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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１２月６日（日）１４時００分～１５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  １０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７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あいあいあいさつさつさつさつ    

  本日は、お忙しいところ市民懇談会にご参加頂きまして誠に有難うございます。 

  休日で、たいへん天気がよく、師走に入り週末は多くの事業であるとか集まりが

あるということで、なかなか皆様方に足をお運び頂けないのかなと思いますが、本

当にお忙しいところお集まり頂きまして、ありがとうございます。 

今年のタウンミーティングも今日が最終ということになるわけですけれども、私

が就任した 3 年前から始め、これまで約 50 回開催して参りまして、参加された方々

は延べ 1,500 人を超えております。 

また、これと同時に、概ね５名以上のグループの方々と懇談会をさせて頂いたり、

先日は、市役所、各区事務所の１階ロビーで、直接、皆様とお話をさせて頂く「市

長まちづくり談話室」というものを開催しました。この他にも、市長への手紙やメ

ールなど様々な取り組みを行って、皆様からご意見や、さまざまな提言などを頂い

て来たところでございます。これからも多くの意見を頂けるように工夫していきた

いと思っているところでございます。 

  いずれにしましても、新しいまちづくりというのは、合併によってこれまでとは

違う形になっていきます。これからのまちづくりは、皆様方とともに創り上げて行

く、協働のまちづくりであります。皆様とともに創り上げて行くまちづくりは私の

政治理念・信念であり、これまで曲げることなく続けてきたわけでございます。こ

れからもこのような形で進めて参りたいと考えているところでございます。 

 

  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、公共料金のその後」というテーマで懇談をさせて頂き

たいと思います。 

平準化と言いますのは、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。既に３年と８ヶ月が過ぎ、来年３月には 4 年なりますので、猶

予は後１年ということになります。したがって、この４年目後半にほぼ目途をつけ、
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最終的に来年度をもってすべての料金等を統一するという計画で進めてきました。

おのおのの担当部から、それぞれ説明させて頂きます。 

その後に、皆様からのご質問などをいろいろお聴きして参りたいと思います。 

  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頂き

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つのテーマを設定いたしました。 

進め方として、この２つのテーマにつきまして、本日、受付でお配りいたしまし

た資料について、約 20 分ご説明をさせて頂き、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。 

なお、終了時間は、３時３０分を予定しております。皆様方のご協力をお願いし

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、私から資料のご説明を申し上げます。お手元の「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、掲げて

いる「基本理念」です。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

させて頂きましたが、機会があれば、ぜひご覧ください。 

  お手元の資料は、香取の将来都市像の実現に向け、６つの分野からなる「まちづ

くり」の、基本目標を設定しております。この内、さらに、事業を連携させ、賑わ

いのまち創造、子育てのまち創造、協働のまち創造の３つを、重点プロジェクトと

しまして、強力に推進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めざすこととしております。

市内には栗源区の「紅小町の郷」道の駅がありますが、来年 3月に 2つ目の「道

の駅」が誕生いたします。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、市内の農産物や産品などの直売も計画され、この 2箇所

の交流拠点施設の北と南の玄関口としての相乗効果が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、農村部の資源を生か

して発信する、「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組

みも 推進しております。 

・ 商業振興につきましては、魅力ある商店街づくりや「まちづくり型観光」の
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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、佐原だけでなく、小見川、山田、

栗源区にも観光客を回遊して頂く仕組み、例えば、市内 4箇所に観光案内の電

子看板を本年度設置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、安全・安心の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、本年度から民生委員などが軸になり、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、時間外保育、子育て支援センタ

ーの充実を図っております。 

 

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。 

一方、社会教育施設等整備基本方針においては、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、新たにスポーツイベントといたしまして、来週

1３日に、「第 1 回香取小江戸マラソン大会」が開催される予定で、3000 人を超

えるエントリー申し込みがございました。 

さらに、来年 9月の千葉国体に向け、佐原中体育館そして、市民体育館もこれ

から改修する予定です。 

 

