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平成平成平成平成２１２１２１２１年度市民懇談会年度市民懇談会年度市民懇談会年度市民懇談会結果報告結果報告結果報告結果報告（（（（佐原中央公民館佐原中央公民館佐原中央公民館佐原中央公民館））））    
 

 

１１１１．．．．日日日日    時時時時  平成２１年８月１８日（火）１９時００分～２０時３０分 

 

２２２２．．．．場場場場    所所所所  佐原中央公民館 ３階 大会議室 

 

３３３３．．．．参加者参加者参加者参加者  ２５人 

 

４４４４．．．．市職員市職員市職員市職員  宇井市長、黒岩副市長、関教育長、久保木総務部長、根本企画財政部

長、篠塚市民環境部長、伊藤経済部長、菅井建設部長、椎名上下水道

部長、篠塚教育部長、安部国保年金課長 

      （事務局）諏訪秘書広報課長、嶋﨑班長、小林主査、小出主査 

 

５５５５．．．．概概概概    要要要要    

 

（（（（１１１１））））開会開会開会開会（（（（秘書広報課長秘書広報課長秘書広報課長秘書広報課長））））    

 

（（（（２２２２））））市長市長市長市長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

  本日は、平成 21 年度の市民懇談会を開催しましたところ、多くの皆様方にご参

加をいただき、誠に有難うございます。 

  市民懇談会は、私が就任した 3 年前から始め、これまで 45 回開催してまいりま

した。参加された方々は延べ 1,500 人を超え、様々な形態で、時にはテーマを設け

てご意見等を拝聴したこともありました。 

また、この市民懇談会の他にも、市長への手紙やメール、概ね 5 名以上の方々を

対象としたグループ座談会など、様々な取り組みを行って参りました。先日は、各

区事務所において、直接、市民の皆様とお話をさせていただく「市長まちづくり談

話室」というものを開催しました。 

  いずれにしましても、これは私の政治理念・信念であり、協働のまちづくり、合

併したての新しいまちですから、多くの方々からご意見を頂きながら、それを出来

る限り市政に反映していきたい、皆様が創る皆様のまちでありますので、皆様と一

緒にお話をしていくことが原点であろうと考えております。 

  本日は、「香取市を元気と笑顔があふれるまちにするために」、そして「合併時に

平準化されなかった、公共料金のその後」ということで、これまで 3 年余の期間に、

どのように平準化してきたかをご説明申し上げたいと思います。 

合併時に不統一であった公共料金については、合併特例法の中で 5 年以内に統一

するように決められており、逆に言うと 5 年間は猶予があるということですが、既

に 4 年目に入っておりますので、目標としては、今年度中にほぼ決まりを付けて、

残りの 1 年で最終的な調整の年にする計画で進めてきました。 

  これからご説明させていただきますが、大きく変更した部分も少なからずあり、

そういうものは経年措置と言いまして、2 年、3 年に分けて段階的に平準化してま

いりました。料金が下がったものもあれば、上がったものもあり、色々とご意見を

聞きながら進めてきたつもりですが、それについてご説明を申し上げます。 

  その後に、皆様からの疑問やご意見、苦情、要望等々をお聴きしてまいりたいと

思います。 



 - 2 - 

  本日は、限られた時間ではありますが、皆様方と有意義な時間を過ごさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（（（（３３３３））））職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

理事者側紹介 

 

（（（（４４４４））））説明説明説明説明（（（（配布資料配布資料配布資料配布資料にににに基基基基づくづくづくづく説明説明説明説明））））    

  

秘書広報課長： 

それでは、懇談会に入りたいと思いますが、今回は、香取市を「元気と笑顔があ

ふれるまち」にするために というテーマと、「合併時に平準化されなかった公共

料金等のその後」という２つのテーマで懇談会を進めていきたいと思います。 

  この２つのテーマに基づきまして、本日、受付でお配りいたしました資料につい

て、20 分程ご説明をさせていただき、その後に皆様からのご意見などをお伺いし

ていきたいと思います。 

  それでは、企画財政部長より資料１、資料２についてご説明いたします。 

 

①①①①香取市香取市香取市香取市をををを「「「「元気元気元気元気とととと笑顔笑顔笑顔笑顔があふれるまちがあふれるまちがあふれるまちがあふれるまち」」」」にするためににするためににするためににするために    

 

企画財政部長： 

それでは、資料のご説明を申し上げます。カラー刷りＡ３版の「資料１」をご覧

ください。 

香取市を「元気と笑顔があふれるまちにするために」というタイトルでございま

すが、これは、20 年度からスタートしました市の総合計画において、基本理念とし

て掲げているものです。この理念に続きまして、「一人ひとりの市民が輝く、活気

みなぎる、やすらぎの郷、香取～」を「めざすべき将来都市像」として定めており

ます。昨年 3 月に、このような総合計画の概要版を各家庭に配布させていただきま

したが、機会があればご覧ください。 

  お手元の資料は、香取の将来都市像の実現に向け、施策の大綱としまして、6 つ

の分野別のまちづくりの基本目標を設定しております。この内、政策横断的かつ戦

略的に取り組む、3 つの重点プロジェクトとしまして、賑わいのまち創造、子育て

のまち創造、協働のまち創造プロジェクトを設定しておるところでございます。 

  さて、第 1 の基本目標であります、「産業・経済の振興」につきましては、活力

ある農業経営及び香取ブランドの販路拡大を目指す、としております。また、来年

度から市内に 2 つ目の「道の駅」が誕生いたします。ご存じのように、来年春、佐

原本宿耕地地区に、道の駅「水の郷 さわら」がオープンする予定で、市内の産物

の直売等も計画され、交流拠点施設として期待されております。一方、都市農村の

交流の推進では、香取市の南部地域、特に栗源区の道の駅を拠点に、農村部から発

信する「ふるさと交流空間づくり事業」を推進しております。 

商業振興につきましても、魅力ある商店街づくりや「まちづくり型観光」の推進

を図ることとしておりまして、23 年春に、佐原駅舎改築が竣工し、その一角に「観

光交流センター」を開設する予定でございます。 

次に、第 2 の基本目標でございます「生活・環境の向上」につきましては、環境

保護団体の支援・育成や、ごみ処理の効率化及び資源化などを定めた「環境基本計

画」を 20 年度に策定しておりますが、この計画では、「豊かな自然を活かした水と
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緑の環境づくり」など 5 つの基本目標を定め、総合的な環境施策を展開することと

