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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（（（（山田公民館山田公民館山田公民館山田公民館））））    
 

 

１１１１    日日日日    時時時時  平成２１年１０月２７日（火）１９時００分～２０時３０分 

 

２２２２    場場場場    所所所所  山田公民館 視聴覚室 

 

３３３３    参加者参加者参加者参加者  ２７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、髙木健康福祉部長、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、他５課長 

       山田区事務所長、他２課長 

      （事務局）諏訪秘書広報課長、嶋﨑班長、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、山田区開催の市民懇談会にご参加をいただき、誠に有難うございます。 

  ウィークディの夜ということでお忙しいところ、ご参集をいただき改めて御礼申

し上げます。市民懇談会は、私が就任した 18 年度から始めましたが、いろいろな

観点を切り口に皆様方のご意見等をお伺いしてきました。昨年度まで 45 回開催し

てまいりました。延べ 1,500 人を超える市民の皆様の声をいただきました。 

また、この市民懇談会の他にも、市長への手紙やメール、グループ座談会など、

様々な方法で日々お受けしている状況であります。先日は、新しい試みとして各区

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。 

  今後もいろいろと工夫をこらして皆様方の貴重なご意見を拝聴し、またお話を一

緒にできる場面を作っていきたいと考えています。就任前から約束していますが、

これは私の政治理念でありますが、市民の皆様の声が届き、その皆様の考えがつく

るまちづくりに反映させていきたいと考えています。これからもこの姿勢は変えず

にいろいろと話しをさせていただきたいと考えています。さて、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、公共料金等のその後」ということで、この公共料金については、合併初年度、

18 年度に公共料金が統一されていないものを急激にかえることはそぐわないとい

うことで、段階的に統一をしていくと説明させていただいたところです。４年が経

とうとしている中でこの公共料金がどのようになっているのか、また、これからど

のようになっていくのかご説明申し上げたいと思います。 

前々からお話をさせていただいておりますが、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、5 年間をかけて統一を図っているところであります。

従って、来年度中には、すべてを統一させていかなければいけません。 

  今日は、その２つのテーマについて、まず担当のほうから説明申し上げて、こち

らについていろいろとご意見等を拝聴したいと思います。そしてその後、自由にフ
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リートークということで、普段、皆さん方がご難儀されている部分等いろいろなお

話をさせていただきたいと思います。 

  少し長くなりましたが、昨今新しい政権になりました。大きな政権交代がありま

したが、その中でいろいろな政策が矢継ぎ早に出ているという状況もいくつか出て

います。私たちの生活に密着している成田空港の問題等々もこの中にあります。機

会がありましたらそんなお話もさせていただこうかと思っています。いずれにして

も限られた時間ではありますが、有意義にいろいろなご意見等を拝聴させていただ

きたいと思いますので、忌憚のないご意見を賜りますようお願いします。 

 

（（（（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、先ほど市長も申しましたが、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。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、機会があればご覧いただきたいと存じます。 

  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。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、農村部から発信する「ふるさと交流空間づくり事業」による交流人

口の拡大の取り組みの推進をしております。 
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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、その中に「観光

交流センター」を開設する予定でございます。これは、佐原だけではなく、小見川・

山田・栗源にも観光客を回遊していただく仕組みを検討しているところであります。 

また、農業振興の点では、まず府馬地区において 170 ヘクタールに及ぶ県営土地

改良事業が、地元生産者と一体となり推進させており、汎用型圃場の整備を目指し

ております。また、本年度、山田ふれあい農園につきましてもトイレ改修や東屋の

整備などを実施し、貸し農園としての魅力アップを図ることとしています。畜産部

面におきましても、山田区が最も生産量が多いですが、環境保全型の堆肥利用促進

集団育成事業に地元畜産農家が先進的に取り組まれております。また、山田区には

農業法人として立派な活躍をしています和郷園などがありますが、マッシュルーム

生産で日本一を目指している農業法人のプラントも米野井にあります。これらの農

業法人に対しても市として支援を講じているところであります 

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

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、安心、安全なまちづくりを進めるため、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。今後さらに対象児童を拡大することとし

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

童クラブにつきましても、市内には唯一の児童館が山田区にありますが、児童館事

業と一体的に取り組まれているところであります。更にお子さんの第３子への独自

補助も旧山田町で実施しておりましたが、現在は全市的に実施しておりまして、重

点プロジェクトとして子育て環境の充実を目指しておるところでございます。 

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。山田中学校に

つきましては、本年度、屋上の防水工事に併せ太陽光発電設備を設置することとし

ています。 

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 校に統合したところであります。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「小見川市民センター」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。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、香取市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、国との共同事業で進めております、佐原

区の利根川沿いになりますが、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、来春の竣工を予定し、交流人口の増
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大を目指しておるところでございます。小見川駅周辺整備につきましても庁内で検

討を進めており、本年から千葉県との共同検討会を立ち上げてございます。山田区

につきましては、この間道路整備に力を注いでおり旧１－１０号線、これは桐谷か

ら小川間の市道新設整備を実施中ですが、さらに山田区事務所から橘ふれあい公園

の間の道路整備計画を進めておるところでございます。 

  これとの関連で香取の里山整備の位置づけの基で牧野の森整備計画も進めてお

り、公園整備等、関係部門で庁内検討会を立ち上げたところでございます。 

 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、パンフレットを

各家庭に配布させていただきました。この指針では、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、市長のご挨拶にもありましたとおり、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

ように現れているかを、「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、今年度 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、香取市の支援の総額は、

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。現在、確定交付税額は 36 億 9000 万円にな

っております。 

  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、合併前の旧市町 4 団体の交付税合計額の算定を、特例

として認められるものでございます。その期間は 10 年間までは 100％認められ、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 12 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、「地域振興基金」という項目でございますが、
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これは、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

億円を積み立てたところでございます。 

次に、右側の表をご覧いただきたいと存じますが「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、既に

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。以上資料１と２の説明は以上でございます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

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： 

最初に市税のうち法人市民税と都市計画税についてご説明申し上げます。 

法人市民税は、1 市 3 町で適用税率が異なっておりました。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。 

