
椿海地区タウンミーティング概要 

 

１ 日 時 平成２２年７月１６日（金）19 時～20 時 30 分 

２  場 所  椿海小学校 体育館 

３ 参加者 ２２人 

４ 市職員 太田市長、鈴木副市長、江波戸教育長、秘書課長、企画課長、総務課長、

財政課長、税務課長 

５ 概 要 

（１） 開会 

（２） 区長会長あいさつ 

（３） 市政報告（太田市長） 

（４） 質問（要点のみ掲載） 

 

① 市民病院関係 

重要施策の中に匝瑳市民病院の改革プランの推進とあるが、具体的にはどうい

うことか。 

 

（市長回答） 

健全経営を目指していくという一言に尽きる。市民病院を取り巻く環境は、経

営的にもかなり厳しい状態である。昨年度も５億８千万円くらい一般会計から投

入。今年度も５億５千万円くらい当初予算で投入している。なかなかお医者さん

が集まらないことが 大の要因。これは地方自治体病院においてはどこでも同じ

ような状態で、お医者さんがなかなか来ていただけない。鋭意、千葉大病院ある

いは旭中央病院にお願いしている。現在は旭中央病院から２名の内科医を派遣し

てもらっているという状態です。 

県の医療再生計画における市民病院のあり方というのは、二次救急の処置、設

備ができるようにと。手術も対応できるような病院にしてもらいたいといわれて

いる。今の市民病院では、到底県が考えているような病院の状態ではない。県の

構想に乗っかるということであれば、病院の増改築をしていかなければいけない。

また、 新の医療機器も備え付けなければいけない。非常にお金がかかる問題。

お金をかけてその県の計画に乗ったところで、赤字が膨らんでもしょうがない。 

来月くらいに市民が市民病院をどのように考えているのか、将来市民病院がど

うあるべきか、というような形のアンケートをしてみたいと考えている。そのア

ンケート結果をもとに、将来の匝瑳市民病院というものを検討していきたいと考

えている。アンケート調査の結果によっては、大きく金を投入してやっていくか、
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縮小していくかという格好になろうかと思う。現在の状態でこまねいていては、

だんだんジリ貧になっていくという状態は理解していただきたい。なんらかの形

で手を打っていきたい。 

 

② 市民病院関係（再質問） 

それともう一つ。建物が古くなっているが耐震補強はやるのか。 

 

（市長回答） 

アンケートの結果等を受けて、どうしても「匝瑳市民病院はこうあるべきだ」

という形になった場合には、市独自の財政では到底無理なので、そのときには県、

国のほうに働きかけなければならないので、そちらのほうの目処が立たないとな

かなか難しい。ただ、病院を立派にしたからといって今のような状態でお医者さ

んが来ていただけるかというと、またちょっと考えていかなければならないと思

う。やるからには細心の計画をもってやっていかなければならないと考えていま

す。 

 

 ③ 駅南整備関係 

駅の南に駐車場が無くて困っているとみんな言っている。駐車場を何とかする

計画はあるのか。 

 

（市長回答） 

駐車場整備については、現在は検討していませんが、そういう声も聞いていま

す。駐車場ということだけではなく、南口全体の開発について検討していかなけ

ればならないと考えています。 

 

④ 医師確保関係 

市立病院の件だが、私は 7 年お世話になっている。匝瑳市で医師になるような

希望者がいる場合に、市でいくらかの助成をし、医師になった場合に市立病院で

５年なり何年なり勤務してもらうという考えはないのか。 

 

（市長回答） 

お医者さんを育てるということについては、山武市で今年検討しているという

話も聞いている。地元の医学生に対して奨学金で応援して、卒業したらある程度

の期間地元で働いて活躍していただくというような形で考えているということで

す。そういうような長期的な面で、お医者さんを確保していかなければなかなか
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難しいという時代ですので、そういうアイディア等を生かしながら確保に努めて