しております。このほか、市民の皆様と協働し、地域防犯活動を推進することとし

ております。 

次に、第 3 の基本目標でございます「健康・福祉の充実」につきましては、まず

地域福祉ネットワークの構築及び推進ですが、これは、独居高齢者、障害者及び認

知症の地域支援体制を確立し、本年度から見守りネットワーク事業として推進され

ているところです。 

  また、子育て支援につきましては、乳幼児医療費助成の対象年齢を、昨年 12 月

から就学前児童まで拡大をしております。このほか、本年度から保育料の負担軽減

を講ずるとともに、放課後児童クラブ、すなわち学童保育につきましても、障害児

童の受け入れをはじめ、民間の事業者への補助制度を拡充、また、市独自の不妊治

療費の補助など、重点プロジェクトとして子育て環境の充実を目指すこととしてお

ります。 

次に、第 4 の基本目標でございます「教育・文化の推進」につきましては、現在、

小中学校の耐震補強及び改修等 整備を計画的に推進しております。 

また、学校等の適正配置計画を定め、栗源区において、本年度から小学校 3 校を

1 校に統合しております。教育内容では、本年度国の計画により、市内全校に電子

黒板等配置し、教育の充実を図ることとしております。 

さらに、社会教育施設等整備基本方針の策定において、仮称「小見川東コミュニ

ティー」施設の整備を計画しております。 

スポーツ振興につきましては、現在、振興計画を策定中でございます。また、新

たにスポーツイベントといたしまして、本年 12 月に「第 1 回香取小江戸マラソン

大会」が開催される予定でございます。 

次に、第 5 の基本目標でございます「都市基盤の整備」につきましては、計画的

な土地利用を図る観点から、現在、香取の将来都市像に相応しい、都市計画マスタ

ープランを策定中でございます。また、前に触れました本宿耕地地区における国と

の共同事業で進めております、水辺交流センター、市の事業であります道の駅「水

の郷 さわら」のハード事業につきましては、来年春の竣工を予定し、交流人口の

増大を目指しておるところでございます。 

  また、ＪＲ佐原駅舎の改築と駅周辺整備につきましても、北口駐輪場整備も完了

し、本年度から駅舎の改築が予定されております。 

なお、小見川市街地につきましても、黒部川周辺を含め、駅周辺地区の整備の方

向性を現在調査・検討中でございます。 

 最後に、第 6 の基本目標でございます「市民参加・行政の取組み」につきまして

は、まず、重点プロジェクトの一つであります「市民との協働によるまちづくり」

を目指す観点から、20 年度に市民協働指針「香取の風」を策定しております。指針

では、市民活動フロアの開設など、各種市民活動への支援を講ずることとしており

ます。 

  また、広報やホームページの充実を図り、行政情報や市民に関する情報提供、一

方、市民の皆様のご意見等幅広くいただく、パブリックコメント制度の導入、タウ

ンミーティング、懇話会等を積極的に取り組むこととしております。本日の市民懇

談会も、この一環の取組みでございます。 

 

続きまして、「資料２」をご覧ください。 

香取市が合併しまして、4 年度目を迎えておりますが、この間の合併効果がどの
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ように現れているかを、財政面に着目した「歳入に係る主な合併効果」から、ご説

明申し上げます。 

  国・県の合併支援として、最初の表にありますとおり、補助金、交付金、交付税

などがありますが、18 年度からの 4 年間、ただし、21 年度は予算額とさせていた

だきますが、合併市町村のみに交付される制度で、香取市の総額は、62 億 700 万円

になっております。 

  合併特例債につきましては、借金の一種ですが、償還時にその 70％を交付税措置

される、大変有利な制度でございます。 

  次の表の「国の財政措置（合併算定替え）」につきましては、合併して増額して

交付を受けるものではなく、合併前の 4 団体の交付税合計額の算定を、特例として

認められる制度で、その期間は 10 年間までは 100％、以後 5 年間低減し、本来の交

付税ルールに基づく 1 本算定に移行します。1 本算定した場合との差額が、この 4

年間で 74 億 6600 万円になっております。15 年後には、現在と比べて、単年度で

19 億円以上の交付税が減額されることになります。 

  次の表は、この 4 年間の人件費の縮減効果でございます。この 4 年間で、特別職

及び一般職の職員の削減により、総額 25 億 9900 万円に及んでおります。 

  一般職の定員適正化計画では、７ヵ年で 121 人を削減する計画ですが、現在の進

捗率は、この計画を大幅に上回る削減が行われております。 

  また、ここには記載してございませんが、給与面においても、前年度から本年度

にかけて 地域手当の廃止、これにより約 1 億 5 千万円の削減や、さらに、暫定措

置といたしまして、20 年度から市長はじめ副市長・教育長 3 役の給料の一部カット、

管理職手当の一部カットなどを現在、実施中でございます。 

 次に、合併特例債事業の内訳表をご覧ください。大変有利な起債制度ですが、一

定の要件を満たす必要がございます。この間の事業経緯は、学校関係の耐震化工事、

道路整備、施設整備が主なもので、21 年度は 10 億円以上の伸びを示しております。 

なお、最後に記載しております、将来の財政予測を見通し、この特例債を活用し、

18 年度から 3 ヵ年で 30 億円の「地域振興基金」を積み立てたところでございます。 

次に、右側に掲載してございます「主な合併に伴う 市民の利便性向上、行政サ

ービスの高度化、効率化等の取組み」の内容につきましては、一部触れさせてござ

いますので、時間の都合上、ご説明は割愛させていただきますが、一通りご覧いた

だければ幸いです。以上でございます。  

 