  内容としましては、旧小見川、山田、栗源の３町が法人税割、均等割ともに標準

税率を採用しており、旧佐原市のみが標準税率ではなく制限税率を採用しておりま

した。この法人税割を標準税率の 12.3％に、また、均等割につきましても、資本金

額、従業員数に応じた標準税率にそれぞれ統一を図ったところでございます。 

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、この税率の統一に関しては、23 年度から実施する予定です。したがいまし

て 22 年度中に検討及び決定する予定でございます。なお、山田区、栗源区につき

ましては、都市計画マスタープランとの兼ね合いもありますので、今後の検討課題

としておるところです。私からは、以上でございます。 

 

健康福祉部長： 

 続きまして、国民健康保険税について説明いたします。 

国民健康保険税率の統一につきましては、合併時の調整方針によりまして、市民

の皆さん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

ってきたところです。 

まず、18 年度は、医療費の必要額を見積もり、合併前の税率等による課税といた

しました。19 年度に、基礎課税分としての被保険者均等割と世帯平等割を統一させ

ていただきました。また、介護納付金課税分については、課税方法が異なっていま

したが 2 方式に統一し、併せて、所得割と被保険者均等割を統一させていただきま

した。20 年度は、基礎課税分としての資産割を統一するとともに、後期高齢者支援
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金等課税分が新設されましたことから、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した基礎課税分の所得割を統一させていた

だきましたことによりまして、現在、全地区統一された税率となりました。なお、

税率等につきましては備考欄に記載したとおりでございますが、国民健康保険精度

は、万が一、病気やけがをしたときにも、安心して医療を受けるための相互扶助制

度であり国保税と国、県等の合計を財源として運営しております。 

引き続き、皆様のご理解とご協力を、お願いいたします。私からは以上でござい

ます。 

 

市民環境部長： 

  次に、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、可燃ごみの処理方法につきましては、３方法、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、栗源区は有料の指定袋制、小

見川区・山田区につきましては定額制という処理方法をとっていました。その後、

昨年の 10 月、佐原区・栗源区におきまして、有料の指定袋制に統一させていただ

きました。手数料については枠の上段の部分に記載してございます。 

  次に、山田区・小見川区につきましては、今年度の 10 月より、指定ごみ袋制を

導入させていただきました。手数料につきましては、その後段の部分でございます。

現在、小見川、山田につきましては、５種類の指定袋を使っております。可燃ごみ、

不燃ごみ、ビン、カン、ペットボトルの５種類でございます。しかし、佐原区、栗

源区については４種類の指定袋を現在使っていますが、これにつきましては、来年

の４月にすべてを統一させていただきます。現在、山田区で使っております、５種

類の指定袋制に今後なっていく予定でございますので、よろしくお願いします。 

 

上下水道部長： 

  続きまして、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

てご説明をいたします。 

  まず、公共下水道につきましては、都市計画区域に決定されている佐原区の一部

で昭和３５年から、それから小見川区の一部で平成元年からそれぞれ供用開始して

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したが、その中で、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、表の

とおり統一をしてございます。 

  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

田区の小見・小川地先に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、平成20年10月1日から基本料金と使用人員割で統一をさせていただきました。 

  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・簡易水道の事業運営の検討を行い、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
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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なっております。 

 

（（（（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、本日のテーマについての資料説明につきましては以上でございます。

こちらから一方的に説明をさせていただきましたが、皆様方からご質問、ご意見

等を伺いたいと思います。まずは、これまで説明いたしました内容につきまして

ご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。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

きまして、その後ご発言をお願いいたします。 

 どなたかありませんか 

 

●●氏 

   先日も建設課で話したときに申し上げましたが、平準化されなかった公共料金

等のその後という資料でもわかるとおり、都市計画税は、山田区と栗源区が課税

区域外に今なっていて、ならすかどうかは検討中ということで書いてありますが、

法人市民税と都市計画税が並びになるというのは理解できかねるかなと思って

います。あくまでも都市計画税を目的税であるという認識でありまして、そうし

ますと山田区と栗源区は基本的には農業地帯というゾーニングであれば、農業振

興地域の整備に関する法律で輪をかけて、そして必要なところ適正に市政の中で

整備をしていくというのが筋なのでないかと思う。前回も説明を聞いたが、議会

で合併時の問題として５年以内にどうしてもやるというふうに議員の先生方が

既に決めているという話もチラッと聞いたが、目的税をどう広げていくのか。む

しろ私からみれば、小見川や佐原でも都市計画税を全域に当てはめることのほう

がやや無理があるのかなという気がします。その変の説明を区民に対しても、市

民に対しても十分わかり易く説明をしていかないとゴチャゴチャになるのでは

ないかという感じがする。それが１点です。それと資料の１は既にやっておられ

て非常によく頑張ってるなという感じで聞かさせていただきましたが、今、民主

党に政権が変わりまして、この間、世界に向けて 25％、Co²削減を総理大臣が世

界に向けて情報発信したという流れの中で、この図面の中で、これは過去に作っ

たものなので必ずしもそれが見えてこない。二酸化炭素を削減する問題について

は、言われ始めて、早 20 年来言われてきていますが、香取市として市長がどの

ように環境問題、Co²の問題、地球温暖化の問題に取り組んで行こうとしている

のか、これでは十分に見えてこないなという感じがしています。特に、旧山田地

区におきましては、メタンガスをとってできるだけ Co²の排出量を少なくする。

あるいは地域として循環型の地域づくりを目指すということで、越川牧場と和郷

園が組んで、東京大学も組んでそういう地域づくりを目指すというプラントを持

っていますので逆に提案でなんですが、佐原の町並み保存も東大の政策研究の方

で素晴らしいレポートが出ているわけですが、あーいう実績を踏まえた時に香取

市内の循環を点から線へ、線から面へというスローガンの中でも、それを結ぶエ

ネルギーとしてメタン、現状では量が少ないんですが、そういうものをもう少し

使って市内を観光客が歩けるような設定が必要なんではないかなというような

思いもしているところであります。特にグリーンツーリズムを振興していくとい
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うことになれば、そういうものをうまく組み合わせながら地球にやさしい香取市

