
　皆様には、日頃から立川ひろとしの活動に対しまして、

ご理解とご支援を頂きまして有難う御座います。

　また、旧年中は皆様には大変お世話になり、本当に

有難うございました。残された４ヶ月の任期を皆様と

一緒にしっかりと活動し、これからも、この議会報告を

出し続けられる立場として頑張りたいと考えております。

　公職選挙法の規定により、手書きでの答礼を除いての

挨拶状の発行は禁じられておりますので、私もこれに準じ、

例年通り、年賀状の発送を行いませんので、ご理解を

頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

平成１９年１月５日　　後援会報－２１号

発行：立川ひろとし後援会　後援会長　三浦　達男

今年も宜しくお願いします！
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今回の議会では・・・

携帯サイトの
ＵＲＬです

　　　　　　　　　　今回の議会では、補正予算 １１議案、条例関連 １２議案が成立

　　　　　　　　　しました。補正予算については、職員の新陳代謝による人件費の

　　　　　　　　　組み換えが主な内容でした。また、条例改正については、前期全納

報奨金の廃止を含む市税条例の改正、茨城県後期高齢者医療広域連合の設置に関する

議決が主な内容でした。

　また、世論からは少し遅れましたが、議員提案による「飲酒運転撲滅を宣言する決議」

も全会一致で採択をされ、議会が率先して飲酒運転を撲滅するという強い姿勢が示され

ました。

　今回の議会では、通算２回目となる一般質問のお休みを致しました。大切な権利を

行使できなかったことは私自身残念であり、また、皆さんの意見を代弁する大事な

機会を見送ったことに対し、皆さんに申し訳ない気持ちでおります。今度の３月が

現任期の最後の議会となりますので、しっかりとした準備をして望みたいと考えて

おりますので、ご理解を頂けますよう、宜しくお願いいたします。

写真を替えました！

次回の議会が１期目 最後の議会となります！

しっかりと望みます！



今定例会での話題など･･･
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≪ 第三次 結城市行政改革大綱 実施状況（平成１７年度の成果）≫
　

　第三次結城市行政改革大綱の平成１７年度の成果は下記のとおり
　

・補助金の整理・縮合化

・水道料金の検針、集金などの業務の民間委託の実施

・新規採用者の抑制により、職員数を１５名縮減

・三役の給与削減により年間５４０万円、管理職手当の

　１０％削減により年間４４０万円の節減をそれぞれ実施

・嘱託職員の見直しを行い、有資格者を公募し、嘱託職員の適正配置と人員削減を実施

・組織機構を見直し、都市建設部内の区画整理課と南部区画整理事務所の統廃合の実施
　

（平成１８年 結城市議会 第４回 定例会 孝井議員の一般質問に対する執行部答弁より）

　

≪ 税源移譲に関する議論について ≫
　

・税源移譲は、三位一体の改革により平成１９年度より実施され、

　所得税は平成１９年１月から、個人住民税は平成１９年６月から

　新税率を適用。

・住民税は課税所得が２００万円までは５％、２００万円から

　７００万円までが１０％、７００万円を超えるものが１３％で

　あったが、これを一律１０％に変更し、市民税６％、県民税４％の配分となる。

・所得税は、従来の１０％ ２０％ ３０％ ３７％の４段階の税率が、５％ １０％

　２０％ ２３％ ３３％ ４０％ の６段階に変更される。

・改正の前後で、課税される所得税と個人市民税の総額に変化はないが、定率減税の廃止、

　老年者非課税措置の廃止も同時に行われ、実際の納税額が増額となる場合もある。

・平成１８年度 個人市民税ベースで計算すると、結城市の場合は４億７０００万円の

　増となる（徴収率１００％の場合）←いわゆる税源移譲額

・徴収できなかった場合は市の負担となり徴収率のアップが直近の課題である。

・平成１９年度より、現年課税分（その年の課税分）のコンビニ収納を可能にしたり、

　郵便局での収納を可能とするなど、収納率の向上に努めたい。

　　　　　　平成１８年 結城市議会 第４回 定例会 篠崎議員・中田文雄議員の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般質問に対する執行部答弁より（　　　　　　　　 　）
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≪ （仮称）歴史民族資料館の建設に関する議論について ≫
　

