を頼めませんので、

非常に重要で市民も感謝していると思うので、ルートの検討も含め、廃止せず運

行していただきたい。 

企画政策課長：企業の路線バス廃止は利用している市民の方が非常に困りますので、循環

バスとは異なりますが、市といたしましても助成などしながら極力運行していた

だくよう努力しております。 

秘書広報課長：では次に●●様からご意見がありますのでお話をしてください。 

●●氏 ：私の孫が佐原中学校にお世話になっているが、体育館の解体がこの 3月に行わ

れると聞いた。新しくできる体育館の規模はどのくらいなのか。万が一の場合は、

緊急避難場所が体育館だった地区の人の避難場所はどこになるのか。2 点ほど聞

きたい。 

総務部長：体育館の規模的な数字はもっていませんが、卒業式終了後解体し、来年の卒業

式前には完成すると聞いております。 

     その間の避難場所は、中央公民館（コミュニティーセンター）になります。こ

の件は広報紙等でお知らせいたします。 

企画政策課長：大きな規模の体育館になると聞いております。2 階部分があり武道場を備

え、クラブハウス的な物（学校開放に伴う）を造るそうです。ただ具体的な部分

は把握しておりません。 

●●氏 ：緊急避難場所の周知は知らせて欲しい。 

●●氏 ：体育館の件なのですが、プールがなくなってしまうということですが、佐中水

泳部はこの後どのようにお考えなのか聞きたい。 

市長  ：これは、議会でもかなり質問を受けました。プールはなくなります。これは、

市でも検討したんですが現状この体育館が入るスペースがないんです。教育委員

会では色々協議したそうです。私たちが通っていたころは今の鉄筋の校舎がなか

ったころ今の技術棟が新校舎でしたが、技術等を解体してそこへ建設しようかと

いう話もありましたが、そこにすると校舎の中で音が出ると他の授業に影響する

のでまずい、本校舎と別棟がベストだということで、現状の場所へ建設するほか

ない、テニスコート側だと運動場のトラックのスペースが取れなくなるそうであ

りました。水泳部も大変貴重ではありますが、学校全体の授業を見るべきであろ

うということで、それを優先したわけであります。今、中学校の水泳の時間は 1

年で 4・5時間だそうです。我々の時代は 1ヶ月ぐらい行っておりましたが、ゆ

とり教育、土曜日の休業による煽りを食ったわけではないと思いますが体育など

の授業が少なくなった。水泳も他の地域へ行くという形を取ってもらい、体育館



の建設を優先したということです。一部の保護者の方や卒業者の保護者の方々が

中心になりプールを残せというお話があったのですが、変更は出来ないというこ

とで、ではどのようにするのかということですが、実際水泳部生徒は使用せず民

間のプール、スイミングスクールで行っているんです。ほとんどの方が、で、な

ぜ学校のプールが必要かというと、民間のプールではそれぞれ異なったスクール

へ通っているので、1 箇所でリレー競技の時の受け渡しのタイミングなどの取り

方ができないということだそうであります。その部分については市で施設を借り

受けるなどして対応するということで話をさせていただいております。 

     やはり皆さんからお話を聞くと圧倒的に体育館を建設して欲しいという声が多

いんです。だからといって少数の意見を無にするわけではありませんし、無にな

らないように教育委員会で施策を講じているということでご理解いただきたい。 

●●氏 ：建て替えまで子供たちはこちらの（市民）体育館を使用するわけですよね。 

市長  ：そのとおりです。 

●●氏 ：その安全管理はどのようにお考えなのか。 

市長  ：送迎など車で行うとか、考えて行きます。 

秘書広報課長：ありがとうございました。とりあえずご質問をいただいた方の回答は以上

で終了し余り時間が亡くなってきましたが、フリートークを行います。何方かご

発言ございませんか。 

●●氏 ：この会場に観光課の方は来ておりませんか。 

市長  ：来ておりません。 

●●氏 ：では、市長に伺います、私の家は仲江間水路といって観光水路として位置付け

してあるみたいですがご存知ですか。 

総務部長：指定はないですけど、あの区間は奥水郷組合が祭礼の時利用しております。 

●●氏 ：岩瀬市長の時、観光水路として 1回船頭の舟を見に来ているんですよ、で家の

ところから端のところ600メートルの川がありその先は土地改良が護岸工事をし

ていますが、600メートルの部分は計画がないそうで、片側は舗装していただい

たけれど 3メートルの舗装の部分の護岸が崩れてきているので、市で観光水路と

して位置付けしているのであれば、県から補助をもらい整備していただきたい。 

市長  ：後で聞いてみますが、市道の部分は市で行いますが、護岸になると土地改良で

行うようになりますので、県と協議します。 

●●氏 ：既に護岸が崩れているので至急対応願いたい。 

市長  ：広域交流拠点が出来たら、色々な運行コースが出来ると思いますのでその中で

水路の利用も考えられるので検討したい。 

●●氏 ：水生植物園の関係で、今潮来のあやめ園もだめになっている状況でもう少しＪ

Ｒ十二橋駅前の広場をアスファルトにして、築山など築きアジサイでも植えて、

観光客が降りたらくつろげる場所の提供と、バスや舟などの送迎を行ったりお米

や野菜を少し販売してもいいのではないかと思いますので是非検討を願いたい。 

市長  ：協議します、駅もきれいになったでしょう、あれも大変だったんですよ。 

●●氏：佐原の消防庁舎ですが、昭和 39年に建築し老朽化している。建て替えの検討と、

消防本部は市の本庁と隣接しておくべきだと思うが併せて検討願いたい。 



市長  ：消防については、市でもかなり老朽化していることは分かっています。ですか

ら、まず望楼を取り除きましたが、来年度の予算を決めているところですが、現