をさらにつくっていくというようなことも考えられていいのではないかと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

建設部長： 

   現在、都市計画税につきましては、佐原と小見川で税率等若干の違いがありま

すが、これは合併の特例で５年間はこのような状態でも容認されるが、それ以降

は統一しなさいということで、22年度中には検討して 23年度で統一しますとい

うことですが、その下の山田区、栗源区は、現在は都市計画制度というものを敷

いておりませんので、当然課税区域外ということですが、現在、都市マスタープ

ランというものを 20 年後の香取市の姿を描く計画を現在、皆様と一緒に策定中

でございます。山田、栗源が田園地帯であるから都市計画がいらないということ

ではございませんで、都市計画制度というものは開発と保全の両面がありまして、

良好な環境を残すためには、ある程度皆さんでルールを決めたもので、まちづく

りをしていきましょうという制度ですので、農村地域の居住空間のより質の高い

ものを整備して価値を高めるという意味では必要な制度かと考えております。現

在、都市マスタープランの住民懇談会でご説明させていただいておりますとおり、

市といたしましては香取市全体が同一の都市計画制度で進めていければ一番い

いかなと考えておりますが、皆様方のご理解をいただきながらそれは進めるとい

うことで、ここで税金の話とは別ですよということは度々ご説明しているところ

でして、課税区域対象に都市計画区域はなりますが、実際に課税するかどうかは

税政策上の問題ですので、場合によっては課税しないという選択肢もあります。

それは皆様方のご理解をいただいて、議会で税条例の中で決めていくものでござ

います。現在はそういう意味合いでご理解をいただきたいと思います。 

 

市民環境部長 

   ただ今、Co²削減の話が出ましたが、市民環境部といたしましては、この Co²

削減に対しまして、まず市の中での取り組み、それから事業者、市民での取り組

みに別れると思いますが、まず市の取り組みとしましては、６％削減という数字、

これは民主党が出す前の話ではございますが、市の中のとして６％削減というこ

とで、市の中で、例えば庁舎や公用車等を含めて目標を掲げて実際に実施してお

ります。昨年度の数字でいきますと約６％に近い数字の削減はできておりますか

ら、逆に今後はこれに上乗せした形で削減していく予定でございます。あといわ

いる観光の話がございましたが、それについては、当然、環境を配慮した例えば

バス等、今後必要なのかなと考えております。学校ですと今年の事業の中で、先

ほどお話しましたが、校舎の屋根の上の太陽光発電を設けて Co²削減を図るとい

うようなことも今後やっていく予定でございます。 

 

 経済部長 

   私の方からバイオマスタウン構想について少しお話をさせていただきたいと

思います。まず、この構想につきましては、本年５月に既に検討委員会を立ち上

げております。６月には作業部会を開催し、７月には同じくそれぞれ課長達によ

ります作業部会の中で事業の実施計画の資料をつくっております。これにつきま

しては、今年の 12 月までに約 10 回のそれぞれの検討の会議を設けまして、この

構想を練り上げていくというような予定となっております。 
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 ●●氏 

   お伺いしたいのは、水道料金が今度統一されるということでございまして、も

ちろん金額的には同じになるわけでございますけれど、その中身たる水質の問題

などはどのような見解を持っておられるのかお尋ねしたいと思います。 

 

 上下水道部長 

   水道の水質の問題でございますが、当山田区につきましては、水源としまして

は、利根川の水源、それから黒部川の水源の２箇所から採取をしまして、皆さん

のご家庭にお配りをしております。主に利根川の水源から採取しまして、それで

皆さんのところにお送りしているような状況でございますが、水質につきまして

は、今現在、良好な状態であると感じております。 

 

 ●●氏 

   今、良好な状態というお話でございましたが、私の経験上でいきますと、佐原

の市役所で飲んだ水と山田の水ではこれはえらい差があったはずなんですが、そ

ういうことは、今はそんなことはないわけでございますか。これは間違いなく誰

に聞かせても差があったと。いわいる佐原は上流な訳です取水が。で、小見川は

下で黒部川の水も入っているということで、有名な黒部川は汚染されているとこ

ろでございますので、水質に相当の差があるのをなるべく均一な水質になるよう

にいろいろな方法を講じていただかないと料金だけ統一されて水の中身が良く

なかったということでは、なかなか不満も出てくるんじゃないかと思いますが、

どんなもんでしょうか 

 

   それはありますね。誰に聞かせても水質に差はあったと思います。私どもの方

は小見川に近い低いところのせいかもしれませんけれども水質はよくないとい

うことで、いつも言われておりまして、佐原でいただいた水は本当に佐原の水な

らこんなにおいしいのかということを経験したことがございました。 

   その点を踏まえまして、今、もう佐原と繋がっていると聞きましたですけど、

その水の水源が下流ほど悪いということになると思いますので、なるべく水質の

いいところで取った水をお願いできればありがたいなというのが私どもの考え

であります。 

 

 上下水道部長 

   ご指摘がございましたけど、佐原が上流でございまして、こちらの小見川は下

流になるわけですけども、一時的なそういった匂いが発生する時期がございます。

その時期と申しますと、田んぼの耕した時期、そういった時期には佐原の水道の

方でも幾度か苦情等を受けたことがございますけども、やはり同じようにこちら

の城山の浄水場におきましてもそういった時期においては苦情を浄水場の方に

いただいた時もございました。ただ今ございました佐原と小見川のそれぞれの水

道が繋がっているかということでございますが、まだ、そこまでは繋がって連絡

はしておりません。ただ一部、佐原と小見川の双方に隣接している水郷団地のと

ころの管で緊急連絡管といいまして、管は繋がっておりますが、それで水質に影

響するかと申しますと、まだ水質まで影響するような状況にはなっておりません

が、これから安全で安心な良質の水が提供できるよう我々も努力していきたいと

思っております。 
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 ●●氏 

   健康福祉の充実ということで、地域医療の充実ですか、病院改革プランの策定

ということで、小見川の総合病院が一時赤字ということでなくなるという噂もで

たんですけれどが、今、どういうような改革をしているのかをお聞かせ願いたい

と思います。 

 