・平成１８年１２月現在の結城市の文化財等は市指定文化財 ７８件、県指定文化財

　１７件、国指定文化財 重要無形文化財 本場結城紬、

　国指定史跡結城廃寺跡、附 結城八幡瓦窯跡の計９７件

・市所有物は、結城廃寺跡発掘時に出土した４件のみで、

　あとは寺院や民間（市民）で所有。

・こうした文化財を教育、観光の面から利活用していくために、

　（仮称）歴史民族資料館はぜひとも必要になってくるものと考えている。
　

（平成１８年 結城市議会 第４回 定例会 篠崎議員の一般質問に対する執行部答弁より）
　

≪ 市税の前期全納報奨金の廃止について ≫
　

・現在、個人市民税、固定資産税の前期全納者には、納付金の

　０．１％を報奨金として交付していたが、平成１９年度より

　廃止が決定。

・前期全納報奨金は、平成１７年度より段階的廃止が決定し、

　毎年０．１％ずつ減額し、平成１９年度からは廃止となる。
　

平成１８年 結城市議会 第４回 定例会 議案 及び　　 

中条議員の一般質問に対する執行部答弁より　　
　

≪ 南部中央幹線の管理と安全面等の整備について ≫
　

・第一計画区の街路樹に桜を植えていることから、アメリカシロヒトリの

　時期に消毒の実施を要望されており、３回ほど実施した。

・強い西風により畑の土が飛ばされ道路に堆積し、撤去の要望が

　来ることを予測しており、現地を確認した上で対応したい。

・道路照明灯、視線誘導標、案内標識の整備状況･･･
　

　道路照明灯･･･主要３交差点には既に設置済み。通学路と当該道路の

　　　　　　　 交差点への設置は年次計画での設置を検討したい。

　視線誘導標･･･夜間は暗く見づらいので縁石部分への設置を検討したい。

　案内標識　･･･当該道路への入り口や、主要交差点には設置が必要と考えている。
　

（平成１８年 結城市議会 第４回 定例会 池田議員の一般質問に対する執行部答弁より）

（　　　　　　　）
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≪ 結城南部第一土地区画整理事業 地内の町名変更について ≫
　