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。 

   佐原区においては、本宿耕地地区の道の駅及び水辺交流センターが来年 3月オ

ープンし、佐原駅舎の改築につきましても、まもなく始まり、23 年春に竣工す

る予定でございます。 

 一方、牧野・高野間の都市計画街路につきましても、27 年度まで整備を進め

ております。 

 

 最後に、第 6の基本目標でございます「市民参画・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」をめざす観点から、20年度に市民協働指針「香取の風」を策定しており、

このようなパンフレットを各家庭に配布しております。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。 
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 また、市の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

供など、反対に、市民の皆様からご意見等幅広く頂く、パブリックコメント制度の

導入、タウンミーティングや懇話会等を、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、2枚目の「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。 

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

などがありますが、合併市のみに交付される制度で、香取市の総額は、6１億３１

００万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、償還時に借入額の７０％を交付

税で措置される、大変有利な制度で、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ありませんが、本来の交付税ルールでは、減額されるところ、

合併した市については、最長 15 年間 特例として、原則減額しないという制度で

す。その額が、この 4 年間で 74 億 6600 万円になっております。しかしながら、

今から 11年後には、現在と比べて、単年度当り 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実施しました。 

 

 次に、合併特例債事業の内訳表をご覧ください。この間の主な取組みは、学校関

係の耐震化工事、道路整備、施設整備などで、特に 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」ですが、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。この内、約 20億円弱が交付税措置されます。 

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、時間の都合上、簡単

にふれさせて頂きますが、まず１の表の「利便性向上」では、各種証明書の交付な

どが、4ヶ所の事務所のどこでも受けられます。 

 次の保健センター及び循環バスに関しましては、小見川のみが実施しておりませ

んでしたので、均衡を図る観点から、現在はいずれも小見川区に設置済みです。 

  次の各種公共施設及び各種イベントについても、オール香取として市民の皆様に

とりまして参加する機会が増えました。 

 次に、２の「行政サービス向上」の表ですが、ご覧のとおり、保育料の無料化、
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乳幼児医療費無料化はこの間充実を図ったもので、一方、高齢者通院タクシー券の

交付などは、合併により全市域に拡大したものでございます。 

 次の 3 の表は、「広域的なまちづくりや地域のイメージアップ」でありますが、

消防や清掃組合の組織統一をはじめ、火葬場も神崎と小見川 2箇所利用できますが、

管外扱いをなくし、いずれも管内扱いの割安料金が来年 1月から実施されます。 

 最後の行財政の合理化、効率化ですが、公共施設の適正配置を進める一方、行政

組織のスリム化を図り、合併時と比べ、ご覧のとおり部・課・班などの機構をそれ

ぞれ３割～2割程度圧縮しております。 

    

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」につきましては、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、旧小見川・山田・栗源の３町が標準税率を採用しており、旧佐原市

のみが標準税率以外の制限税率を採用しておりました。これによりまして、法人税

割りが標準税率の 12.3％に、均等割につきましても、資本金額及び従業員数に応じ

た標準税率に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、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。 

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の事業内容等の

推移を見ながら検討していくこととしております。 

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。 

国民健康保険税の統一につきましては、合併時の調整方針により、市民の皆様の

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。 

18 年度は、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 年度より、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頂

きました。 

また、介護納付金課税分については、課税方法を 2 方式に統一し、所得割と被保

険者均等割を統一させて頂きました。 

  20 年度には、基礎課税分の資産割を統一し、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
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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統一させて頂きま

して、現在、全地区統一された税率となりました。 

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

りでございますが、国民健康保険税は、万一、病気やけがをしたときに、安心して

医療を受けるための相互扶助制度でございまして、国保税と国、県等の公金を財源

として運営しております。 

引き続き、皆様方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いたします。 

  合併当時につきましては、香取市の中で、3 とおり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。そこで、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

に統一させて頂きました。料金については備考欄の上段の部分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

入いたしました。料金につきましては、その下段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４種類になっておりますが、小見川区・山田区に