健康福祉部長 

   ご質問いただきました小見川総合病の関係 まず現状を簡単に申し上げまし

て、いろいろ昨年来ご心配をいただいておりましたが、今現在、非常に持ち直し

ました。結果的に結論的に申しますと持ち直してきていると。先生方を中心に中

を変えていこうと、先生方、また看護師さん、また事務の方々、それぞれ自分の

持ち場を再点検いたしまして、現在、昨年をはるかに上回るいい状態になってき

ているという状況です。また、病院の改革プランにつきましては、いろいろこれ

につきましては、県の方と現在やっております。ただ、小見川の方が好転しつつ

あるものですから、ちょっと県の方との協議がストップした状態です。 

 

 ●●氏 

   実は、私の友達が茨城の方の病院で事務をやっておりまして、聞きますと小見

川は入院の看護師１人に対して入院患者 10 人だと思うんですよ。それを聞くと

ころによると入院患者１人に対し７人にすれば医療点数が例えば入院の基本料

が 1100 点ぐらいだとすると７対１にすれば、1500 近い 1.4 倍になると。看護師

が確保できなければ仕方ないんですけれども、病院はやっぱり治療を施して、看

護師が多ければできるが、それをやらないとこれからの病院経営はやっていけな

いんじゃないかというとことを聞いたんですよ。ですから、儲かるものは儲けて

そういうこれからの病院経営をしていただければいいかなと。 

   それと私もしょっちゅう病院に行っているんですけれども小見川の総合病院

はまだまだ手書きでカルテを書いている。今は旭なんか行くと先生が直接パソコ

ンで入力しましてすべて電子カルテですか、そういうものでやって居るんですけ

れども、そうすればその時は経費がかかるかもしれませんが、先々は事務の人数

を少なくすることもできるし、強いていえば費用の削減ということも考えられま

すので、長い目で見て投資も病院経営には必要ではないかなと思うわけでありま

す。その辺、こういう意見があったということで参考にしてくれればありがたい

なと思います。 

 

市長 

   病院のことについては、実はですね、19 年度の収支を見たときにですねこれが

現状のドクターの数等々を鑑みて最低限というかこれを割るとなかなか厳しい

ラインというのが平成 19 年度の決算のラインなんですね。だいたい。去年の平

成 20 年度はそれを大きく割ったということがありまして、結果的に２億円ほど

の赤字が出た。で小見川総合病院というのは、香取市と東庄町でこれを運営して

いますけどもおおよそ３億円の運営費を年度当初に病院に入れて、その３億円で

運営してくださいという形で渡しています。その割合が香取市が 86％、東庄町が

14％の割合でその３億円を拠出しているわけでありますけども、去年はこの３億

円ではまかないきれなくて結局 2 億円以上、２億４千万円の赤字を出した。です

から前年度は５億４千万円程が１年間でかかったんだということです。もちろん
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入ってるのもあるにもかかわらずそれだけの赤字が出たということで、これを今

分析しているんですけれども、なかなかはっきりしたところは出ませんが、後期

高齢者医療制度、これが去年始まったわけであります。その前後から通院の患者

さん投薬等が激減しているんです。そういった部分が大きく反映されてしまった。

悪いほうに反映したんだうろという風に思うんですけれども、はっきりした要因

はわからないです。いずれにしましても、今、部長が申し上げたように今年度に

なって驚くような回復力というかほぼ 19 年度並に戻ってます。月によっては割

り込んでいますけどもほぼそのような形に戻っています。そしてその中で職員の

給料の５％削減をしているだとか、事務等の職員の職員数の削減であるだとか、

また県から事務長を招聘したとかそういった中のいろいろな改革等も進めてい

るというようなところであります。 

   いずれにいたしましても、これから無駄な部分をきちんと揃えながら、おっし

ゃる７対１ですか、そういった部分も十分協議を重ねて参りたいと思いますし、

ここには病院立の看護学校もあります。こういった部分ですねうまく作用できる

ような、当時、去年あたりは実は看護学校も閉鎖すべきだろうというふうに構成

首長から言われました。が現状で持ち直しておりますし、看護師をここから入れ

ている。ここに求めているということもございますので、できれば続けていけれ

ばと今は考えているところです。いずれにしましてもドクターをどうやって確保

するのかこれに尽きるというふうに思います。実情は。今年度になりまして、こ

の３年間あちこち足繁く通った成果といっては、こんな程度かと言われるかもし

れませんけれど、東大のドクターが週に半日だけ来ていただいてるような形にな

ってます。これは県立佐原病院とうまく連携をして午前中に小見川、午後から県

立というような形で東大の先生まで来ていただいてるような状況でありますの

で、これがもう少し広がればなあと今考えているところです。いずれにしまして

も、ドクターをどうやって確保しようかというのが目標として捉えているところ

です。 

   それと小見川総合病院がなくなるということはないですから。これだけは、一

時統合の話も相当、焦点になりました。いろいろなところから。そういう話も出

てないとは言いません。いろいろな可能性について、いろいろな方々にもちろん

県も含めて話をしているところでありまして、小見川総合病院が全くなくなって

しまうということはありません。ただ、大変建物が老朽化していることは事実で

ありますので、そんなに長くその状況を引っ張るわけにはいかないなと、そこは

危惧しています。 

 

 ●●氏 

   その病院のことなんですけど、実は今、私内科にかかっているんですけど、隣

の整形外科がえらい患者数が多いんですよね。聞きますと私の母親も入院してみ

たら、６人部屋で香取市の患者が２人しかいない。あとは、九十九里とか旭とか

そっちのほうから、最近は千葉のほうからも整形外科の先生がいいということで、

大分くるんですけれども、だから私が思うにはそういう患者数が多い、入院患者

が多いところをもっと広げたらもっと儲かるんじゃないかなと、素人だからそう

いう考えですけど、そういうふうにしたらいいかなと思ってちょっと言ったわけ

です。 

 

市長 
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   それにしてもその整形の先生が必要なわけです。歯医者の先生に整形やっても