・結城南部第一土地区画整理事業は、開始以来 約２０年を経て、

　終了を迎え、平成１９年１月２６日の換地処分に向けて、

　現在準備を進めている。

・区画整理の終了時には、新しい道路形態にあわせた町名、

　地番を決定することになっており、結城南部第一土地区画

　整理事業 地内の新町名については平成１２年９月議会において、

　既に議決をされている。（新町名適用は換地の翌日である平成１９年１月２７日から）

・検討については、平成９年に地元自治会を代表とする委員会を設置しアンケートを

　実施しながら検討し案を決定してきた。　

・町名変更の内容は、当該区画整理地内を、新福寺１丁目～６丁目、大橋町、

　中央町１丁目・２丁目、城南町１丁目とし、広報結城 お知らせ版の平成１８年

　１２月１５日号で改めて市民に周知をする予定。
　

　　　　　　　　　　　平成１８年 結城市議会 第４回 定例会 金子議員の一般質問

　　　　　　　　　　　　及び　建設委員会 立川ひろとしの補正予算 関連質問より
　

≪ 飲酒運転撲滅を宣言する決議 ≫
　

・議員提案により、提案され、全会一致で採択された。

　　交通事故の無い安全で安心な社会の実現は、私たち結城市民の切実な願いである。

　　しかしながら、飲酒運転による死亡事故や人身事故等の発生は、依然として後を

　絶たない状況にあり、幸せな家庭が一瞬にして崩壊していく悲壮な現実がある。

　　飲酒運転撲滅のためには、運転者の交通安全意識の向上はもとより、家庭や

　職場さらには地域が一体となって、飲酒運転は絶対に許さないという強い意志を

　示さなければならない。

　　よって本議会は、ここに改めて交通安全意識の徹底を強く呼びかけるとともに

　市当局をはじめ、関係機関・団体との連携を強化し、飲酒運転撲滅に向けて

　全力を挙げて取り組むとともに、市議会としても自覚を新たに気を引き締め、

　市民の先頭に立って飲酒運転撲滅に勤めることを決議する。
　

　　　　平成１８年１２月２１日　　　　　　　　　　結城市議会

　　　　　　　　　　　　（平成１８年 結城市議会 第４回定例会 追加議案より）

（　　　　　　　　 ）
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任期をふりかえって･･･

今回は、一般質問を行っていないことから、通常の内容を変更して、

立川ひろとしの１期目の任期について振り返ってみたいと思います。

■ 平成１５年４月２７日 結城市議会議員選挙にて当選

　多くの皆さんのご支援を頂きまして、１４９９票、第４位での

当選をさせて頂きました。会社員時代の貯金１００万円を元手に

運動を展開し、選挙費用は７２万円ほどで収まり、後援会の

皆さんと約束した「お金をかけない」選挙活動を展開できました。

　供託金（３０万円）は無かったので親から借りて供託し、

当選後、もどってきたのですべて返却しました。

■ 後援会報（本誌）を定期的に発行 

　当選後、最初の議会である平成１５年 結城市議会 第２回

定例会 以降、議会終了後には後援会報（本誌）を発行し、

議会での話題、日ごろの活動、自分の考え方を常に皆さんに

お伝えをしてきました。発行回数は、本誌で１５回となり、郵送、

駅での配布、団地へのポスティング等により、毎回２,０００部程度を配布しています。

　これも、みなさんとの公約であり、停滞することなく、着実に実践をしてきました。

　発行時期になると、後援会の皆さんが手伝いに来てくださり、製本、巻き三つ折作業、

封筒詰めなどの大変な作業をいつもご支援頂きまして、本当に有難うございました。

■ 議会報告会の定期開催

　当選から約１年が経過した、平成１６年５月に、第１回目の

議会報告会を開催し、それから平成１７年５月、平成１８年５月と

毎年１回ずつ、３回の議会報告会を開催しました。

　結城市 執行部の考えている街づくりの方向性、皆さんの生活に

密着する制度改正についての解説、普段議員がどんな活動をし、

議員報酬や、後援会収支がどのようになっているのかを説明し、皆さんと一緒に

勉強する場として実施してきました。また、皆さんからも厳しい質疑やご意見を

頂きながら、新たな提言の参考にもさせて頂き、有意義な時間となりました。

　これも皆さんとの大切な公約！ しっかり実践してきました！



■ 議員報酬・後援会収支報告 の公開

　後援会報に掲載して一番反響があった内容は、議員報酬の

公開です。結城市議会議員の報酬は３８万円（平成１９年４月

改選以降は３６．１万円）ですが、実際に税金や国民健康保険、

議員年金の掛け金などを引くと、２４万円前後になってしまうことを掲載したところ、

「立川議員のお小遣いは大丈夫か？」といったご意見を頂くなど、議員報酬に関する

いろいろな誤解が払拭できたものと確信をしております。

　また、後援会収支報告（政治活動に使ったお金）も毎年１回 茨城県選挙管理委員会

への報告が義務付けられており、同じ内容を、後援会報（本誌）にも掲載しております。

　月別議員報酬の詳細、後援会収支報告書、前回の選挙費用はホームページにも

掲載しておりますので、そちらも是非ご覧下さい！

■ ホームページでの活動報告を実施

　当選以来、ホームページでの情報発信も続けております。

ブログ（日記＋掲示板）にて、日々の活動やそこで感じたこと

などを写真を添えて掲載をしております。毎日更新を目標に

しつつも、なかなか実践できてない事は反省すべき点では

ありますが、しっかりと続けています。

　また、先ほども述べたような議員報酬、後援会収支報告、選挙費用の公開や、

後援会報の公開、議会での審議結果の公開、研修レポート、結城市関連選挙の

投開票結果などを掲載し、議員活動の実態がわかるようにしております。

　平成１５年７月の前市長逮捕の日や、先の茨城県議会議員選挙期間中のアクセス

件数の増大から日ごろの情報発信に評価と期待を頂いていると受け止めております。

　これからも、あらゆる機会を通じて情報発信を継続していきます！