つきましては、ビンとカンが分別されて５種類となっております。市民の皆さんに

はご迷惑をお掛けしておりますので、これについては、来年の４月に統一させて頂

きます。そして、ゴミ袋は５種類となり、カンが分かれます。 

  価格につきましては、後段の部分です。４０ℓ １枚５１円、３０ℓ ４０円、２

０ℓ ２８円ということで、香取市全てこの価格に統一させて頂きます。 

  以上でございます。 

 

上下水道部長： 

  それでは、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で昭和３５年

に、それから小見川区の一部で平成元年にそれぞれ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したが、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施設で処理をしております。 

  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
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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、平成 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頂

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：（） 

  皆様ご苦労様です。 

  市長初め、市職員がこれだけ集まって説明してくださるのに、私たち市民の関心

が薄いのに申し訳なさを感じています。本当ならばここがいっぱいになるくらい市

民が聞いて頂き、市職員が書類作成にどれだけ苦労されたのか察しています。文句

を言うばかりではないのです。私も色々なところで皆さん方の顔を拝見しますし、

皆様の苦労を市民の方々はどれだけ分かっているのか、国会中継を見ていても市民

が何もわかっていない、国民が何も勉強していない、とても残だと思いました。今、

誰も言わないのは、今日来ている方々は、いつも聞いている方々で、説明を聞いて

納得されたのではないでしょうか。私は、今日は文化会館でのイベントの始まる前

に、朝、放送を聞いたので、参加させて頂きました。今日はとても良かったです。 

 

 

○○氏：（） 

先ほど財政部長からお話がありましたが、国道５１号の山之辺信号からケーヨー

D2 を経て観福寺へ抜ける道路で、高野地先を通るということですが、先日高野地先

を通ったときに、文化財の発掘調査を見かけました。これは、このバイパス道路が

どう進んでるのか、いつ頃出来るのか、教えてください。 

 

建設部長： 

  ご質問の路線名は、都市計画道路の仁井宿与倉線の第３工区ですが、現在用地買

収を進めて、今年から一部工事に入ります。最終的には、２７年度に完成させる予

定で、観福寺から県立病院まで行く交差点まで千葉県とも協力して事業化し、全線

を２７年までに完成させようとして取組んでいるところでございます。一部文化財

調査も行っていますが、工程には影響ありません。 

 

 

○○氏：（） 

  千葉県の国体の件ですが、栗山川のカヌー競技の場所はどちらですか。 
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教育部長： 

  来年の１０月１日から４日までの４日間、栗源の栗山川で実施する予定ですが、

場所は、栗源区事務所付近から成田方面へ県道を行くと栗山川に架かる橋があり、

橋の上、下流がコースとなっています。 

 

 

 ○○氏：（） 

  公共料金、使用料、例えば下水道料金とかありますが、近隣の市町と比較して、

どうなのか、高止まりなのか、安いのか分かれば教えて頂きたい。 

 

健康福祉部長： 

  国民健康保険税につきましては、資料をもっていませんが、安いわけではないと

認識しています。 

 

上下水道部長： 

  水道料金は、先週金曜日の読売新聞に県内の状況が載っていましたが、その中で

高い順で、香取市が５番目で、１番高いのが勝浦市、２番目が旭市、３番目が鋸南

町、４番目で大多喜町の順番です。参考に、低い順ですと、１番低いのが八千代市、

２番目が習志野市、３番目が柏市、４番目が四街道市、５番目が成田市です。低い

ほうは東葛地域に多いわけですが、一部県の水道事業を利用していることと、人口

の密集地の関係と思われます。高い地域は、人口が密集していなく、それだけ供給

に費用がかかることになります。 

  下水道料金については、手元に資料を持っていませんので、また機会を見つけて

お答えしたいと思います。 

 

市民環境部長： 

  ごみ処理手数料ですが、都市部では無料のところもございます。しかし、近隣、

房州方面では、有料化が進んでおり、ほぼ同じ単価です。 

 

