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立川ひろとしからの手紙

ネットやＳＮＳでも活動報告＆質問お受けします！ 皆さんの声をお聞かせください！

           https://www.facebook.com/Hirotoshi.Tachikawa

           https://twitter.com/Tachikawa_Hiro

           ID : yk-tckw-official

           https://www.instagram.com/hiro_tachikawa/
           ID : hiro_tachikawa

         h_tachikawa@tacho-net.com

       　https://tachikawa-hirotoshi.com/

         0296-33-5657 (自宅)

         0296-54-4642 (FAX専用回線）    

各種ＳＮＳでも活動報告を行っております。

　皆さんおもちの携帯電話やスマートフォンで、

リンク集のページから是非ご覧ください。

　日々、インターネット上のホームページや

作成しています。

本誌 表ページ左上のＱＲコードを読み込んで頂き

　

一連のページをリンク集としてまとめたものも

中継が始まっております。
　

　本会議（開会・閉会）及び代表質問（１２月の第４回定例会のみで実施）、

一般質問が中継されており、議会開会中の当該会議の開催中はライブ中継

　令和４年 第４回定例会（令和４年１２月）より、結城市議会のインターネット

（若干のタイムラグあり）、当該会議の終了後には、一定の期間後に録画された

動画を見ることができます。
　

　閲覧されたい方は、結城市議会の公式サイトを開いて、中段中央の

閲覧サイトに入ることができます。また、下記のＱＲコードを読み込んで

なり、皆さんにとって必要な組織になって行けたらと考えております。

　今回の中継開始により結城市議会の公開ツールとして、議会だより、ケーブル

整備されました。いろいろな形を通して、市民の皆さんにとって議会が身近に

　

「広報広聴」コーナーから「議会インターネット中継」を選んで頂けますと

テレビによる中継に加えて、インターネット中継という新たな情報発信ツールが

頂けましたら、直接、閲覧サイトに入ることができます。

結城市議会インターネット中継が始まりました！

こんな感じで見られます
スマートフォンで

読み込んで閲覧にご活用下さい

　　　　　　　　　　 テレビ回線 等、定額もしくは無料で通信量無制限で

　

・定額通信環境では無い接続環境でご覧になる場合には、皆さんの端末の

　作成したものです。上手く読み込めない場合は、立川までお問い合わせ

　

　

【注意】

・上記ＱＲコードは、サイトＵＲＬの入力簡便化を目的に、立川が私的に

・動画閲覧となりますので通信量の増加が予想されます。

　　　　　　　　　　 利用できる契約や環境

　定額通信環境下や安価なパケット通信契約などでの閲覧をお勧めします。

　

　ください。（結城市議会 議会事務局には問い合わせをしないで下さい）

  ※ 定額通信環境 ： Wifi接続（ご自宅・フリースポット）・光回線・ケーブル

　ご契約をご確認の上、通信量（パケット消費量）の上限や、１か月ごとの

　通信料の課金状況などにご注意しながらご覧ください。

こんなところから看板設置への御協力のお願い

　市内で数カ所、私の看板を設置させて頂いており

後援会 及び 後援会連絡所の看板は選挙区内（市内）に

１２カ所まで設置することができ、看板設置個所の

増設に努めております。
　

　看板設置場所の御協力を頂ける方がおられましたら

どうぞよろしくお願いいたします。

見かける機会がありましたら幸いです。こういった

 本年４月に任期満了を迎えることとなりました

寄り添いながら、皆さんの代弁者として活動が継続できますよう、鋭意努力を

支えて頂きながら、本年４月をもって無事に任期満了を迎えることとなりました。

　これまで活動ができたことに感謝申し上げながら、引き続き、皆さんに

なる補正予算が決定しました。裏面の予算内容のレポートにおいても、今回は、

保険事業の運営に関する協議会 委員（会長職務代理者）、筑西広域市町村圏

今期は、４年のブランクからの復帰でしたので、じっくりと原点に立ち返って、

　