②②②②合併時合併時合併時合併時にににに平準化平準化平準化平準化されなかったされなかったされなかったされなかった公共料金公共料金公共料金公共料金のそののそののそののその後後後後    

 

秘書広報課長： 

続きまして、資料３「合併時に平準化されなかった公共料金等」について、それ

ぞれの担当部長よりご説明いたします。 

 

企画財政部長： 

市税につきまして、ご説明申し上げます。 

1 市 3 町で適用税率が異なっておりました、「法人市民税」つきましては、平成

20 年度から法人税割及び均等割とも、標準税率を採用し、税率を統一いたしたとこ

ろでございます。 

  これにより、旧佐原市において採用されておりました法人税割りが制限税率の

14.7％から、標準税率の 12.3％に、また、均等割につきましても、標準税率を超え

る税率から、標準税率に引き下げ、統一を図ったところでございます。 
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次に、「都市計画税」につきましては、現在のところ、佐原区及び小見川区にお

いて、それぞれ異なった税率で賦課しております。佐原区が千分の 3％、小見川区

が千分の 2％でございます。合併特例法は、5 年以内に統一することとされており

ますので、23 年度から税率の統一を図るべく、22 年度中に検討及び決定する予定

でございます。私からは、以上でございます。 

 

国保年金課長： 

 3 番目の国民健康保険税について説明いたします。 

これまでの国民健康保険税の統一経過でありますが、国民健康保険税は、基礎課

税分として、所得割・資産割・均等割・平等割の 4 方式となっており、20 年度から

新設された後期高齢者支援金等課税分と介護納付金課税分については、所得割・均

等割の 2 方式で計算されており、それぞれ 1 世帯当たりの限度額を設定していると

ころです。 

国民健康保険税率については、合併時の調整方針により、合併前の税率で不均一

課税方式を採用してきたところです。 

18 年度におきましては、医療費の必要額を見積もり、合併前の税率等で課税を行

いました。 

19 年度は、基礎課税分について、応益割の被保険者一人当たりの均等割を 20,000

円とし、1 世帯当たりの平等割を 24,000 円として統一を行ったところです。 

また、介護分については、課税方法を 2 方式に統一し、所得割を 1.9％、均等割

を 14,000 円として統一を行いました。 

  20 年度につきましては、基礎課税分の資産割を 25％に統一し、後期高齢者支援

金等課税分の新設により、基礎課税分の所得割を、19 年度の税率より 1.3％を差し

引いた率といたしました。 

  21 年度は、最後の不均一部分であります基礎課税分の所得割を 6.6％にし、市民

の急激な負担増を避けるため、合併時の不均一課税から、段階的に統一を図ってき

たところであります。なお、21 年度からの香取市の国民健康保険税率は、右の備考

欄に書いてあるとおりでございます。 

 国民健康保険税は、万一、病気やけがをしたときに、経済的に心配なく医療を受

けるための重要な財源となっております。 

今後とも、皆様のご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。 

 

市民環境部長： 

  ごみ処理手数料について説明させていただきます。 

  合併当時につきましては、香取市の中で、3 パターンの処理方法でございました。 

佐原区につきましては処理手数料無しの指定袋制、栗源区につきましては有料の

指定袋制、小見川区・山田区につきましては定額料金ということになっておりまし

たが、昨年の 10 月より、佐原区・栗源区につきましては、有料の指定袋制に統一

させていただきました。料金については備考欄に記載したとおりでございます。 

  次に、小見川区・山田区についてですが、今年の 10 月より、指定ごみ袋制を導

入いたします。料金につきましては、ここに記載したとおりでございます。 

  なお、佐原区・栗源区の袋の種類は現在４種類で、可燃ごみ、不燃ごみ、ビンと

カン、そしてペットボトルという分類になっておりますが、小見川区・山田区につ

きましては、色はほぼ同じでありますが、ビンとカンが分別されて５種類となって
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おります。 

  そこで、平成 22 年度中には、これも統一させていただき、最終的には５種類の

袋に変更させていただきます。 

  以上が、ごみ処理手数料の状況でございます。 

 

上下水道部長： 

  上下水道部に関連する公共下水道、農業集落排水処理施設使用料、そして水道料

金について説明をいたします。 

  まず、公共下水道は、都市計画区域に決定されている佐原区の一部、それから小

見川区の一部で供用開始をしております。 

  下水道使用料は、基本料金と従量料金で算定をしております。その中の、従量料

金の階層区分と料金に違いがありましたので、平成 20 年 10 月 1 日から、ここの表

にありますように統一をしております。 

  次に、農業集落排水処理施設は、佐原区に 1 ヶ所、小見川区に 5 ヶ所、それと山

田区に１ヶ所の計７施設で処理を行っております。 

  使用料については、佐原区は基本料金と従量料金、それから小見川区・山田区は

基本料金と使用人員割で算定をしておりましたが、それぞれに違いがありましたの

で、公共下水道と同じように、平成 20 年 10 月 1 日から基本料金と使用人員割に統

一をしております。 

  最後に、水道料金につきましては、水道施設の合理的な整備、効率的な経営を図

るため、上水道・簡易水道の事業統合の検討を行い、料金負担の公平化の見地から

それぞれの料金に違いがあったため、基本料金及び従量料金の階層区分の改定を行

い、平成 20 年 10 月１日から佐原区・小見川区及び山田区の料金を統一しました。 

栗源区につきましては、改定率が大きくなることから、使用者の急激な負担増の

緩和措置として、平成 20 年 10 月１日から第 1 段階の改定を行い、22 年 4 月 1 日に

完全に統一を行う予定にしております。 

 