 ○○氏：（） 

  水道料にしても、国保にしても、これからは上がる要素はあっても下がる要素は

なかなか見つからない中で、それなりに事業体として努力していかなくていけない

と思います。行政改革等の努力をお願いしたいと思います。 

  中でも介護保険は千葉県では一番安いということもありますので、努力してもら

っているところもありますが、安くできる社会情勢でもないので、市民のみなさん

に理解して頂けるようなＰＲ等よろしくお願いします。 

 

 

 ○○氏：（） 

  都市基盤の整備の中の「水の郷さわら」についてですが、平成２２年施設オープ

ンということで解りましたが、水辺交流センターについては、船で観光ということ

も聞いていますが、取手から銚子まで各市町村の会議があるようですから、水辺交

流センターの今後の活用計画を教えてください。 
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建設部長： 

  広域交流拠点、本宿耕地の堤防のところに、「水の郷さわら」というこで、これ

は施設全体の総称ですが、この中に道の駅と川の駅があります。川の駅という呼び

名は国土交通省が所管しているものではなくて、これから普及していくと思います

が、要するに桟橋とか、船の発着所です。施設は、津宮寄りにあるのが道の駅で、

大きな１つの建物です。佐原寄りにある複数の棟が水辺交流センターです。研修施

設・飲食施設・クラブハウス・ロッカー室・シャワー室などが備わっています。水

辺のほうは、佐原河岸と言いまして舟運の発着所・緊急の船着場・係留桟橋・ボー

トヤード・水辺広場・船舶の昇降スロープなどが備わっています。 

  ご質問のどういうふうに生かすのかということですが、現在、ご案内のように利

根川舟運地域づくり協議会という、沿線の千葉県・茨城県の関係自治体でつくる協

議会があり、利根川の舟運の社会的な実証実験を行っています。取手から銚子まで、

霞ヶ浦を使って土浦から銚子まで、など大きな舟運のコースを考えています。現在

佐原周辺では、「ぶれきめら」という団体が行っています、小野川から水門を出て、

通称「たぬき島」といわれるコースを運行していますが、そういったものの発着所

にもなります。 

  また、十六島で水郷与田浦の舟運関係者もございますが、そちらも利用される意

向もあります。社会実験を行っている業者も商業的、観光的に成り立つか検討を行

っています。 

  何れにしましても、単に道の駅ではなく舟運の拠点でもあるということで、今の

スローライフと言いますか、新しい観光のツールとして、舟運が佐原を中心に拠点

的に展開されることが期待されています。 

  そのための施設として、関係者の間で積極的に活用していくことになります。 

 

 

 ○○氏：（） 

  船の話ですが、観光的利用ということで、観光船のような形で、例えば佐原では

水の郷を利用し、小見川、銚子などに係留所を造るなどの計画はないですか。 

 

建設部長： 

  舟運協議会で行っています社会実験の中で、国土交通省が直接桟橋を設けて行く

ということで、神崎には既にありますが、上流側にも造って行きたいと聞いていま

す。 

  それを商業・観光事業に生かせるかどうかの具体的な話は聞いておりません。 

 

 ○○氏：（） 

  試験的な運転ということで、土浦・潮来間を船で行ったいう話を聞きましたが、

上流は河床も上がっていて神崎から上流は上れなかったということもあったと聞

いているが、船の大きさを決めるのか、浚渫するのか、今後、２２年の春に全部竣

工ということではないように聞いています。 

  また、各自治体で、新しい船を造るという話も出ているんですか。 

 

建設部長： 

  昨年、取手から佐原へ航行させたんですが、神崎で座礁しまして、利根川も浅い

ところあり、航路として安定的に設定することが難しいとの話があります。 
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  一方、土浦に会社のあるラクスマリーナの船で土浦・銚子間を、私も乗船しまし

たが、将来性はあると思いますが、その時船長も言っていましたが、「川は下に何

があるかわからないので慎重にやらなければいけない。」と。何か事故があっては

いけないので、国土交通省、河川管理者と協議しながら対応したいと思います。 

 

 

○○氏：（） 

  国体のカヌーの件ですが、観戦する場所は、土手の上ですか。 

 