いきたいと考えています。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

⑤ 市民病院関係 

私は、自治体の病院というのは町の医療の推進役だと思っている。先ほど市長

が、これから市民の皆さんにアンケートをとってこれから病院をどうするのか、

大きくするか小さくするかという、聞いていたら、ちょっと消極的なのかなとい

う考えに聞こえた。私は病院の大きさはどうであれ、市立病院は地域医療の推進

役になっていただかないといけないと思う。 

アンケートというのは市民の声を取るのには有効だと思うが、時にはやはり無

情なものだと思う。一番大事なことは、行政、その予算とか借金とかいろいろな

話が出ているが、私自身、病院に勤めていて、経営者を始めとして自分たちの皮

一枚一枚を切りながら経営努力している。その立場で敢えて言わせていただけれ

ば、まずは病院の職員の皆さんのモチベーションだと思う。職員の皆さんがどう

したいか。例えば中央病院でもいい、他の近隣病院とでも結構。連携したい。じ

ゃあどういう病院にするのか、市民のためにどういうふうにしていくのかという

ことを、まず職員の皆さんが発信していただきたい。そうしなければただ単にア

ンケートを配っても、「今のままでもいいや」、「税金がかかるからつぶしてもいい

んじゃないか」、「いやいやそんなことないよ、金かかっても医者呼んでくれよ」

と本当に意見が割れてしまうと思う。 

アンケートを取るのであれば、どうしたいのかをまずは病院側から発信してい

ただきたい。「こういうふうにやっていきたいのだが皆さんどう考えますか」そう

いうところで市民が一つになって話し合いの場につけるのではないかと思う。病

院問題に関しては、私も本当に関心がある。頑張って消極的にならず推進役にな

っていただきたいと思っているのでよろしくお願いしたい。 

 

（市長回答） 

貴重なご提言ということで承りたいと思います。アンケートのことで消極的と

いうようなことでありますが、現状のままでいくと毎年５億から１０億くらいの

お金を投入しなければならない。それでも市立病院を存続していくということで

あれば、やはり市民の皆さん方の考えを聞いた中で、ある程度補助する金額の限

度というのもあると思う。自分としては、これ以上は市民病院へつぎ込むことは

できないかなと考えている。 

また、内部からモチベーションを上げてとのことです。とにかく医師を含めて

職員のモチベーションを上げていけるように取り組んでいきたいと思います。 
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⑥ 市民病院関係 

市民病院には、派遣会社からどのくらいの職員が入っているのか。受付から何

からみんな派遣社員でしょ。人数が多過ぎないか。書類を一枚持って、眼科へ行

った、何処へ行ったという、そういうやり方をしている。それにも月いくらのお

金が出ている。病院を頼りにして生きている市民がいる。それを消極的な考えで、

「これ以上お金使える、使えない」というのはどうなのか。そのぶん削ればいい

じゃないか。何から何までみんな下請け会社でしょ。掃除も。それこそ福島県の

矢祭町へ行って見てきなさいよ。職員もみんな便所掃除やっているから。私見て

きたから。それ位のことをしてからにして欲しい。 

 

（市長回答） 

臨時とか派遣というのは手持ちの資料がありませんので、改めてご報告させて

いただきます。職員のモチベーションを上げるように一丸となって頑張っていく

という姿勢でいきたい。 

 

⑦ 経費節減関係 

いま国を挙げて税金の無駄遣いについて検証されているが、当市でも何か始め

たのか。 

 

（市長回答） 

合併から５年目に入っているが、行財政改革大綱の予定通り、改革が進んでい

ると私は解釈しています。 

 