らうわけにはいかないので。ですからそういった部分も含めて考えていってる訳

ですが、ただここで、関係された方もいらっしゃるので、よくおわかりになると

思いますが、一つ大きく乗り越えなくてはならないというか、精神的な部分であ

りますけれど、公立病院のあり方というものが必ず出てくるんですね。ですから

諏訪さんがおっしゃるように、儲けられるところは儲けてというのは確かにその

考えが一番正しい言い方じゃないかと思うんです。それが儲けるところだけ儲け

るということができるかということです。要するに公立病院というのはどうして

も赤ひげ先生になっちゃうんですね。儲かる儲からないは二の次で、人の命が大

切。これは乱暴な言い方かもしれないけれど、お金が払えなくてもいいよ、いい

よいいよまずは直そうよ、元気になってから米でもいいよみたいなもの、昔で言

えば。本当にそうするのか、利益に走るのか。極端な言い方だけど。これをどの

ようなバランスで行っていくかというのは、とても公立でお仕事をされているド

クターはいつも頭にあるだろうと。院長の三上先生は特にその辺を悩んでいるん

だろうなという風に思います。特にこういう風になってしまってからではなく、

ずっと前からそういう話をしていると思います。私たちにすると無い袖は振れな

いわけですよ。病院無くなってしまってもいいのというようなものですよ。最終

的には。そういう訳にはいかないんだから、では、どういうふうにしていくのと

いうのを今きちんとした形をもって、ここはこうして行こうというのを、体制も

含めて、事務内容も含めて、すべてにおいて、カルテのこともそうでありますけ

ども、そういったことを最初から洗いなおすというか形づくっていくということ

が必要ではないか。そして重くない運営母体、軽やかに動ける運営母体というも

のを作っていくんだろうと思いますね。Windows VISTA が７になったような感覚

で、内容が増えてても軽くなるとそういう感じです。 

 

 ●●氏 

   先ほど質問した水道の問題、これが小見川と佐原と比較した場合、佐原の水の

方がおいしいということでございましたが、この小見川と佐原の浄水場について、

この説明をしていただければありがたい。よろしくお願いします。 

 

 市長 

   年次計画等策定中でありまして、今年度中に水道計画ができますので、その進

捗状況については、部長の方から説明するとして、基本的な考え方をちょっとご

説明したいと思います。香取市は合併して水道の取水口が３つになりました。大

きく分けると２つでありますが、これはご存知のとおり今まで佐原が取水を行っ

ておりました飯島用水機場、飯島という地区にあるんですけど、そして小見川の

小見川大橋の袂にある小見川取水場ということで２つがあります。合併当初、こ

の取水は、水利権を持っておりますので、このあたりをどういうように整理して

いくのかということで、相当協議されました。で、結局１つにするのか、でかい

やつ１本にする。大きいものを整備していく。実は両方とも相当老朽化していま

す。小見川の方がずっと老朽化しているんですけれども、その施設等々が老朽化

に陥っていますので、それではきちんとした形を将来つくるためにどういうふう

にするのか。一本にして、どこか新しいところでもどこでも、今の既存の所でも

１本にしてそれを送るのか、それとも現状の２本でいくのかというような協議を

されたときに、片方が壊れても片方で送れるようなそういうことの方がいいだろ
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うという結論になりました。結果、現状と同等の２つの取水をしていこうという

ふうになったんですね。その方が結果的に安く、財政的にも軽く済むという試算

が出ましたので、それではそちらで行こうという話になりました。で、平成１９

年度、一昨年の４月に小見川の水道が濁ってしまった。これは老朽化したせいも

ありますけれども、人的な配備にも不足があったということも後でわかりました。

従ってすぐに人事異動、人的配備を行って現在に至っているということです。そ

してその 8 月か９月だったか今度は佐原の取水場の水道が止まってしまった。こ

れは台風によって土が運ばれまして、取水口の前に取水口の口以上の土が横に百

何十メートルのでかい島ができちゃって水こないんです。４～５０メートル先に

水が流れているという状態。そういう状況になりまして１２時間水が止まったと

いう事故、事件がありました。これを見て驚いて、香取市内全域の上水、下水道

の再点検というか調査をし始めました。そこで、小見川の浄水場、下水も含めて、

上下水道が大変老朽化しているということが判明いたしまして、早い時期でこれ

を整備するというようなことで、去年から水道計画、新しい水道の計画を立てて

いるところです。ここには栗源の簡易水道も含めて一体化をするということにし

た訳です。その中で、もし今後何かあった時にはということで、一ノ分と大倉の

ところが一番近かったんですので、あれを繋いだ訳です。計算だけで申し上げる

と、片方どちらかが止まっても３０％水を流せると。今までの１００％の３割は

水を供給することができるというような計算です。今後はですね、香取道の方、

あそこは虫幡になるのか織幡かな、織幡と多田、あそこの工業地帯のところが次

に近いんですね。ここも緊急連絡管で取り付けていこうと。そうするとほぼ、ど

ちらが壊れてもほぼ普段と変わらない水を供給できるということになってきま

す。ですからそういいた緊急連絡管というものをつくっている訳です。 

 

 上下水道部長 

   ただ今、市長の方から概要についてご説明がありましたけども、ご承知のとお

り、合併前は佐原市の上水道、小見川広域水道企業団のやはり上水道、それから

栗源の簡易水道、この３つの水道事業がございました。それで合併しまして、当

初はそれぞれの事業体ごとに計画がありましたので、それに沿って事業を進めて

おりましたけど、１９年度に香取市としての水道事業をまとめ、統合しようとい

うことになりまして、今現在、香取市水道事業の基本計画を策定中でございます。

この基本計画は、今後１０年間の計画をまずつくっておりまして、それともう一

つは１５年間の中期的な計画を現在策定中でございます。その中で一番皆さんが

ご心配になるのがやはり小見川にございます城山の城山浄水場の件があるかと

思います。この城山浄水場の更新につきましては、現在の施設が老朽化しており

まして、ただ、現在のところには拡張できるようなスペースといいますか敷地が

ございませんので、別の敷地を求めましてそこに、これは仮称ですけれども小見

川浄水場の建設を予定しております。それからやはり同じように利根川の取水場、

これは城山浄水場で取水しておる訳ですけれども、これにつきましてもやはり、

当時のものですから老朽化しておりまして、この電気と電気の設備、自家発電で

すか、災害に備えては自家発電、そういったものも計画をしております。それか

ら、この小見川広域水道企業団で行っておりましたので、それぞれの小見川の地

区には下飯田のポンプ場、それから、田部の増圧ポンプ場、それから府馬の給水

場、山倉の給水場、そういった施設がございます。これにつきましても、老朽化

等が進んでおりますので、一緒にできるものは一緒にして、そこで一つの施設を
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拡充して統合していこうと、そういった計画になっております。それから市長の

