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コラム：あらためまして不要不急の外出を避けましょう

新型ウイルスが猛威をふるっています…
日頃より皆様には立川ひろとしの議員活動にご理解、
ご支援を頂きまして有難うございます。

h_tachikawa＠tacho-net.com

今回、猛威を振るっている新型コロナウイルスは、当初は感染経路を追うことができ、
感染者と濃厚接触した方を特定して経過観察するなどの措置で防いできましたが、
ここ最近は、感染経路が不明な方が多く市中感染の様相と報道しているところもあります。

皆さんもご存じのように、昨年暮れに中国で発生した
新型ウイルス（コロナウイルス）は世界各国で猛威を
振るい、日本にとっても例外ではありません。

まだ治療薬を含め明確な治療法が確立されていない現状においては、まず第一に

皆さんご自身が感染しないこと

を最重要視し、不要不急の外出を
避けること、やむをえず外出しなければならないときには、

結城市においても感染拡大を止めるため多くの行事を
中止や延期、国の要請を受けて小中学校を臨時休業、
（その後、小学校にて低学年児童の預かりを実施）、
卒業式・入学式を関係者（卒業生・保護者・教職員 等）
のみで実施するなどの措置が取られ、市議会でも
３月議会において出席者（議員・執行部・傍聴者）の
全員マスク着用、マスク着用のまま質問・答弁許可、
例年３月議会で行われる着物議会を延期するなどの
対応をしながらの議会となりました。

・ マスク着用＆咳エチケットの励行（れいこう）
マスクするタチカワ

・ 人と一定の距離（２ｍくらい）を保つ
【ソーシャルディスタンスという表現をしていることもあるようです】
・ ３密（密閉・密集・密接）を避ける
・ 定期的に部屋の換気をとる
・ 手洗いをしっかりと

そのような皆さんの感染防止の努力の中でも、
結城市において 4/14 に感染者が発生しました。

など、あらためて予防策に努めて頂きたいと思います。

皆さんにも、決して他人事とは考えずに、不要不急の
外出を避けること、手洗いやマスク着用などに務め、
コロナウイルスにかからないこと、健康を守ることを
第一において頂けますよう強くお願い致します。

市役所窓口に
ビニールカーテン設置

私も、様々な行事で皆さんとお会いする機会が減っていることを残念に思いながらも、
自分自身が普段から多くの人と接する立場であることを再認識し、自分が感染しないこと、
そして自分が感染源にならないことに注意し、外出時のマスク着用、しっかり手洗い、
お風呂に入ってウイルスを洗い流す毎日を送っています。
裏面にも掲載しましたが、電話、FAX、メール、SNSなど対面でなくてもお受けできる
形を随時とっておりますので、皆様からの情報をお待ちしております。
この状況が打開され、市内各地でまたみなさんとお会いできる機会を心待ちにしながら、
いまは皆さんと一緒にこの困難に立ち向かいたい、そんな気持ちでおります。

その一方で、お仕事の関係や、定期的な買い物など、生活を維持していくために
どうしても外出せざるを得ないことも事実かと思います。結城市、茨城県、厚生労働省の
各ホームページなどでも随時必要な情報を掲載していますので、どうしてもの外出の
際には皆さんの行動における判断材料として頂けたらと思います。
今回のコロナウイルス蔓延でおきている出来事を見ていくと、トイレットペーパーや
食料の買占め、行動制限など、大規模災害の側面もあるように見受けられます。技術革新
による移動手段の発達は、便利な一方、こういった事態における拡大の高速化など
表裏一体であることも理解をしておかねばなりません。
決して対岸の火事のような感覚でとらえず、危険がすぐ近くまで迫っている、
皆さんご自身のことに置きかえて注意して頂けますようお願い致します。
※ 本誌は4/16（原稿確定時）の情報をもとに掲載しております。日々状況が変わって
行くことが考えられ、本誌の内容も古い情報となっている可能性があります。
是非、最新の情報を入手して頂いたうえでの行動・判断をお願い致します。

結城の課題にしっかり提言！ 立川ひろとし一般質問ダイジェスト！
１．駅前分庁舎閉鎖後の
コミュニティースペースについて

２．新型ウイルス（コロナウイルス）に
対する取り組みについて

３．公立高校の中高一貫校への対応について

本年９月末より新庁舎で業務が開始
される中、これまで駅前分庁舎に
あった各部局の移動先について議会に

昨年１２月に中国で発生した
新型ウイルスに起因する肺炎が

昨今、県内で新設で中高一貫校が
設立されるとともに、これまでの
高等学校においても、学級の一部を

説明があったことから、あらためて、
その内容や会議室スペースが新たな

流行し、今後、日本国内での対策も
急がれることになるであろうこと
から、市の対策について質問

移転先でどう確保されていくのか

致しました。

質問致しました。
執行部からは以下のような答弁がありました
・教育委員会、水道課、下水道課、まちづくり協働課
（市民活動支援センターから改称） ⇒ 本庁舎へ移転
・社会福祉協議会 ⇒ 健康増進センター事務室へ移転
（健康増進センターは健康増進課に改変され本庁舎へ）
・子育て広場 ⇒ 市民情報センター
１階キッズスペースへ移転
・移転時期は本年１０月から１１月を予定
・移転完了後は分庁舎機能を廃止し３階部分の運用停止