　

本年は、新型コロナウイルス感染症との共存に向けた動きに転じてくるのではと

　

申し上げながら活動報告をお届けします。

事務組合の議員 及び 監査委員として活動しながら、前の任期から継続して

　昨年の１１月臨時議会、１２月定例会においては、新型コロナウイルス感染症や

考えております。

活動報告ができました。

続けて行く所存でおります。引き続き、ご指導・ご鞭撻のほど、お願いを

　

議会終了後の本誌発行を実施したり、ホームページ・ＳＮＳ等を通じて様々な

　２０１９年春 急遽の市議会議員 復帰から慌ただしく４年が過ぎ、皆様に

　また、産業・建設委員会（委員長）、議会情報推進委員会、結城市 国民健康

いつもとは思考を変えて、燃料費の補正などが分かるような書き方にしてみました。

中心に活動してまいりました。

市民の皆さんに寄り添い、市民生活に直結する課題を質問に取り上げることを

円安、国際紛争の影響を受けての物価高、燃料費高騰における支援や補正が中心と

５類への分類変更の議論、ワクチンの公費負担の是非について報道されるなど、

　日頃より、皆様には立川ひろとしの活動に

ご理解・ご支援を頂きまして有難うございます。

　新年を迎えまして、皆様におかれましては

　

選挙や議会など慌ただしく年末年始が過ぎ去った

如何お過ごしでしょうか。私といたしましては

といった感があります。
　

　新型コロナウイルス感染症についても

昨年秋ごろから、第８波とみられる傾向が出ており、

行動制限がかからないことから、増加傾向がみられているかと思います。一方で、

ワクチンの４回目・５回目 接種が進み、治療薬の供給も開始されたこと、２類から

 サラリーマン議員から離れております

　ご報告となりますが、昨年 11/15 をもって

勤め先をいったん退職し個人事業主となり、

外注としてこれまでの勤め先と関わることに

なりました。

　昨年末～本年春までの議会日程、選挙日程を

考慮すると、出勤できる機会が大幅に少なくなる

ことからの判断で、来春、身の振り方が明確に

なった時点で戻ることも含めて会社と話して

おります。
　

　

　仕事の変更自体は個人的なことですが、経歴にもかかわることであり、今期は

サラリーマン議員として広く認識して頂き、話題にあがることもありましたので、

皆様にご報告させて頂きました。
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 令和４年１２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！

・生活保護費（医療扶助費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021.4 万円

・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金　　　　　　　　　　　　　　165.7 万円

・光熱水費（道路総務事務経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　201.8 万円

・障害者訓練等給付費　                                         1290.0 万円

・高齢者移動支援事業費（自動車借上料）　　　　　　　　　　　　　 43.4 万円

・光熱水費（コミュニティーセンター運営費）　 　　　　　　　　　　 7.1 万円

・光熱水費（工業団地整備推進事業）　　　　　　　　　　　　　　 　12.0 万円

　 ３億 ２２５２万 ５０００円 の補正予算を可決

② 主なものは以下の通り

　

　

・光熱水費（庁舎維持管理経費）                                  848.3 万円

・燃料費（庁舎維持管理経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65.3 万円

・光熱水費（交通安全対策推進費・駐車場管理経費）　　　　　　　　　9.3 万円

・光熱水費（交通安全施設整備費・施設管理経費）                  117.1 万円

① 一般会計・特別会計（３本）・企業会計（２本）の合計で

・障害者介護給付費　                                           1197.8 万円

・障害者福祉センター管理運営委託料　　　　　　　　　　　　　 　　99.2 万円

・保育対策総合支援事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　47.1 万円

　