（（（（５５５５））））質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答・・・・意見交換意見交換意見交換意見交換    

  

秘書広報課長： 

それでは、まず、ただ今ご説明をいたしました内容につきまして、ご質問、ご

意見等はありますでしょうか。ご意見等がありましたら、挙手をお願いいたしま

す。職員がマイクをお持ちいたしますので、お住まいの地区名とお名前をお話い

ただき、その後ご意見等のご発言をお願いいたします。 

 

それでは、この資料に関するものでも、資料以外のことでも構いません。ご参

加の皆様から何かご意見等がありましたら、ご発言をお願いします。 

 

●●氏： 

農業の活性化なくして、まちの発展はないというのが、私の持論の１つですが、

千葉県一の農村都市なのだから、市長さんの能力で改革していただきたい。 

佐原の駅前、小見川の駅前は、見たとおりのシャッター通りです。これも、農村

地域が寂れているから、そうなっていると思っています。 

  ぜひとも、日本全国から香取市に視察にくるような事業を取り上げていただきた

い。これは、市と市民が協力して推進していく事業だと思いますが、ぜひお願いし
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ます。 

  また、生活支援、子育て支援、その他、立派な計画がされていますから、ぜひ実

行していただきたい。 

 

市長： 

  ご存知のとおり、香取市には誇れる先進的な農業があります。これは、これまで

多くの先輩方が培ってきた英知でもあろうと思います。 

  まず、香取市には甘藷がありまして、単独の市町村の生産量としては日本一です。

また、お米が千葉県一、ぶどうが千葉県一で、そして、今行政も力を入れているマ

ッシュルームについても、現状の施設が出来上がって生産がフル稼働すると、日本

一になっていくとのことです。 

  利根川、黒部川流域には、水稲の田んぼが広がっており、その南側には下総台地

の肥沃な土地があり、多くの農作物が生産されています。 

  さて、全体を申し上げると、農作物の生産量では、現在、香取市は県内では第 2

位、第 1 位が旭市であります。その差が何かというと、実は畜産関係でありまして、

現状では、その数も増えておりますので、近い将来、1 位の座を狙えるのではと思

っております。 

  お話にもありましたが、農業が元気になるということは、その他の、例えば、商

業だとか、駅前、商店なども潤うことになってきますが、なかなか直接的な対策が

見出せないというのが現状であります。 

  そういった中、農・商・工の連携した事業を、これから展開していきたいと思い

ます。例えば、小野川周辺に至っては、農家、生産者が出向いて、直接、生産され

た農作物を売ってみるとか、また地域のレストラン等々と地元産の地産地消の効力

を見出すとか、そのようなことをされています。そういった意味で、色々な提携、

連携を作っていけるのではないかと思いますし、現状、そのようにされているとこ

ろもあるわけです。 

  昔から、佐原・小見川の地域は、農業が元気にならないと、まちの商業も盛んに

ならないと言われており、これは今でもいえることだと思います。また、農業に従

事されている方が、香取市内では一番多いわけでして、そこに、やはり多くの施策

を講じていくというのが、当たり前のことだろうと考えております。 

  そのような中で、問題が無いわけではありません。ご存知のとおり十数年前には、

米の単価は 1 表 24,000 円位していましたが、現状、去年あたりは 13,000 円位で、

半額とは言いませんが、それに近い位の低価格ということで、農業だけで生計を立

てていくのは大変難しいという状況も現実であります。 

この米の価格というものは、いかんせん、私たちではどうにもできない。やはり、

国の施策で、きちんとした方針を作っていただきたいと申し上げております。農林

水産省の懇談会など、色々なところに顔を出しておりますが、必ずそういった話を

させていただいております。 

  いずれにしましても、国へもきちんと話をし、県との連携をとりながら、地域の

皆様方の現状を捉えた施策を講じていくというのが、私たち地方自治体の役目であ

ろうと思っております。 

  これからも、農業政策については色々な施策を講じてまいりたい。もちろん、産

業全般についてもそうであります。特に商業については、ここ 1 年位の全世界的な

経済の冷え込みがあり、大変な地合いを迎えておりますが、このような中、我々に

何ができるのか、地方自治体がどこまで突っこんで、皆様と一緒に立て直せるのか、
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ということを、これからも挑戦して、改善してまいりたいと思っております。 

 

●●氏： 

この「香取市を元気と笑顔があふれるまちにするために」という資料の、産業･

経済の振興という項目の中に企業誘致推進体制の整備とあり、本市出身者協力依頼、

企業訪問活動積極展開と書いてありますが、これまでの取組の経過と具体的な内容

を教えてください。 

 

経済部長： 

  ご質問のあった企業誘致の関係ですが、確かに合併する時点では、企業誘致はか

なり遅れていたと感じております。そのような中、昨年から「賑わいのまち推進室」

を設置して、その中で企業誘致の推進をしております。 

  しかし、こういう悪い経済状況の中での推進でありまして、例えば、本宿耕地の

関係では、5 年位前からベイシアに来ていただくように推進してまいりましたが、

今年度になり撤退することとなり、その後も、それに変わる企業というのも難しい

状況であります。 

この 1 年間で重点的に行っておりますのは、小見川の工業団地の中に、それぞれ

企業がございますが、空いている土地がありますので、そこに重点を置いて企業誘

致を進めております。しかし、色んな業者が見えますが、途中までは進んでも、そ

れ以上、なかなか進んでいかないということで苦慮している状況です。 

  もう 1 点の質問であります、本市出身者の協力依頼でございますが、現状では適

当な方は見つかっておりませんが、今後、適当な方がいらっしゃいましたら、そち

らを通じてアタックしていきたいと考えております。 

 

●●氏： 

そういう話ではなくて、例えば、工業団地が何箇所かありますが、どのような業

種に対してアプローチし、結果がどうだったかという具体的な話を聞きたかった。 

  また、香取市に企業を呼ぶとなると、何かインセンティブを検討しないと、例え

ば、軽減や良い条件などをやっているのかをお聞きしたかった。 

  一般的な話を聞いても意味がないので、本気になってやっているのかを聞きたか

ったのですが。 

 