（総務課長回答） 

事業仕分け的な意味合いの取り組みとしては、合併事業の中で実施予定だった

道路新設改良事業について、費用対効果等を再度検討して中止している。大きな

事業ではそういう取り組みをしました。 

行政改革については、今月号の広報に掲載しましたが、平成１８年度から２２

年度までの５年間の中で計画を立ててやってきました。市民の代表の皆さんに中

心となってご検討いただいたものを実施しています。具体的には、職員の削減、

組織の見直し、事務事業の見直し、民間委託の推進、指定管理者制度への取り組

み、第３セクター等の見直し。また、ご心配いただいている財政の健全化、市民

参加による開かれた行政の推進、議会は議会での独自の自主的な取り組みという

大きな７項目の中で、個別に５４項目を設定し実施しています。 

平成２１年度末までの状況は、５４項目中４１項目達成し、進捗状況は７５．
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９％。金額に換算すると、削減額としては約１７億円という状況です。特に、職

員の削減については、平成１８年１月２３日に合併したときから今年の４月１日

までで、６９名の削減をしています。ただし、先ほどから皆様方ご心配されてい

る病院職員、看護師等については現状の補充をしながらやっている状況です。単

に職員を減らすということではなく、必要なところには必要な配置をしていくと

いう考え方で取り組んでいます。 

 

 ⑧ 議員定数関係 

市議会議員の定数削減で多少やったようだが、近隣市町との人口比率から比べ

るとまだ多いような気がするが、その辺はどうか。 

 

（市長回答） 

ご案内のように、次の市議会議員選挙は２４名から２０名ということです。人

数については考え方に個人差もあろうかと思う。自分も議会の中で、「市長として

議員の定数削減はどう思うんだ」という質問をいただいたときに、私としては「議

会の皆さんの意見を尊重する」と答弁させていただいている。ただし、タウンミ

ーティングの中で「市長、個人的に今の２０人というのは多いか少ないかどっち

だ」と質問があった時には、私は「もうちょっと頑張ってもらいたかったな」と

答えさせていただいた。「多い」と言う人もあるし「ちょうどいいだろう」と言う

人もある。私としては議会で決めたということなのでそちらを尊重して、１０月

の市議会議員選挙に立候補する方は、そこで頑張っていただきたいと考えていま

す。 

 

 ⑨ 議員定数関係２ 

議員定数は２０人のほうがいい。その分議員報酬を半値にしてもらえば。年金

までかかってくるんだから。人数少なくなればなっただけ議員年金も自分らが積

み立てたものが底をついているんだから。結局税金投入なんだから。人数を減ら

さないで報酬を３分の１位カットして。そうすれば市の職員だって給料上がらな

い。議員が上がったら市の職員も給料上がるから。 

 

（市長回答） 

議会の中でもそういう議論も含めてされたようだが、議員報酬のことはまた検

討していきたいと思います。 
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 ⑩ （仮称）合併記念公園関係 

市役所北側の合併記念公園は、どんな公園になるのか。 

 

（市長回答） 

議会からは「とにかく金のかかる公園ではだめだ」と言われています。合併特

例債を利用する関係であと５年以内にやらないといけないという状況もあるので、

お金のかからない公園ということをまず頭に入れて計画しています。 

市役所の北側に５ｈａ位あるが、２ｈａは市有地と私有地が混在しているので、

使える土地は市有地の３ｈａ。市役所の周辺駐車場が手一杯になっているという

ことも含めて、車も２００～３００台駐車できるスペースを取るなど、多目的広

場のような公園にしたい。大きな施設、建物というのは全く考えていません。 

 

⑪ 市役所駐車場有料化関係 

今駐車場の話が出たが、市の職員や議員の駐車場を無料にしているが、有料に

することは考えていないのか。 

 

（市長回答） 

県下でも何市か、市の職員に有料で駐車場を貸与しているという実態もあるよ

うなので、検討していきたいと思う。 

 