教育部長： 

  堤防の上に管理用の道路があり、ロープを張り分けてありますので、ロープの外

でご覧になれます。 

  カヌー競技は、ワイルドウォーターレーシング、急流くだり、になりますので、

なかなかそういう競技を見る機会がないと思いますので、１０月１日から４日まで

ですので、ご覧頂ければと思います。 

 

 

○○氏：（） 

  香取市でカヌー競技の申し込みはあるんですか。 

 

教育長： 

  栗源で行うカヌー競技は２種類ありまして、ワイルドウォーター、荒北橋のちょ

っと先から区事務所の近くまで、約１５００ｍ下るという、それから２５０ｍ・５

００ｍで関門をくぐるスラロームを行います。 

  千葉県の選手は、スラローム・ワイルドウォーターは松戸の方から出場する選手

が多いです。 

香取市の選手は佐倉市で行う、水面のフラットなところでスピードを競う競技で、

今年、香取市の選手は大活躍して入賞し、総合で５位という成績を収めました。ス

ラローム・ワイルドウォーターは、香取市からは、今後出るかもしれませんが今の

ところは、予選もございますので、そのような状況でございます。 

 

 

○○氏：（） 

  政権交代に伴い、事業仕分けを盛んにやっておりまして、これに伴って香取市で

財政的に影響を受けることはありますか。 

 

企画財政部長： 

  多岐にわたる項目が事業仕分けの対象となりまして、継続、見直し、廃止なりと

振り分けられる中には、国直轄のものと、地方に影響するものと両方が含まれてお

り、地方に影響するものについては、例えば、市内の国直轄事業で、聞くところに

よりますと、農業水利事業に影響が出ると聞いております。 

また、市の事業にどの程度影響するかについては、多くの分野で見直しされると

報じられていますが、中身についてはどの程度影響するのか情報が入っていません

ので、具体的にお答えはできない状況です。これから国の予算査定の中て明らかに

されていくものと思われますので、詳細に示されるのは、２２年度入ってからと思
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います。 

 

副市長： 

  ただいま、国の事業仕分けの話がありましたが、市におきましても、都市経営会

議というものがありまして、その中で、市の事業の効果を評価しながら、評価をし

て、次の時代に繋げていこうとしております。国の政策変化に影響されない、市の

施策として、無駄のない施策分けをしていくことになります。そういうことを併せ

てお考え頂き、これから市の施策の方向がどういう方向に向いていくのか皆様方か

ら評価を頂ければと考えています。 

 

 

○○（）： 

  教育長さんにお聞きします。 

今、インフルエンザで、各学校で学級閉鎖があるようですが、教育長さんの意見

をお聞きします。 

私は、小見川北小学校で「わくわく」という子供たちのボランティアをしている

が、インフルエンザが蔓延してから子供たちの集いができなくなっています。何回

か会議をした中で、みんなが言うことで、「何かあったら責任がとれない。」それを

やっていては何もできないと思うわけで、子供たちが楽しみにしているので、どう

思うのか聞かせてください。 

 

教育長： 

  率直なお話をさせて頂いて、是非「わくわく」はやって頂きたいと思います。 

しかし、インフルエンザの特性からかかっていない子供たちに参加して頂きたい。

学校の場合は、クラスで２人以上のインフルエンザが出たら学級閉鎖しましょうと

いうのが県の指導であり、それに従って市もインフルエンザの取扱をしております。 

私個人としては、やって頂きたいんですけれども、病気の子供については、不特

定多数に流行しては困りますので、完治するまで遠慮頂いて、それでできればいい

ことですね。こう思います。 

 

 

秘書広報課長： 

  皆様方から、たくさんのご意見を頂戴してまりましたが、ここで市長から締めの

挨拶をお願いします。 

 