経済部長： 

  例えば、小見川の工業団地には土地がありますが、その中である企業の土地が空

いておりましたので、そこへ何とか企業を誘致したいということで、東京の本社等

に出向いてお願いをしたり、また、工業団地の中には工業団地会等がありますので、

そちらの方にもお願いしております。 

  次に、インセンティブについてですが、本宿耕地の関係で申し上げますと、ベイ

シアさんが撤退した後、色んな業者の方がお見えになりますが、市でどのようなこ

とをやっていただけるかとの要望がございます。現在、ある程度の素図を作りまし

て、検討を重ねているところです。 

  また、情報を１つ申し上げると、小さい会社ですが、東京の方へ何回か足を運ん

だ結果、どうにか誘致できるかというところまで進んでいる状況もございます。 
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市長： 

  私の方から企業誘致について少しお話させてください。 

  私が就任してから、すぐに色々な方々の伝を頼って、何件か企業誘致を行いまし

た。実際のところ、決まりそうになったものもありました。ほとんどはダメでした

が、例えば、ダメになった１つに、栗源区内に豆腐屋さんが大きな工場を創るとい

うものがありました。なぜ栗源かと言うと、成田に近いこと、土地代が安いという

ことですが、結局ダメになったのは水が供給できないためで、栗源区は簡易水道で

すので、企業が必要としていた毎分何トンという水量を供給できないということで

ダメになりました。他では、土地代が合わないというものもありました。 

  また、部長から話がありましたベイシアについては、現在作っている「水の郷さ

わら」道の駅・川の駅から国道 356 号を隔てた、本宿耕地という田んぼの地域に予

定しておりました。実はそこは農振地域に入っておりまして、農振地域というのは、

農業に適した代表的な土地だから農業に使いなさいというような設定を県がする

わけですが、その農振地域を外す作業が 2 年から 3 年かかるという中で推移してま

いりましたが、ご存知のとおり、この不景気の煽りを受けて、ベイシアでもそれだ

けの資金力が無くなってしまい、現状では手を引かざるを得ないということで、大

変がっかりいたしました。 

  その直後、強力な方の推薦をいただいて、イオンにも声をかけました。イオンの

方でも 3 ヶ月程、この地域の商圏等々を調べてくれました。結局、イオンも現状で

は厳しいというような話でした。その理由としては、まず成田に大きいのがあり、

銚子にもイオンが出来るということで、その 2 つでほぼこの地域の商圏がクリアで

きるという現状の計算と、もう１つは、例えば、農振地域が外されたとしても、整

地など全て整っている状態であれば来やすいが、造成から全て自社でするようなこ

とはやらないと言われました。ですから、そういう観点からいくと、小見川の工業

団地は整地も出来ておりますので、好条件であると思います。 

  色々なところと色々な話をさせていただいて、色々な問題が出てダメになってい

くわけですが、その中で市としても、こういうことをきちんと整理しなければ企業

は来てくれないというのを、１つ１つ勉強させていただいているところです。 

  また、２年前に企業立地促進条例という条例を作りました。これについては、あ

る一定数、香取市在住の市民を社員として雇っていただいた部分について、税の軽

減、固定資産税の軽減を行うというもので、思い切った数値を提示してございます。

そういった条例も２年前に作っております。 

  なかなか難しい問題ではありますが、根気よく、粘り強く進めてまいりたいと思

っております。 

 

●●氏： 

幾つかお願いがあります。水郷町第２という地区には、旧大須賀川という川が流

れておりますが、そこがドブ川になっています。現在、悪臭が漂っており、周りの

住民に病人が多くなりまして、早期解決してくれるよう市に話しをしましたが、昔

の旧大須賀川が深くて、境界がはっきりしないから出来ないと言われました。ここ

を、ヘドロを撤去して埋めていただくなど、改善をお願いしたいと思います。 

  また、かつての鈴木市長の時に話があり立ち消えになっていますが、国道 356 号

から堤防にかけての道路拡張についてもお願いします。 

  また、道路関連で、国道 51 号のともえパチンコ店から橋替・牧野へかけてバイ

パスがあり、数年後にはショッピングモールも出来るということで工事をしていま
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すが、牧野の方からのバイパスと、森戸までの道路を計画的にやっていただけない

かお聞きしたい。途中で止まっていますので、国道 51 号が事故等で詰まりますと、

旧佐原市内が麻痺しますので、出来ればバイパスの整備をお願いしたいと思います。 

 

建設部長： 

  最初にありました、あじさい遊歩道の先、千葉マツダから国道に向けてですが、

かつては、そこをきちんと整備して給食センターを作るなど、色んな話がずっと昔

にありましたが、色々な問題があったりで、どうして立ち消えになったのか、経緯

は調べないと分かりませんが、現在、●●さんがおっしゃるような状況は分かって

おります。 

  すいません。この件については、上下水道部でお話を伺っておりましたので、説

明を変わります。 

 

下水道課長： 

  教習所の付近のことだと思いますが、昔の水郷大橋に行く道については下水道管

が入っておりまして、その道路に沿ったところは下水につながっています。 

それより教習所側には下水道管がありません。無い理由は、そこは私道になって

いて、市側で勝手に入れることができないからです。 

市の要綱では、私道の場合、道路の所有者と下水につなぐ人達すべての同意があ

って申請があれば、市で下水道管を入れるという制度があります。それを利用して

くださいということで、地区の要望に対しては、今までお答えしております。 

 

●●氏： 

  ですから、要望に対する返事は、あそこが湿地帯で何にも入れないから、整備が

出来ないということなので、まず、ヘドロを取ってきれいにしてもらえれば一番い

い。教習所のほうの私有地の話は、それからの話で、それでいつも止まってしまう。 

 