・市内私立特定保育施設給付費　　　　　　　　　　　　　　　　 　1554.8 万円

■ 令和４年度 一般会計・特別会計・企業会計の補正予算を可決

・児童発達支援費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1468.6 万円

・光熱水費（山川文化会館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　55.7 万円

・放課後等デイサービス費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2088.1 万円

・光熱水費（公立保育所運営経費）　　　　　　　　　　　　　　　　303.4 万円

・光熱水費（放課後児童健全育成事業）　　　　　　　　　　　　　　 30.0 万円

・山川保育所エアコン設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　109.7 万円

・放課後児童支援員等処遇改善事業補助金　　　　　　　　　　　　　330.0 万円

・生活保護費（施設事務費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　407.3 万円

・儲かる産地支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　  　116.6 万円

・県単土地改良事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350.0 万円

・農業集落排水事業特別会計繰出金 　　　　　　　　　　　　　　 　204.2 万円

・市道0109号線舗装整備・街路灯LED化事業費

　　道路改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ▲ 1150.0 万円

　　街路灯LED化事業費　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1150.0 万円

・結城南部第２土地区画整理事業 特別会計繰出し金　　　　　　　　　10.6 万円

・結城南部第３土地区画整理事業 特別会計繰出し金　　　　　　　 　107.3 万円

・公園樹木等管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119.7 万円

・光熱水費（施設管理経費・都市計画課）　　　　　　　　　　　　 　74.4 万円

・光熱水費（市営住宅管理経費）　　　　　　　　　　　　　　　　 　46.0 万円

・市営住宅医事改修事業（整備工事）　　　　　　　　　　　　  1億  467.0 万円

・光熱水費（災害対策関係経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.2 万円

・光熱水費（小学校管理経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　483.3 万円

・光熱水費（中学校管理経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　296.0 万円

（右に続く）　

・燃料費（消防団関係経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.9 万円

・光熱水費（消防団関係経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18.3 万円

・公営企業負担金（公共下水道事業）　　　　　　　　　　　　　 　1606.0 万円

これから忙しくなるなあと思いにふける編集後記

安堵しております。

学校行事をはじめ、様々なイベントが

通常開催され、皆さんとお会いする機会が

頂けたことが大変有意義でした。

お招きを頂き観戦させて頂きましたが、

局面ではあったものの、しっかりと感染対策を行いながら、子供たちに活躍の場を

　

　今回も無事にお届けができたことに

感染症が落ち着きを見せたことから

新型コロナウイルス感染症という難しい

つくりたいという気持ちで実施を決断した話を伺いました。様々な思いの中で、

なんとか通常のイベント開催を行うために頑張っている方々を、微力では

ありますが、応援していきたいと思っています。
　

　私も、本年４月には任期満了を迎えます。市民の皆様の様々な声を頂き、

しっかり取り組んで行く所存です。

　新型コロナウイルス感染症、円安、国際紛争などいろいろな課題が市民生活に

　先日も、子供たちのスポーツ大会に

　９月・１０月と新型コロナウイルス

皆さんの想いを背負って、これからも皆さんの代弁者として活動できるよう、

　

　

乗り越えて行けたらと思います。本年もよろしくお願いいたします。

大きく影を落とす時代ではありますが、皆さんと一緒に、この大変な時代を

　定年引上げにより６５歳までフルタイムで勤務することを原則とする中、６０歳以降の

　

　意向を踏まえ、短時間勤務の職で再任用することができる制度

　（勤務時間、給与の仕組み等は、現行の再任用制度（短時間勤務）と同様）

　職員の多様な働き方のニーズに対応するため、６０歳以後に退職した職員を、本人の

・市民情報センター・ゆうき図書館管理運営経費　　　　　　　　 　1433.8 万円

・鹿窪運動公園施設管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　445.5 万円

・光熱水費（学校給食センター運営管理経費）　　　　　　　　　　 1207.6 万円
　

　引き上げる改正

・改正に伴い「管理監督職勤務上限年齢制」「定年前再任用短時間勤務制度」の導入と

【結城南部第３土地区画整理事業】上下水道新設工事負担金　　　　  107.3 万円

【公共下水道事業】　　　　　　　動力費　　　　　　　　　　　　　1723.1万円
　

　所要の改正を合わせて実施
　

　