市長： 

  長時間に渡りまして色々なご意見を拝聴しまして、ありがとうございました。 

  締めの挨拶の前に、このところの成田空港の問題、前原大臣の発言による影響に

ついて、これまでの経過を説明させて頂きたいと思います。 

関西空港の将来性、大阪府知事と会談の後にそういった話が出たんですが、話は、

羽田空港のハブ化を進めて行くという政策です。成田空港が日本の国際空港で、羽

田空港が国内空港で、内際すみ分けをしていくという話だったものですから、その

発言に、大変驚いたところです。 

香取市は、成田空港に大変多くの雇用を求めており、成田空港の行く先は、市の

将来にとって大変重要な位置付けで、他人事ではないわけです。そこで、成田市長
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共々早いうちに大臣のところに直接お伺いしたところです。 

大臣の話はこうです。 

現在、成田空港は２０万回飛んでいます。滑走路を北側に２５０ｍ延伸し、２５

００ｍとしたことで、同時発着が可能となり、最大３０万回まで増やせますが、来

年３月に２２万回飛ばす計画になっています。 

羽田空港は、現在、３０万回飛んでいます。これを来年１０月までに滑走路を海

に４本目を造り、さらに２４時間化して、最高約４１万回となります。 

両方を併せて７１万回となりますが、２０３０年に日本の航空需要は９６万回と

なるということで、全然足らないということであります。 

  こういった状況の中で、私たちが気を付けていかなければならないことは、合理

的なすみ分けですが、これについてはよくわからないですが、日本の管制をどうい

うふうに持っていくのか、空港をどう捉えるていくのか、など将来の日本の目標・

形が示されてないし、わからない事態です。現状で成田空港を取り巻く９市町が一

丸となって成田空港をより良い空港に育て上げていくことが必要と思っていると

ころです。 

  ある試算によりますと、平成１９年の成田空港内の従業員数は、２万数千人とい

われていますが、この中で香取市からの従業員数は１，７００人位と記憶していま

す。実際には、空港外のレストラン、ホテルなどを加えると空港関連で約６万人い

るといわれています。その率でいくと香取市からも相当数の方々がそこに雇用を求

めていると思います。１，７００名というと、香取市における経済的な影響力は額

にして約７億円となり、３０万回にすると相乗効果も含めて１６億円といわれてい

ます。ものすごい額になると思いますし、香取市にとっての大きな税収に繋がって

くるだろうと思います。 

また、お金だけでなく、今、経済的な縮小傾向にある中、市内の大きな一流会社

の工場が撤退するなど大変厳しい状況にある中、そこに雇用を求めることができ、

大変有効であると思います。したがって、市内に企業を誘致することも当たり前で

すが、雇用の場を、そういった場で、そういった形で広げていくことも大きなこと

であると思います。 

昨日、北佐原地区の役員さんの合同忘年会がありまして、１５０人位いらしたん

ですが、税関に勤めているという方がいらっしゃいました。北佐原地区で税関に勤

めている方が５人いると伺いました。多くの方が、成田空港に勤めているし、成田

空港だけではなくて、鹿島臨海工業団地など、私たちの周りに宝物があります。そ

ういったところにも目を向けて、態勢づくり、将来へのステップアップの基盤を作

って行きたいと考えているとこです。 

何れにしましても、今後とも皆様のお知恵を拝借しながら、お話をお聴きしなが

らまちづくりを、なお一層住みよいまちづくりを進めていきたいと考えております。

どうぞ、ご協力の程をよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

寒くなって参りました。もう少しすると年の瀬となりますが、暖かかったり急に

寒くなったりと不順な天候が続きますので、先ほどインフルエンザの話が出ました

が、どうかお体に気を付けて、年の瀬、新しい年を迎え、お過ごし頂きたいと心か

ら念じまして、ご挨拶とさせて頂きます。 

本日は、誠に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
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ともご協力をお願いいたします。 

また、本日の市民懇談会の内容は、取り纏め次第、広報かとりやホームページな

どでお知らせします。 

なお、本年度の市民懇談会は、８月１８日開催の第１回から本日までの間に、全

５回開催して参りましたが、本日を持ちまして、今年度の全ての予定を無地に終了

することができました。皆様方のご協力に心より感謝いたします。 

それではこれを持ちまして、最終回の市民懇談会を終了させて頂きます。 

 

以上 