方から連絡管の説明、お話がございましたけれども、この連絡管につきましても

災害時等、それから双方間の水を連絡しあうということで、香取から小見川工業

団地への連絡管、それから栗源の簡水に繋ぐために小見川の油田地先から栗源の

方へやはり同じような連絡管を敷設しようと、そういった計画をしております。

この計画につきましては、平成２１年度からもう現在計画が一部取り組んでおり

ますけど２９年度までの事業費として、まだそれぞれの関係する課の方で協議中

でございますが約８７億、それから今後１５年間の事業費として１７０億、そう

いった事業費をかけて香取市の水道事業として取り組んでいく予定になってお

ります。 

 

 市長 

   いずれにしても、ぶったまげるような額なんですよね。これまでもちろんそれ

ぞれの市町でもこれだけの事業って聞いたことないと思いますよね。200 億から

の事業ということになってくるわけで、それでなくても現状を見ても実は水道事

業は赤字です。で、大変な負債をもったまま赤字を続けているということで、こ

れは何も我々のところだけじゃないですね。全国至るところでこういう状況が起

こっているということで、このあたりも国にちょっと見てもらわなくてはならな

いのではないかと私は思います。いずれにしましてもそういった計画をもって、

水がないと大変ですからね。コンビニのペットボトルでは生きていけませんから、

水は人間の命に関わりますので、これはきちんと措置していかなくてはならない

というふうに考えてます。 

 

 ●●氏 

   いつもお願いばかりしてて申し訳ございません。手短かにしたいので、紙をつ

くって参りました。 

   お願いばかり、お金のかかることですが、ほんと申し訳ありません。ただちょ

っとさっきの話より一桁、二桁少ないと思いますのでよろしくお願いいたします。

重複した障害を持つ子供の将来のために施設を整備してください。実は、この度

佐原の返田の聖家族園に集いの家というのが、B 型認定施設に認定されまして、

市の職員の方も、開設して、おいで賜りましたけども、定員が６人、標準利用数

が５名です。でももういっぱいなんです。ところが、私の子供もいる香取特別支

援学校だけで、重複学級にいる子供達、十数名います。全員が香取市民ではあり

ませんけど本当に子供達の将来の行き場所が千葉県全部で不足してます。ですか

ら他の地域で受け入れてもらう訳にもいかないんです。今の自立支援法のサービ

スも旭まで行って受けているんですけど、そこも不足しています。保護者のニー

ズを聞いて市として何とかその子供達の将来の行き場所についてご検討を願い

ますようお願い申し上げます。 

   それから２点目です。昨年も申し上げましたけど、５歳児健診を実施してくだ

さい。本当に教育長さんもご心配いただいているんですけど、早期発見、早期養

育ができないまま小学校に入って、本当に先生方も大変な思いをして、保護者も

大変な思いをするんですが、一番傷つくのは子供です。本当に子供達が学校に入

った時にいじめられたり、また学業についていけなくなって挫折してしまうこと

が、大人になってから子供の心に大きな傷を負うことになります。これはやっぱ

り５歳児健診ということで事前に発育の見極めを行っていただきたいと思いま
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す。やはりそういう保護者の声も聞きましたので、子供の健全な発達を願うこと

は最大の子育て支援ではないかと思っておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

   それから３点目、高齢者に関わることですが、認知症の高齢者及び、また知的

障害のある人に青年後見制度というものがございます。ただ、これにつきまして

は、社会福祉協議会でも斡旋とか行っておりますが現実問題として後見人とか後

見を行う人、それからその費用ですね、お金の問題がありましてなかなか普及し

ません。で、この度、私ども東総権利擁護ネットワークという社団法人を設立し

ました。これは法人後見あるいは市民ボランティアを活用して青年後見制度の円

滑な利用を促すようなことを考えております。まだまだ立ち上がったばっかりで

すので、公的な扶助も一切まだいただいている段階ではありませんので、何卒い

ろいろご相談いたすことがございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 健康福祉部長 

   竹蓋さんからいただきました要望ですね、帰りましてみっちりと研究、検討さ

せていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

市長 

一つだけ、１番については、保護者のニーズを聞き市としての取り組みを行っ

てということで、保護者のニーズって要するにその枠を広げて欲しいということ

かな 

 

●●氏 

   実を申しますと、この B 型支援通園施設は自立支援法ではありませんので、国

と県の管轄で入園、利用には児童相談所が関わるんです。それで自立支援法の体

系とは別の組織で自治体がなかなか関われない状況なんです。ただ、いわいる自

立支援法の通園施設、入所施設という整備というものもまたありますので、そう

いう形で拡充していくしかないんではないかというのが福祉、この聖家族園の方

からもそういうことを聞いております。例えば、ショートステイとかもなかなか

受け入れることができませんし、現在、医療支援の必要な子供達の行き場でもな

いんです。今、養護学校のPTAの間でもかなりあちこちでも運動をやってまして、

医療とそういう福祉が一緒のことができるという、ちょっと今、従来の枠ではな

かなか位置づけが難しいんですけど、自立支援法自体もこの先いろいろ、自立支

援法という名前自体もなくなっていくと思いますが、イメージ的には旭市にあり

ます聖母養育園みたいなもの。 

 

市長 

  要するにこういうものが欲しいんだと、こういうものがあるといいなという形

をはっきり明確にしたほうがいい。こっちにいってみたり、自立支援法がだめだ

からこっちへいって他をくっつけたりとかそうなると余計難しくなっちゃうか

ら、こういうものがいいんだと、こういう形はどうかなというようなものを言っ

ていただいた方が対応が早いと思います。 

 