■ １５回の議会中、一般質問で１３回 登壇

　初当選後の平成１５年 結城市議会 第２回 定例会から、

さきの平成１８年 結城市議会 第４回 定例会までの

１５回の議会で、一般質問にて１３回の質問を行い、

皆さんから頂いた意見や悩みを取り上げての質問を行いました。

　内容を理解していただき実現できたもの、考え方の相違や飛躍しすぎた考え方に

より実現できなかったもの、いろいろな結果がありましたが、１期のうちに

１６回しかない質問の権利をしっかり行使し、皆さんの意見を議会で発言することが

できました。 6



■ 多くの場面で皆さんと活動させて頂きました！

任期中、いろいろな立場を頂き、その中で皆さんと切磋琢磨し、活気ある

結城市づくりに取り組んできました。
　

■現在　・結城市議会 建設委員会 副委員長

　　　　・結城市 都市計画審議会　委員

　　　　・結城市 水道審議会 委員

　　　　・結城市消防団 第５分団 団員

　　　　・地方自治経営学会 会員（議員・行政職員・大学関係者が参画する学会）

　　　　・茨城市町村政策研究会 会員（茨城県内の若手議員との勉強会）

　　　　・ローカルマニフェスト推進ネットワーク茨城 幹事

　　　　・公達街づくり委員会 委員 （地元町内会の組織）

　　　　・公達安全パトロール隊 隊員 （ 地元町内の防犯団体 ）

　　　　・公達町内会 集会所建設委員会 相談役

　　　　・社会福祉協議会傘下のボランティア団体に所属して、活動に参加
　

■過去　・結城市議会 総務委員会 副委員長（H15.5 ～ H17.6）

　　　　・結城市議会 議会だより編集委員会　委員（H15.5 ～ H17.6）

　　　　・結城市男女共同参画都市宣言 宣言文 起草委員会 委員（H16.6 ～ H16.8）

１期目の活動方針の総括

　就任以来、残り４ヶ月の任期となりましたが、後援会報の発行、議会報告会の

開催、ホームページによる活動報告を通じて、常に皆さんと情報を共有しながらの

オープンな活動ができたものと自負しております。

　また、議員報酬や後援会収支報告の公開なども、透明性のある活動という公約を

忠実に実践できたと考えております。

　もちろん「○○を整備した」といった形での貢献も疎かにせず、そういった

活動について報告することもできますが、そういった内容は、行政と皆さんとの

パイプ役としての役割をしっかりと果たすという姿勢の上に成り立つもので

あると考えております。

　また、私自身が議員になるまでわからなかった議員の実態を皆さんにお伝えする

ことも議員の役目であるとの考えで、議員報酬や日々の活動内容を、あらゆる

機会を通じて情報を発信をし、大きな成果を出せたものと思っております。

　これからも常に自分の活動を振り返り、皆さんにとって必要とされる、

存在意義のある議員として活動していくことをお約束いたします！
7



１０月から１２月の足跡
１０月 ・茨城県議会議員 田所よしのり議員 議会報告会 出席　　・全員協議会 出席

　　　 ・筑西市議会議員 増渕慎治 氏 議会報告会 出席　　　　 ・市民クリーンデー 参加

　　　 ・ふれあいサロン（地域コミュニティー） 手伝い

　　　 ・ふたば会（ボランティア団体) 定例会 参加

　　　 ・茨城県西地区 消防ポンプ車 操法大会 見学

　　　 ・結城南部中央幹線 第２工区 開通式 出席

 　　　・まつり結城２００６ 開会イベント 出席

　　 　・赤い羽根共同募金 街頭募金活動 参加

　　　 ・結城市議会 建設委員会 行政視察研修　　 

　　　 ・結城学童野球 結城大会 開会式 出席

　　　 ・城西保育所 運動会 開会式 出席　　　　　

　　　 ・地域コミュニティー 手伝い　　　　　　　

　　　 ・公達町内会 役員会 出席　　　　 　　　　

　　　 ・茨城ダルク交流会 参加　　　　　　　　　
　

１１月 ・城西小学校 三世代交流まつり 出席

　　　 ・公達町内会 集会所建設委員会 出席

　　　 ・公達まつり 参加 （スタッフとして）

　　　 ・あすなろ学園 希望祭 出席

　　　 ・公達防犯パトロール 参加

　　　 ・城西杯 サッカー大会 観戦

　　　 ・茨城県市議会議長会主催 議員研修（土浦市）参加

　　　 ・民政会 行政視察研修（福岡市・長崎市）参加
　

１２月 ・障害者の日 クリスマスの集い 参加（スタッフとして参加）

　　　 ・公達街づくり委員会 出席

 　　　・「あすなろアピール２００６」出席（あすなろ学園 創立２０周年記念式典）

編　集　後　記　

〒307-0001 茨城県結城市公達9858-25 

TEL・FAX　0296-33-5657

http://www.tacho-net.com/tacho/　（パソコン）

http://www.tacho-net.com/tacho/i/（携帯電話）

E-Mail　h_tachikawa＠tacho-net.com

後援会 連絡先

　平成１５年４月の当選以来、一生懸命、本誌を発行して

きましたが、残りの４ヶ月の任期を迎え、時が過ぎるのが

早いことをつくづく実感している今日この頃です。

　次号が今回の任期の最後の後援会報発行となりますが、

ご愛読を頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

たちかわ
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◎次回定例会の予定（案）
　

3月 6日(火)　本会議（開会）

3月 7日(水)　一般質問

3月 8日(木)　一般質問

3月 9日(金)　予算特別委員会

　　　 　　　（総務、産業 所管分）

3月12日(月)　予算特別委員会

　　　　　　 （教育・福祉、建設 所管分）

3月14日(水)　総務委員会

　　　　　　 産業委員会

3月16日(金)　教育・福祉委員会

　　　　　　 建設委員会

3月23日(金)　本会議（閉会）