 ⑫ ふれあいパーク関係 

市長は就任して間もないからわからないかもしれないが、ふれあいパークに働

きに来ている人が、せっかく芝を張った上に車を停めて、今度は砕石を入れてあ

る。今ここに写真を持ってきているが。私がちょっとトイレに行きたくてトイレ

の脇に車を停めたら、「すぐにどかせ」と指示するくせに、働きに来ている人が何

で芝をダメにして砕石を入れる権利があるのか。公共の施設でしょ。協会に弁償

してもらいたい。芝生に戻してもらいたい。 

それと、今年になってからインターロッキングをはずして建物を建てたが、市

の了解をとってやっているのか。 

 

（市長回答） 

後で現地に行って調べてみます。それと今年建てた建物については、いろいろ

なイベントを行うために建てたもので、市で了承しています。 
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⑬ 高齢者の活用・道路環境美化・マキの害虫関係 

始めにお願いだが、こういう会合などの時、いつも椿海地区は１０番から終わ

りのほうである。たまには１番から始まることも考えていただきたい。 

私も相当の歳になるが、やはり高齢者の知恵というものがいかに大事かと。年

寄りをこれからますます大事にしていかなければいけないのではないのだろうか

と。いろいろな面で市長さんも、高齢者の知恵を活用していただくようにやって

いただければいいかなと。これが一つ。 

もう一つ。五正部地区は山側に山桑メモリアルホールがある。そうすると篭部

田地区から火葬場に至るところの途中だが、道がいいものだから不法投棄が多い。

山間なもので夕方になると全然人通りが無いものだから、山沿いにビン・缶をど

んどん捨てられる。五正部の住民もときどきゴミ拾いをやる始末。葬儀場関係の

会社の方も従業員を使ってときどきビンや缶拾いをやっている。 

そこで一つの提案だが、あの沿道に道路と山との間に花とかなんかを植えるな

り、ポットでずっと整備していくとか出来ないものか。きれいにしておけば、い

ろいろなゴミを捨てる方もなくなるのではないか。 

それと、植木の関係でマキにつく害虫の被害が広がっていると報道され、広報

もされていた。それについてお願いしたい。 

 

（市長回答） 

まず椿海はいつも１０番目ということだが、まったくそういう意図はない。今

度何かあったときには１番目にやりたいと思う。たまたま今回１０番目になって

しまったということでご理解いただきたい。 

次に高齢者の関係だが、ご案内のように本市は高齢者の比率が多いという状態。

自分もいろいろ各市町村を見ているが、匝瑳市は高齢者人口が多いのだが元気な

方が多い。カラオケ、グラウンドゴルフなど元気に活動されている。また、老人

クラブ発祥の地ということで、いろいろな活動を県下に先駆けてやっている。こ

の元気さを継続していただくように市でも施策を展開していきたい。 

環境美化の問題で、道路が出来たことで逆にそれが美化を損ねているというこ

とですが、先ほども話しに出たが、どこのタウンミーティングに行っても病院と

か環境美化の問題が必ず出る。今度、新生匝瑳戦略会議を立ち上げたときには、

ぜひ環境美化をテーマとして取り組んでもらいたいと思っている。市民一丸とな

って、市民の力で自分たちのまちをきれいにしていこうという形に出来るよう頑

張りたい。 

マキの害虫についての取り組みですが、とにかくマキを食われるということは

市の木を食われるということなので、何とかガードしていかなければいけないと
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考えている。駆除するにもお金がかかるようだ。何とかいい方法を考えて、一軒、

一人がやるのではなく、全員が足並み揃えて害虫駆除の対策をしていかなければ

ならないと思う。啓発を行い、力を合わせて大事なマキを守れるよう取り組んで

いきたいと思っています。 

 

⑭ 青少年健全育成関係 

青少年の健全育成について市長の所感を端的に述べていただきたい。 

 

（市長回答） 

青少年の健全育成については、とにかく指導者やそういう立場の人に頑張って

もらうということに尽きると思う。指導される方々と連携を取り合いながら、青

少年の健全育成に取り組んでいきたいと考えている。実は、自分も青少年の育成

に関わることを今までやっていたので、そういう体験の中で、指導者的な方に対

して、協力できることは協力し、教えられることがあったら教えていきたい。 

 