●●氏 

  多分、そろそろ障害福祉課の方に具体的な形が保護者の方から出てくると思い
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ます。 

 

市長 

  そうですか。わかりました。 

 

教育長 

  就学指導に関することで、今お話がありました２番のことについて、現在です

ね、香取市としては、いわいる５歳児健診は健康福祉部長さんがおっしゃったが

これは教育委員会としてもよく相談しながらお願いしたいと思います。そして、

今現在、小学校に入る前の子供達については、幼稚園、保育園へ教育委員会の職

員、指導主事が行きまして、その子供の様子を見てこの子はやはり特別支援教育

を受けさせた方がいいんではないかと、そういったことについて、見ながらです

ね、そして就学指導委員会に保護者のご了解をいただきながら相談にかけている。

そして保護者の了解の得られた子供については、特別支援教育を受けていただく

ような手順をとっております。そういったことについては、もうちょっと組織的

にできればよくなってくるかなと思います。それから香取特別支援学校、1 番の

問題だけれども、確かに今、多くの子供が行っているかと思いますが、おっしゃ

るとおり、香取特別支援学校だけでは難しいということであれば、また、地区に

よっては非常に遠い距離を通学しなくてはならない。現在ですね、私が言うのは

ちょっとおかしいんですけども、千葉県の教育委員会ではそれぞれ、地域の学校

の空き教室、こういうものを活用してですね、いわいる分教場、分校ですね、み

たいな形で設置しているところもある。特に安房、鴨川の方ではそういうふうに

しておりますので、そういう県の教育委員会への話しかけですか、そうすれば香

取市としても市の学校については、決して相談ができないわけではないと思いま

す。いずれにしても私どもの権限外のことでございますので、県の教育委員会の

方へお話をいただければもっともっと進むんではないかと思います。 

 

●●氏 

  今、高齢者クラブに関係する仕事をしておりますので、その観点から、ほんと

の細かな点ですけども申し上げてみたいと思います。 

  この間９月２６日に山田区の敬老式典が行われまして、私も久しぶりというん

ですか、私も以前に金婚式のあれをもらってたんで、それ以後、久しぶりに参加

してみたんですけれども、正直いってびっくりしたんです。というのは参加者が

非常に少ないんですよね。この間、金婚式が 38 組のところ 24 組、わずか２/３、

それから、80 歳の人が 119 人というところ数えたわけではありませんが、せいぜ

い１/３ぐらいだったですかね。で、いろいろ聞いてみますと年々参加者が少な

くなる。なぜかと、あまりつまらない。面白くない。という答えが返ってくるわ

けで、本来なら金婚式、80 歳、一つの人生の節目ですからね、そのお祝いをして

くれるとなったら喜んで参加とするんじゃないかなと思うんです。私だったら、

そういうことで参加しますけども、そういうふうに声を掛けやっても出てこない

というのは何故なのか。その辺の検証をしたことがあるかどうか。なぜ出席しな

いのだろうか。参加しないんだろうかということをきちんと見た上で、じゃあ、

折角のそういう会をもつんだったら、なるべく大勢の人が出てもらうような方策

がないのかどうか、よその地区の様子を聞いてみますと 80 歳以上なら誰でも参

加できるんだよとか、そんな地区というか市もあるようですしね。いろいろ経費
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の問題もあるんで一概にいいとか悪いとか言いませんけど、そういうことの検証

をしてるかどうか。ただ決まった行事だから前々通りやっていくんだというそん

な姿勢がちょっと見えるような気がします。特に高齢者の生涯学習で山田大学と

いうのがあるんですけども、これなども本当に１０年一字というんですか、毎年

同じようなパターンでやるんで、年々参加者が少なくなって、いかに人を集めて

くれって、声をかけてくれないかという。折角集まっても生徒が参加しないとい

うことで、企画した行事が中止になったという話も聞いているんで、その辺のと

ころもう少し本当に親身になって、どうしたらいいんだろうかということを考え

ながら行事を進めてもらいたいな。そういうふうに感じましたので一言申し上げ

ました。 

 

健康福祉部長 

  確かにですね、絵鳩さんおっしゃるとおりです。４区、佐原、小見川、山田、

栗源皆さんそれぞれまちまちなんですね。で、たまたま佐原の場合、合併前から

これが中止になっておりまして、今回 10 年ぶりに佐原区の敬老会が復活いたし

ました。その復活の大きな要因、まあ機動力を発揮していただいたのは民生委員

さんでした。それと地区社協の皆さん。区によっていろいろやり方はあろうかと

思いますけども、私も直接佐原区の皆さんと接した関係でわかるんですが、民生

委員さん、また地区社協の皆さん、郵送代がもったいないから、この分を敬老式

典の方に回そうということで自ら何回も足を運んで、４回も５回も足を運んで来

ていただいたということで、当日確か敬老会の方が 650 名、それで文化会館で予

定していたんですけれども、650 名、当初 700 人を超えていたんですけれども、

当日になって 650 名、そのほかに金婚式のほうに出席される方が 120 名ほどいら

っしゃいました。そういったことで、午前、午後２回に分けてやったというよう

な大盛況でございました。また、内容もそれぞれ皆さん工夫されているわけです

けれども、４区とも工夫されておりますが、私がお邪魔しました佐原と小見川、

それから山田も来ました。山田の場合は確か絵鳩さんが司会をされて高齢者の皆

さんが中心になってそこで踊り、歌とかご披露いただいていたようですけれども

特に佐原と小見川が子供が中心になっておじいちゃん、おばあちゃんを楽しませ

ていたというようなことで、非常に賑わっておりました。栗源区は先週あったん

ですけれども、私、別の用事でちょっとそちらの方には行けなかったんですが、

栗源区の方は確か年齢が 70 か 75 歳以上全員だと思うんですね。ですからやはり

ここも相当数の人数になります。で、佐原の場合は 80 歳以上全員、山田の場合

は 80 歳到達者だと思うんですけども、小見川も確かそういった記念の年に当る

方を対象にしてたということで、いろいろまちまちだったということが、今回の

全く反省点でございまして、小見川区の方からも出ておったんですが、反省会を

今絵鳩さんがおっしゃったような検証をしようということで、まあできるならば

４区一緒にですね、一緒にやるということはなかなか不可能なんですけども内容

はみんな同じにしようということで、近々そういった検証をしてみたいと、持つ

会合を予定しております。 

 