市においても、国・県からの通知に基づき，市ホーム
ページ、お知らせ版、回覧などでの情報提供，感染症
予防の啓発活動への取り組みが答弁されました。
学校においても、新型コロナウイルス感染症対策は
季節性インフルエンザ同様に感染予防対策を行う方針、
症状の見られる児童の出席停止、さらには、３月中の
学校の休業、低学年の学校での預かりなどの体制について
答弁がありました。
※ 細かく答弁を頂きましたが、質問をした３月当初と
フェーズが変わり、当時の答弁内容が現状に比べて

中等部に振り向ける形（併設）で
中高一貫校となるケースが増えて
きていることから、この傾向を
どのようにとらえているのかを質問しました。
執行部からは、
・適性検査は小学校学習指導要領に基づき出題される
ことから、受験対策としての特別な学習内容や
指導体制を編成する必要はなく、小学校学習指導要領の
内容をしっかり習得することが最も重要
・中高一貫校が増えることで、児童の進路選択の多様化が
進む中、選択の意思を尊重しつつ、これまで同様
教師の授業力向上や家庭・地域との連携強化を図り
小中一貫教育を充実させた取組により、未来を担う
子どもの夢や希望を育んでいく

古い内容となったので詳細は割愛しました
・貸館事業も令和２年９月で終了

また、文教都市結城を政策に掲げている市長からも

あわせて、今後、駅前分庁舎に係る関係条例等の廃止
手続きを行い，行政財産から普通財産への財産区分変更

今現在においては、国内においても感染経路の特定が
できない患者が多く、緊急事態宣言も発令されています。

手続きを行って、財産管理や処分をしやすくする処置も

これまで、茨城県内でも感染者がでており、傾向を
見ると鉄道路線などで都心との人の流れの大きいところや、
隣県と生活圏を共にしている地域で感染者が伸びている
ように見受けられます。（あくまで私見です）

幅が広がり、一貫教育の拡大と充実に寄与するものと

結城市でも 4/14 に感染者２名が確認されました。
引き続き関連情報の提供、不要不急の外出自粛の呼びかけ、
人の集まりやすい施設の休館、イベントの中止、小中学校
休業をはじめ、感染の拡大阻止にむけて様々な取り組みや
呼びかけが行われております。

触れる機会があり、進路選択、将来の仕事の選択の幅も
多様化しております。子供たち自身が、自分がこういった
道に進むためにはどんなことを学んでおくと役立つか、
などなど、未来ある子供たちが社会の中で力強く自分の
道を切り開いて活躍できるような教育にもぜひ取り組んで
ほしいと願っています。

行うとの答弁もありました。
私が心配していたのはこれまで広大なスペースで
あった駅前分庁舎から各々の移転先で変わらぬ業務が
遂行できるか、会議室などのコミュニティースペースが
確保できるかという点でしたが、ボランティアの皆さんの
活動に支障が出ないよう配慮したり、貸館スペースが
なくなる分を公民館、コミュニティーセンターなどの
既存施設を活用して、市民の皆さんの方に出向く形を
とって活動していくなどの考え方が示されました。

・来年度以降，創立に向けた検討を進めていく小中一貫校
に加え県立中高一貫校が新設されることは，進路選択の
考えている
といった答弁がありました。
昨今の情報社会の中、子供たちもたくさんの情報に