状で申し上げますと来年度は立替の調査設計予算を組みましたので、議会承認さ

れれば来年度から始まります。 

     そして再来年度設計委託、23年度建設ということになります。 

     これは今日状況から見て必ずやらなければならないと思います。 

     消防の組合は香取広域市町村圏事務組合に所属しており、その組合長が香取市

長であります。一朝有事の際は真っ先に駆けつけるのが消防長であると思います

ので、本部は本庁の側にあるべきだと私も思いますので、将来的には近くに移動

してもらうのがいいだろうと思います。しかしながら、位置等の協議を内部で行

っておりますが、東庄町さんは現在にところからの移転は反対です、多古町さん

はお金が掛らなければいいはという考え方でなかなか歩調が取れないのが実情で

すが、今はその方向で進めて行きたいと思います。 

 

※ この後市長から、病院の問題、県立佐原病院についての経営は県が行っていますが、

市からは色々な要望を行っていますし、必要であれば財政的な措置も行いたいと考

えています。が、今現在県からの要請はありません。要望が功を奏したのか 1年間

に 1名ずつ医師が増えてきました。 

 この 3年間で 4名のドクターが増え 1名のドクターが定年退職で辞められまし

た。いずれにいたしましても、堂本知事の理解により増えました。出来ればこのま

ま推移して欲しい。もう 1つは国保小見川中央病院で、これは国保立なので地域の

市町村が運営経営しているもので、元々は小見川・山田・東庄の 3町でそれぞれお

金を出し合い建設し運営していたものですが、この支出割合が小見川５０％山田

36％、東庄が１４％で現状香取市になった段階で香取市が 86％を出資しておりま

す。残りの 14％を東庄町が負担しております。これまで病院の経営ということで、

年度当初にほぼ 3億円を運営費として入れました。香取市が 86％ですから約 2億

７千万円、東庄町が 2千万円出しました。研修医制度が出来るまではいくらか運営

費はプラスでしたが、ドクターが少なくなり赤字になってきたわけです。一説によ

りますと 1人のドクターで 8000万円の額が変わるそうです。当初 13・4人いたド

クターが現状は 8・9人になってしまった。今年度も去年の 4月に 3億円拠出しま

したしかし、12月で底をつきこの 3月のまでの不足額 1億 4千万円という額の 1

億 2千万円を議会承認を得て拠出しましたが、東庄町からはまだ入金がない状況で

す。3月末までには入るそうですが。 

   では、どのような対応をしているかといいますと、職員にはかわいそうですが給

料を５％削減しました。県内国保病院ではこのような削減をしているところはあり

ません。職員数も減らします。しかし来年度の予算要求が 5億 2千万円というが苦

になってきています。この額の８６％は市民の皆様のご理解をいただきながら出し

ていかなければならないと思いますが、東庄町はその要望書の受け取りを拒否いた

しました。したがって今後の病院経営をどのようにしていくが厳しいのであります

が、およそ香取市立病院といってもおかしくないのですが、銚子市立病院の例を見



ながらあのようにならないような形を作っていかなければならない。そのためには、

現状の体制をスリムにして、医療機器など補修のきくものは補修し、新規の医療機

器導入の際は極力値切りし、経費の節約をする努力をしていきます。このことは、

県立も同じでありますので地域医療のあり方を協議してまいります。 

  それともう 1つは今日女性が多いので是非聞いていただきたいのですが、例のご

み袋が高くなったというお話ですが、実際 105円で 10枚買っていたものが 500円

になってしまいましたよね。1枚 10円だったものが 50円になんでなってしまった

のかということですが、ここにはからくりがあります。まず香取市の公共料金ゴミ

袋の体系をご説明いたしますと、元々佐原は栗源と一緒に北総西部衛生組合という

組合がありました。小見川と山田は、小見川外 2町清掃組合という組織で運営して

おりました。今は香取市東庄町清掃組合があり組合がまったく違うわけです。 

  では、同じ組合の佐原と栗源は佐原が 100円出始めたとき、栗源は 350円で始

めました、ここに違いがありこれをまず香取広域市町村圏事務組合でありますので、

一緒にしました。1枚あたり 40円＋袋代として。 

  そして、小見川、山田は今年の 4月に香取広域市町村圏に入りますので今年同じ

額になります。小見川、山田は今まで昔の佐原のように、黒い不透明な袋に燃える

ものを全部入れ自宅前へ置き業者が回収するといったような形で 1 月 520 円を払

っていました。1個出しても 100個出しても同じ額であります。このような不公平

感があるので統一しようよということです。佐原の場合は今まで処理費用を個人で

出しておりません、1枚制作費が3円7円が卸業者と販売店の儲けになるわけです。

しかし栗源は処理費を 1枚 25円払っていたわけです、佐原だけが 1円も個人とし

て払ってはいませんでした。 

    袋はただでもいいんです。ごみ処理費や施設の維持管理費は皆さんの税金から払

っているからです。しかし先ほども行ったように 1個出しても 100個出しても同じ

税金を皆さんが払うのは不公平であるということで、燃えるごみの処理費の２０％

を個人で払っていただこうということで、試算したら今の額になるわけです。これ

を少しでもご理解いただき多く出している方は少しずつ減らしていくことにより、

やがて処理費用も掛らなくなってくれば、個人負担も減らせるわけです。自然にや

さしいまちづくりをしましょうと言う事を具現化していきましょう。 

 

   以上市長まとめの挨拶後、総務部長閉会のことばを述べ終了となった。 

 