市長 

  限られた時間でありまして、時間が過ぎるのが早いです。ただ今敬老会のお話

もいただいたわけでありまして、今年から敬老会は実行委員会制度をとらしてい

ただきまして、その実行委員会の皆さん方がお考えになったその形をとってもら
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う。要するにこれまでは、ともすると行政主導、行政が何かすべて考えてですね、

それでということがあったんですけれども、そうではなくて、市民の皆さんが皆

さんの思いで作り上げて、もちろん行政はできる限りのお手伝いをさせていただ

くというような形を今年からとらせていただいたということがありました。で、

これは、私、今後すべての事業について市民協働のまちづくりという観点から大

変必要な、重要な試みであろうというふうに思います。これが、試みからこの方

針で行くんだというところに至るまで、これはある程度時間が必要であろうと思

います。しかしながら、これから行政は相当数、職員数も減ってくる。また、こ

れまでと違ってすぐそこに役場があって役場がすべてをというようなことがな

くなってくるわけです。これは合併の私は大きな弊害だというふうには思ってお

りますが、しかしながら合併の道を皆さんと一緒に選んだからにはこれを失敗だ

ったなんて言わせないようなそういう方策を皆さんと一緒にまた作り上げてい

くということが大変重要であろうというふうに思いますので、そういった意味合

いからもですね、これからは市民の皆さんのお力をいただいて初めてそのまちづ

くりを行っていくと。いろいろな行事も市民の皆さんにお願いをして、市民の皆

さんからこういったことをしたらどうだ。ああやってやろうぜというような話を

いただきながら進めていくということがこれから必要になってくるということ

であります。１１月には、１１月の４週に渡るそのしょっぱながいつも山田であ

りまして、あの大変な賑わいをつくっているあの産業際も市民の皆さん方の力が

あってこそ、それが大きなイベントになっているわけでありまして、あれが象徴

的であろうなというふうに思うところであります。 

  これからは、行政というのは、全く金もありません。人もいなくなるというこ

とで、それではどうするのかというとですね、これは市民の皆さんとお話をさせ

ていただいて、お力を借りながらまちづくりを進めていくというところに到達す

るんだろうというふうに思うところでございます。これまで、３年半が経ちまし

た。合併してあっという間の３年半でもありました。しかしながら、この中で市

民の皆様方に大変お世話になって、また我慢をしてもらったことが多かったんだ

ろうというふうに振り返ります。これから、今年度中をもって、この 4 年間、も

しくは３年半の間で合併というのは、どういうものを作り上げたのか。また、合

併をしてどうであったかという検証を庁内の方で、役所の方でさせていただこう

というふうに思います。そして、それをもとにまた反省をしながらですね、そし

て皆様方のお声を聞きながら次へステップアップしていくというようなことを

今考えているところです。いずれにしましても、財政的な基盤の整備というもの

がある程度見えてきたこの時点で、切り捨ててしまった、もしくはあるいは置き

去りにしてしまったその皆様方のその心をですね、今持ち上げ、また以前と同じ

ところにですね、持ってくということが必要であろうというふうに今感じていま

す。もう一つ言うのであれば、例えば、行政協力員のその報酬、これを統一をさ

せていただいたんですけれども、これは２年、もしくは２年半をかけてこれを統

一してきました。大変なお叱りを受けています。しかしながら統一をしたのは間

違いないんですね。これは統一したという仕事ができたということをお考えいた

だいて、現状ではこれだけでは足りない。やはりもっときちんとした報酬の措置

を行わせていただいて、そして、その区、町内、昔でいえば部落ですね、その部

落ごと、町内ごとにその地域づくり、コミュニティをつくっていけるような、そ

ういうような形をとらなければいけないなと今わかるわけです。まずは、脇目も

ふらず進んできたその体制ででき上がってきたこと。そして先ほど、申し上げた
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ように置いてきてしまったその皆さんの暖かい心、気持ちというものを以前のよ

うに持ち上げていくということがこれから必要であろうとこんなふうに考える

ところであります。いずれにしましても、これからちょうど来年度の予算編成の

時期になります。実は今年度は大変な予算がきたんですね。昨年度の当初予算と

今年度のこの間の９月の補正予算を含めますと、なんと１０％以上、１１％近く

の伸び率になっています。１１％伸びているなんてこの千葉県内でないですよ。

これは何故かというと助成金、補助金を沢山いただいたからなんでありますけど。

いずれにしましても来年度は大変厳しい予算になってくると今、推測されます。

大きな会社、出張所等もなくなっている状況でありまして、収入が激減するとい

うことになってきます。したがって大そうな話をすることは出来ませんけれども、

しかしながら皆さんとのその声にきちんと目を向けてその一つひとつ施策等を

講じて参りたいとこんなふうに考えてございますので、どうか、これからもご尽

力の程、またご協力、ご理解の程お願いを申し上げる次第でございます。 

  １０月もそろそろ終わりということで、いよいよ１１月になってくるわけであ

りまして、少し日が陰るとキューンと寒くなるような日が少しずつ多くなってき

ているところであります。どうか皆様方におかれましては、お元気にですね、寒

さに負けずに、そして年末年始をご活躍、そしてご健勝にてお過ごしいただきま

すことを心からお祈り申し上げて、今日の懇談会をここで締めさせていただきた

いと思います。ありがとうございました。 

 

秘書広報課長： 

本日は、お忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございました。 

皆様から頂きましたご意見を基に市政に反映して行きたいと思いますので、今後

ともご協力をお願いいたします。 

また、この後の市民懇談会は、１１月２５日に栗源区で、その後、１２月６日に

佐原区の順で開催します。詳しい日程は広報等でお知らせしますので、どちらの会

場で参加しても結構ですので、お誘い併せの上お願いいたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

以上 