市長： 

  要するに、あそこの川が両方とも止まったような形になっていて、そこに生活雑

排水が流れ込んでいるのではないかということでしょ。 

  だから、それを浚渫したとしても、埋めてしまったら、その生活雑排水はどこへ

いくんですか。 

 

●●氏： 

  ですから、千葉マツダの所まではパイプが入っているので、上をきれいにしても

らって、パイプをつなげていただきたい。昔の川ですから、深くて機械が入らない

わけです。ともかく残土でもいいから埋めてもらって、また掘ってもらうしかない。 

 

市長： 

現状でそこに流しているお宅があるわけです。だから、埋めてしまったら、流す

先がなくなって溢れてしまう。 

 

●●氏： 

  埋めて掘ってもらえればいい。とにかく臭いがしょうがない、悪臭が一番困る。 
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市長： 

  生活雑排水が入っているから、ヘドロが出来るわけです。例えば、洗剤や油など

が入っていなければ、ビオトープではないけれど、再生する可能性があるわけです。 

再生が出来ないということは、雑排水が入っているからです。だからまず、それ

を止める算段をして、それから、そこをどうするか考えたらどうでしょうかと、ご

返答したのだと思います。 

   

●●氏： 

  いずれにしても、地域の協力がなければということなので、もし説明に来ていた

だければ人を集めますから。約 1000 坪の土地が 500 坪位に両方から狭まってしま

っている。 

  

市長： 

  いずれにしても、この件については地区要望にも出ていることですし、地域の方

と、もう少しお話をさせていただくということで、よろしくお願いします。 

  

建設部長： 

  2 番目の都市計画道路、343 北口線というものですが、幅員が 18ｍで総延長 840

ｍ、これを現在まで 330ｍ実施してあり、あと残りが 510ｍということなんですが、

当面、香取市における都市計画道路、街路事業の整備は、3 番目におっしゃられた

仁井宿・与倉線を、平成 27 年度までに完全開通させるという方針で取り組んでい

るところでして、その後どうなるかという話になりますのでご理解を賜りたいと思

います。要するに、当面、この北口線については、事業化の見込みは持っていない

ということです。 

 

●●氏： 

  取り消しということですか。 

 

建設部長： 

  取り消しというか、街路の見直しについては、現在、他の路線について行ってお

りまして、これについては見直し対象とはしておらず、未計画という扱いになって

います。 

  それから、3 番目の仁井宿・与倉線は、先程言ったとおりですが、山之辺から森

戸の方は、佐原市時代に旧東大戸 21 号線ということで、整備については用地買収

が非常に難しくて、現在、事業については止まった状態になっております。 

 

●●氏： 

  今回のテーマとして、「元気と笑顔があふれるまち」とありますが、現在、私の

携っている仕事上、見守りと相談体制について、少しお聞きしたいことがあります。 

  基本計画では、市民生活の向上と信頼される相談体制の充実を挙げられておりま

して、その中で、平成 24 年度までに消費生活センターの設立、市民相談体制の充

実等が挙げられております。 

  私は消費生活相談員も担当しておりまして、担当課の職員の方にも色々ご協力を

いただいて、どうにか前にいきたいと思っております。 

消費生活相談の対応日数は週 1 日、平成 19 年度から 21 年度まで全く変化があり
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ません。この中の皆様方でも、消費生活相談が香取市にあるということすら知らな

い方が多いと思います。やはり、相談を受けるにしても、簡単に申しますと、悪質

商法、訪問販売で高額な物を売りつけられた、そういった相談窓口が香取市内にあ

るということを、まず知っていただくのも、行政、消費生活センターの役割でもあ

ると思います。  

  そこで、今現在、国がお金を使ってください、活用してください、という「地域

活性化基金」というのがありますが、平成 24 年度消費生活センターの設立に向け

て、平成 22～24 年度、残り 3 年になりますが、その充実に向けて、何かしらのお

考えがあるのか、まず確認したいと思います。 

  それから、他市町村、近辺で言うと、旭市、富里市、成田市など、人口 8 万人以

上のところで週１日というのは、香取市だけです。香取市は被害が少ないという声

も聞きます。実際はそうなのかなと思うところもありますが、相談者の方がまず言

うことは、「ここにあるのを知らなかった。もっと情報を与えて欲しい。」というの

が、実際の生の声であります。 

  相談窓口、プラス情報提供なども十分出来るのではないかと思っていますが、そ

の辺りはどうなのでしょうか。 

 

商工観光課長： 

現在、週 1 回の相談体制ということですが、これを県、国も週 4 回程度にしなさ

いということを勧めております。週 4 回というのは、相談員さんも含めて人員体制

も確立しなくてはいけないし、相談員さんもそんなに多くはないので大変ですから、

職員も含めて週 4 日というように、来年度から努力していきたいということであり

ます。 

  また、お話のありました消費者行政活性化基金については、今回、9 月の補正に

出す予定ですが、相談員さんの研修とかパソコンを導入して、県との連絡なり、あ

らゆる情報の検索もできるような体制にする予定でございます。 

  ＰＲが少ないということで、おっしゃる通りですが、そういったことも含めまし

て、今後、悪徳商法などに関するパンフレットを購入して、全世帯に配布する計画

でございます。 

  今後とも、相談体制を充実しまして、ＰＲしていきたいと考えております。国の

方でも消費者庁ができるということですので、そちらとの連携も頻繁になってくる

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

企画財政部長： 

  本日、担当部長が所要で欠席しておりますので、私の方から分かる範囲で、香取

市見守りネットワークについて、お答え申し上げます。 

  まず、この制度ですが、自立した日常生活を送ることが難しい方、いわゆる要援

護者に、行政、地域、住民、民間事業者等が連携しまして、日頃の見守り活動によ

る安否確認が主の任務でございますが、それに併せて必要な支援を置くための情報

連絡網と、このように位置付けてございます。 

  具体的には、市と社会福祉協議会、並びに区長・行政協力員、民生委員児童委員、

母子福祉協力員、高齢者クラブ、福祉ボランティア団体などの地域住民や協力団体

により、ネットワークが構築されているところです。 

  要援護者と申しますのは、先程少し触れましたが、70 歳以上の高齢者又は障害者

等で、日常生活の自立支援や安否確認などを要する方でございます。 
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  ネットワークは何をするのかと言いますと、大きくは平常時と災害時、２つの対