⑮ 青少年健全育成・椿海小体育館関係 

次のことは特別お答えがなくても結構だが、関係課のほうで討議していただけ

ればと思うが、青少年の諸団体が 近いろんな形で増えてきているので、施設を

借りるにしても行事を立てるにしても、ぶつかることがよくある。そういう点で

困っている面もあるので、青少年団体の連絡協議会というものを作れないかと考

えている。所管長のほうで協議していただければと思う。時期としては 2 月か 3

月頃にやっていただければちょうどいいのだが。 

それともう１点。この椿海小体育館だが、だいぶ床がギシギシしてきていて困

っている面もある。体育館の修理、立て替えについては順番等もあると思うが何

年度頃になるか。 

 

（市長回答） 

青少年団体の連絡協議会については、いろいろ調べて連絡協議会を開催できる

ような方向で努力していきたい。 

 

（教育長回答） 

椿海小の体育館については耐震診断を実施済みで、ＩＳ値という基準があるの

だが、それが椿海小の場合は０．１５という数値だった。国の基準からいうと、

０．３以下については、大地震のときに崩壊の危険性があるという建物の範疇に

入る。したがって、改築していかなければならないが、具体的に何年頃になるか

 8



というと、まだそこまでは進んでいない。今年度は、八日市場小の体育館の改築

を実施する。それともう一つ、須賀小の体育館が０．０７でもっと低い数値なの

で、これは早急にやるという計画は立っている。それ以後については、現在検討

中で決定はしていないが、数値が低いので、子どもの安全性、危険性を考えると

やはり改築しなければならないとは考えています。 

 

 ⑯ 市バス・道路整備・介護保険料関係 

市のバスを何年かここのところ使わせてもらっているが、禁煙禁酒ということ

である。禁煙は当然のことだが、我々は視察研修ということで「飲んでもいいよ」

と言っても視察が終わらなければお酒を飲むことは出来ない。せいぜい飲んでも

帰りのバスで３時頃になってしまうと思うのだが、絶対飲んじゃいけないという

ことで窮屈な思いで市のバスを利用している。我々ボランティア活動をやってい

て缶ビールの１本２本位の、喉を潤す程度の余裕を市でもってもらいたい。 

椿海地区の幹線道路である椿から瀬戸谷に抜ける道路。全部拡張と言っても無

理だと思うが、出来るところから対面通行できるように拡張してもらいたい。通

学道路でもあるし、市のバスも通るし、乗用車同士だといっぱいに寄ってやっと

すれ違いしてくるような状態。これが通学時間帯であればやはり子どもも危険だ

と思う。たまたま事故が無いからいいようなものだが。 

税務課長がいるが、私今年やっと年金がもらえるようになったのだが、３月１

５日が私は満期で、本来６月１５日に保険庁のほうからくるのだろうけど、厚生

年金の関係も少しあったもので遅れてしまい、６月にうちのほうに振込みされた

のだが、実は市のほうから４月のうちに介護保険料を払えと督促状が来た。今日

通知を持って来ればよかったが、どうしてか。 

 

（市長回答） 

バスの件、道路拡幅の件。これはご要望ということで受けさせていただきたい。

バスの禁酒禁煙についてはかなり難しいかなと思うが、意見があったということ

は伝えておきます。 

 

（税務課長回答） 

介護保険の徴収については二つの方法があり、まず４０歳から６５歳未満の方

は、税務課の国民健康保険税の中に含めて介護保険税を負担させていただいてい

ます。６５歳以上の方については、市民課で別途介護保険料を徴収させていただ

いています。６５歳以上の方については、原則として年金からの天引きとなるの

ですが、４月以降に年金を受給された方については、今年の１０月から特別徴収
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が始まるので、その間は普通徴収という形で市民課のほうから納税通知書が行っ

ていると思います。それが未納のため、督促状がいったのだと思います。 

 10