※ 定年前再任用短時間勤務制度

【結城南部第２土地区画整理事業】光熱水費（一般管理事務経費）　　 10.6 万円

■ 結城市職員の定年等の延長に関する改正

・市内私立特定教育施設給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　368.0 万円

　

・市民文化センター管理運営委託料　　　　　　　　　　　　　　　　488.5 万円

【農業集落排水事業】　　　　　　光熱水費（施設管理経費）　　　　204.2 万円

・地方公務員法の一部改正に伴い、令和５年４月１日から職員の定年を段階的に

　

※ 管理監督職勤務上限年齢制 ＝ 役職定年制

・スポーツ振興対外試合参加補助費　　　　　　　　　　　　　　　　 46.4 万円

　　⇒ 以来 ３期 １２年 市議として活動

・城南保育所 ⇒ 城南小学校 ⇒ 城西小学校

・平成１５年 結城市議会議員選挙にて当選

　  ⇒ 結城中学校 ⇒ 下館第一高等学校 普通科 

・結城市議会 産業建設委員会（委員長）　議会情報推進委員会（議会広報誌編集）

・昭和４８年（１９７３年）５月３日 結城市生まれ

　日本税制改革協議会の主旨賛同議員としても活動

・『税金はシンプルであるべき』『子供にツケをまわさない』を理念とする

　選挙にて議員復帰

　４９歳　丑年　おうし座　独身　嫁 ゆるく募集中

　　⇒ 民間企業でシステムエンジニアとして従事

・筑西広域市町村圏 事務組合議員＆代表監査委員（令和３年７月～）

　送ろうとしたが、後援会や地元から要請を頂き、平成３１年 結城市議会議員

・結城市消防団 第５分団 団員（平成１７年７月～ 現在）

・市議会議員 現在 通算 ４期目

　　⇒ 日本大学工学部 電気工学科を卒業 

・敗戦後、政治的活動から引退し、全ての公職から退き、民間人として余生を

・結城ペタンク協会 会長（令和元年７月～ 現在）← ぜひ一緒にやりましょう！

・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

　結城市国民健康保険の運営に関する協議会　所属（会長 職務代理者）

・サラリーマン 兼職 議員から離れて個人事業主をしながら議員活動中

何者かよくわからないと言われなくなるまで自己紹介

 令和４年１１月臨時議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！

　

　

・学校給食センター 賄材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　294.0 万円　

・電力・ガス・食品等価格高騰緊急支援給付金給付事業　　　　　2億 6279.5 万円

・子育て応援給付金支給事業費　　　　　　　　　　　　　　　　2億 3241.8 万円

② 主なものは以下の通り

・中学校 学校保険特別対策事業費　　　　　　　　　　　　　　　　 　84.0 万円

■ 令和４年度 一般会計・特別会計・企業会計の補正予算を可決

① 一般会計 ５億 ４０７０万円 の補正予算を可決

・高齢者福祉施設・介護サービス事業所物価高騰対策支援事業費　　　1351.8 万円

　

・公立保育所運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.6 万円

・小学校 学校保険特別対策事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　292.0 万円

・民間保育施設物価高騰対策支援事業費　　　　　　　　　　　　　 　650.0 万円

・民間幼稚園物価高騰対策支援事業費　　　　　　　　　　　　　　 　180.0 万円

・市民文化センター 天井改修実施設計委託料　　　　　　　　　　　　502.8 万円

・障害福祉サービス事業所・施設等物価高騰対策支援事業費　         665.5 万円

・土地改良施設物価高騰対策支援事業費　　　　　　　　　　　　　 　453.0 万円

久しぶりのあいさつ運動
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