応が考えられておりまして、平常時は把握した情報により、ご本人の同意によりま

して、社会福祉課内に設置してございます見守りセンターと連携しまして、必要な

見守り支援活動、安否確認、犯罪被害、徘徊予防などを行うということになってお

ります。 

  また、災害時と緊急時でありますが、これには市の防災体制と連携して、消防組

織等を活用しまして、迅速な救助を行うというような形でございます。 

今年度から立ち上がったわけですが、正直なところ、まだ充実した機能まで到達

していないということで、これには一定の時間と訓練が必要であろうと認識いたし

ております。 

  併せまして、認知症の観点でございますが、平成 19 年度から 2 ヵ年で、国のモ

デル事業に基づいて、モデル地区を設定しております。すでに 4 地区以上になりま

すが、まず、そういうモデル地区から認知症に対するケアも進めていこうというこ

とで、本年度、3 年目になろうかと思います。これも民生委員さんなどのお力等を

いただきながら、いわゆる介護の予防事業という観点から、立ち上げているところ

でございます。 

  雑駁な説明で恐縮ですが、以上でございます。 

 

市長： 

  見守りネットワークについて、少しお話させてください。 

  もともとは、私から、声かけのシステムを作って欲しいということで、担当の方

に言ったことでして、これというのは経験上、特に高齢者と幼児については、毎日

声をかけるのが大変重要なんですね。 

  一昨年だったか、能登半島沖地震というのがあり、輪島という市があるんですが、

あれだけ揺れたにもかかわらず、犠牲者が 1 人ということで、特に高齢者の家がバ

タバタ倒れたにもかかわらず、犠牲者が少なかったという事例がございました。 

どういうことかと言いますと、ここでは、各町内・地区で、それぞれ自分の地区

の住宅地図をコピーしまして、その町内の何十件だか何百件だかの家に、それぞれ

色を付けして、例えば、緑色は小さい子どもや幼児がいるとか、黄色は高齢者だけ

の世帯だとか、ピンクは寝たきりの方がいる世帯など、全部色分けをして、その色

分けごとに連絡網などを作っているんです。 

  ですから、グラッときたら、すぐに救助が必要な人はここだ、というのがすぐ分

かるわけで、それで人命が助かったという話を聞きまして、これだと思いました。 

  このようなネットワーク作りは、行政協力員の方々だけでは無理なので、民生委

員や母子福祉推進員の方、警察・交番、消防団、校長先生、そういった方々に集ま

っていただいて、それぞれのネットワークをどんどん重ねていって、それで、普段

はこういう形、災害があったときはこういう形、というようなネットワークを作ろ

うということで始まったわけです。 

  また、牛乳の販売員の方々や新聞配達の方々、東電などの検針の方々などにもご

協力をお願いして、普段と違った様子の時には、すぐに連絡をいただいて、すぐに

でも対応できるようにしております。 

去年は、民生委員の方々には、先進地、これに近い取り組みをされている所を視

察していただいております。 

  この取り組みの中で、一番問題となるのは個人情報の流失ということです。この

個人情報をどのようにするのかというのが、今一番の問題点というか、検討してい
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るところです。いずれにしても、この見守りネットワーク事業というのは、香取市

独自、県内でも唯一のものでありますので、確立していきたいと思います。 

 

●●氏： 

  今、市長からお話のありました見守りネットワークの件ですが、町内会では世帯

数が増えても、町内会から脱退される方が多くて困っております。 

  新築の家などは、そういうネットワークのことなど全く情報も入りません。他所

の地域などは、いかがでしょうか。お話を聞かせていただけたら幸いです。 

 

●●氏： 

  今、●●さんの話について、水郷町としてやっていることをお話します。 

  町内に入られない方、脱退される方があるということですが、私のところでは半

強制的ではありますが、今この地区に住む場合には、街路灯も町内で払っているし、

消防の分担金、社会福祉協議会の分担金、赤い羽根、緑の羽根なども、全部町内で

やっている。また、町内行事なども実施しているので、ぜひ町内会に入ってくれと

いうことで、1 人ではなく会長・副会長が行って、説明しています。先日も、14 件

程を会長・副会長で歩きまして、加入していただきました。 

 

市長： 

  いずれにしても、必要性を説いて、十分ご理解いただくしかないと思います。 

 

●●氏： 

  いつも市長を始め皆さんにお世話になっており、特に建設部の方にはお世話にな

っております。 

玉造区の要望書について、先程の●●さんの話と同じように、ちょうど橋替区か

ら流れる雑排水が玉造のセイミヤさんの前、ちょうど 1 町歩位のところに全部流れ

ています。それは、10 年前に市の方で作ったものですが、これは苦情ではなくて、  

建設の方にも一生懸命お骨折りいただいて、今年の 10 月頃から少しずつ出来ると

いう話を聞きましたので、ここで厚く御礼申し上げます。 

  もう１つの要望について、セイミヤのところから諏訪下の公園までの交通がすご

く激しいので、道路のことで何とかして欲しいと色んな要望があると思います。 

  私も社会福祉をやっておりますので、ちょうど 12 月から 2 月までは、子どもの

ために諏訪公園のところに立ってボランティアをしておりますが、本当に危ないん

です。今回はこれ以上申し上げませんが、よろしくお願いいたします。 

 