※ 次回の結城市議会だより（5/1発行予定）にも議会活動の様子・各議員の質疑などが詳しく掲載されますので、あわせてご覧下さい

３月定例会でこのようなことが決まりました！

皆さんに身近な話題をわかりやすく解説！

■ 令和２年 結城市当初予算が成立

■ 結城市副市長の選任に同意

・各会計の内容＆前年度比較は以下の通り（単位：千円）

・杉山 順彦（すぎやま みちひこ）さん（大字結城）の選任に同意

会計区分

■ 補正予算の可決

令和２年

令和元年

比較増減

18,734,000

19,746,000

▲ 1,012,000

5,159,400

5,501,400

620,000

574,000

3,637,500

3,717,000

22,600

21,800

800

結城南部 第二土地区画整理事業

137,000

120,700

16,300

結城南部 第三土地区画整理事業

58,200

82,700

0

1,465,600

▲ 1,465,600

130,600

120,400

10,200

823

1,336

収益的収支

1,390,090

1,217,069

資本的収支

642,928

644,790

収益的収支

1,328,154

0

1,328,154

資本的収支

845,776

0

845,776

・近年ひとり親家庭に対する支援制度等の充実・拡充がなされていることから
本制度を廃止

計

32,707,071

33,212,795

505,724

■ 結城駅 北口⇔南口 通路（メルヘン橋）を市道認定

一般会計
国民健康保険
特

後期高齢者医療

別

介護保険
事業

介護保険事業勘定
介護サービス事業勘定

会
計

公共下水道事業
農業集落排水事業
住宅資金等貸付事業

▲

342,000
46,000

▲

79,500

▲

24,500

▲

513
173,021

企 業 会計

水道事業
公共
下水道事業
合

▲

1,862

▲

① 一般会計・８特別会計 5億 9,266万 8千円を可決（その１）
② 一般会計補正予算 1億 9,466万 4千円 を可決（その２）
⇒ 国の補正予算決定に伴い事業認可されたものを予算化
■ 機構改革（結城市行政組織条例の改正）の実施
・以下５つのポイントを目的とした結城市行政組織条例の改正を議決
① 部の規模適正化
③ 類似・関連事務の統廃合
⑤ 行政需要の変化への対応

② 少人数組織（課・室・係）の統廃合
④ 事務事業の見直し

・８部 ３２課 ６室 ６８係 体制に再編

■ 結城市子育て支援センターの開館日数・時間の変更
・子育て世代への支援を拡充するため下記の通りに変更
開館日
開館時間

月曜～金曜
午前８時半～午後５時

⇒
⇒

月曜～土曜
午前９時～午後４時半

■ 結城市母子家庭等児童学資金支給条例を廃止

・市道１４６９号線として認定

・本年度より公共下水道事業特別会計が企業会計に移行したため、
上記の表では特別会計側で全額減、企業会計側で全額増として掲載

※ご参考

国道３３９号線（青森県竜飛岬）は階段国道として有名

結城市役所 新庁舎建設工事 見学会に参加してきました！
令和２年３月２４日（火）に
市議会議員を対象に結城市役所
新庁舎建設工事 見学会が開催され
ました。開庁まであと半年を切り、
かなり工事も進み、建物の形も
わかるようになってきました。
●建物概要
① 敷地面積

15929.7㎡

② 庁舎棟（鉄骨造 ５階 免震構造）
建築面積
延床面積
建物高

3325.63 ㎡
10376.99 ㎡
27.84 ｍ

③ 附属棟(鉄骨造2階)
建築面積
延床面積
建物高

ネットやＳＮＳでも活動報告＆質問お受けましす！

HomePage

https://tachikawa-hirotoshi.com/
https://www.facebook.com/Hirotoshi.Tachikawa
https://twitter.com/Tachikawa_Hiro
ID : yk-tckw-official
https://www.instagram.com/hiro_tachikawa/
ID : hiro_tachikawa

347.41 ㎡
684.78 ㎡
7.60 ｍ

何者かよくわからないと言われなくなるまで自己紹介
・昭和４８年（１９７３年）５月３日 結城市結城生まれ ４６歳
・城西小学校 ⇒ 結城中学校 ⇒ 下館第一高等学校 普通科
⇒ 日本大学工学部 電気工学科を卒業 民間企業でシステムエンジニアとして従事
・平成１５年 結城市議会議員選挙にて当選 ⇒ 以来３期１２年 市議として活動
・平成２７年８月 結城市長選挙に立候補するも力及ばず敗戦
・敗戦後、引退を決意してすべての公職から退きシステムエンジニアに復帰するも
後援会や地元からの要請で 平成３１年 結城市議会議員選挙にて議員復帰 現在４期目
・結城市議会 産業建設委員会、議会運営委員会 に所属
・結城市消防団 第５分団 団員（平成１７年７月～ 現在）
・結城市ペタンク協会 会長（令和元年７月～ 現在）

今回も無事にお届けできたので編集後記と反省

h_tachikawa@tacho-net.com

あわただしい中での作成でしたが、今回も何とか広報誌を
まとめあげ、皆さんにお届けできたことにほっとしております。

TEL

0296-33-5657 (自宅)

FAX

0296-54-4642 (FAX専用回線）

このように世の中が混乱している状況の中で、いつもどおり
議会報告を発行しても大丈夫だろうか、と思うこともありましたが、

・SNS/メールはすべて立川本人が直接管理しておりますので、他の者がお問い合わせ内容を
見ることはありませんのでご安心ください。

こんな時だからお伝えすることもある、こんな時だからこそ
みんなで頑張ろうという思いで発行いたしました。

・お問い合わせの際にはお名前やお住まいを地域も明記頂けましたら、より具体的に回答が
できる場合がございますので、ご理解＆ご協力をお願い致します。

皆さんも体調管理＆コロナウイルスに感染しないよう注意して頂きながら
この大変な状況を一緒に乗り切りましょう。

立川ひろとしのシセイ（結城市政・政治姿勢）報告
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■ 後援会連絡先

〒307-0001 結城市結城(公達)9858-25

TEL 0296-33-5657

FAX 0296-54-4642

h_tachikawa＠tacho-net.com