●●氏： 

  資料１の都市基盤の整備の所で、佐原駅と小見川駅の周辺整備を挙げてございま

す。私は津宮ですが、香取駅は新しく駅舎もできましたし、駅前広場も整備された

のですが、駅前広場を通って香取中に至る所で、一部舗装がされていない所があり

ます。そこは、天気の悪いときですと、中学校への子供たちが水溜りに入って、服

を汚したり、そういう事例もある所ですので、通路幅だけでもいいので、舗装がつ

ながるように整備をできないかというお願いです。 

 

市長： 

  この件は、地区要望から出ておりますか。どの辺りですか。 
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●●氏： 

  地区の要望からは、出ていないと思います。 

  場所は、香取駅より出て東の方に行くとＪＲの変電所があり、そこに至る所で少

し舗装が切れています。20ｍ～30ｍ位だと思います。 

 

市長： 

  この件については、区長さんとお話させていただき、地区要望として出していた

だいた上で、そういうことであれば、ちょっと考えさせていただきたいと思います。 

 

●●氏： 

  私は■■■■■■■■で司法書士をしている●●と言いますが、香取市民ではあ

りません。香取市に来たのは、先程、●●さんから話のあった消費生活相談の関係

で、要は悪質商法等で消費者問題が沢山あります。皆さん消費者なので、関わって

ないということは有り得ないです。色んな沢山の問題があります。 

  私が香取市に来た経緯というのは、もともと香取市には専門家が少ないというの

がありました。弁護士が 1 人、司法書士が 10 人位いるのですが、他の先生もいら

っしゃるので恐縮ですが、本当に困っている人を助ける能力がある人は少ないと思

っています。人手不足というようなことを申し上げたいのですが。 

  実際のところ、専門家が少ないところは、司法過疎と言われている地域であり、

弁護士会の方でも、ひまわり基金法律事務所というところで、弁護士さんが 1 人派

遣されてくるようですが、私がここで開業したが 2 年前から、数限りない事件をお

受けしております。 

  皆さん、あまり関係ないと思っているかもしれませんが、実際に底辺で生活して

いる人は、生活に喘いでいます。多重債務問題、自殺問題、苦しんでいる人は沢山

います。潜在的には、もっと沢山いるだろうと思います。 

  先程、相談窓口の拡充ということで、消費生活相談の窓口が週1回ということで、

何とか増やしていこうという話がありましたが、行政と我々専門家とのパイプがし

っかりしていないわけです。 

まず、市民の方は、市民相談窓口に電話をしてくるわけです。そこでどういう対

応をしていくのか。私の方で少しは耳に入っていますが、要は専門家の所につなが

れてないんです。本当に困っている人というのは、藁にもすがる思いで電話をして、

最終的にそこではねられてしまったら、どうしたらいいでしょう。ある人は死んで

しまいます。大変なことなんです。 

  この相談窓口の拡充というのは、もちろん相談員のスキルも重要ですが、まずは、

きちっと専門家につないでいくというパイプ、これを作っていただきたい。本当に

皆さん、自分の事になってみないと分からないことです。生き死にが関わっている

ことなんです。ここに来てから、相談がすごく少ない。実際にはもっといるはずで

す。だけど、どうやって相談していいか分からない。 

私は、もともと■■で司法書士をしていましたが、■■では、そういった問題に

面したときに、最後の砦という気持ちで、専門家でもお金が絡む問題もあって、儲

からないことが多々生じてしまいます。そういったことで、弁護士さんが断った、

司法書士さんが断った、そういった方が数多く流れてくる事務所にいました。最終

的にうちが断ってしまったら、どうにもならないという所、そういった所で修行し

て香取市にきました。 
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  まだまだ昔の事務所に比べたら相談が少ないです。とにかく、困っている人を 1

人でも助けてあげられるように、ちょっと恐縮なんですが、私としては、この香取

市にわざわざ来たというのは、こういったスタンスを持ってのことです。 

 

市長： 

  消費生活相談については、冒頭に申し上げた「市長まちづくり談話室」でも、先

日、皆さんとお話させていただいたわけですが、確かに、我々もＰＲが足らなかっ

たと思います。知っている方が少ないんじゃないかと私も思います。 

  これについては、今、熱い思いを受け止めましたので、そういった部分を担当と

進めてまいりたいと思いますし、私も携っている方々との懇談の場を、年に何回か

作ってまいりたいと思っておりますので、それはお約束したとおりです。 

 

市長： 

  それでは時間になったわけですが、本日も多くの皆様方のお話を伺いました。 

時間が決まっておりますので、あまり遅くなるのも難しいということですが、皆

様から多くのお話をお聞きして、“なるほど”と思うところが沢山ありました。本

当に有難うございました。 

  これからも、多くの皆様方、今日お出でになった皆様方をはじめ、多くの方々の

ご意見・ご要望等をお受けしてまいりたいと思います。全てを、その通りにという

わけにはいきませんが、いかないのであれば、それじゃあ、次にどうしようか、と

いうことを、皆さんと一緒に考えさせていただきたいと考えております。どうか、

これからもご尽力、ご理解賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

  さて、お盆を過ぎて、若干、暑さも凌ぎやすくなってきたのかと思いますが、そ

う言えども、まだまだ残暑が続くと思います。どうかお体には十分お気をつけいた

だきながら、この夏をご一緒に元気に、乗り越えていきたいと思っております。 

  皆様方のご健勝を心からご祈念を申し上げ、終わりのご挨拶とさせていただきま

す。本日は本当に有難うございました。 

 

秘書広報課長： 

  本日は、お忙しい中、ご参加いただきまして有難うございました。 

皆様からいただきました、ご意見等をもとに市政に反映していきたいと思います

ので、今後もご協力をお願いいたします。 

  また、市民懇談会は、今後あと４回開催する予定です。日程につきましては、広

報等を通じましてお知らせいたしますので、是非またご参加をお願いいたします。 

小見川区・山田区・栗源区でも開催しますが、どこの会場に参加していただいて

も結構ですので、よろしくお願いします。本日は有難うございました。 

 

以上 

 


