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後援会報 ４２号

発行：立川ひろとし後援会 立川ひろとしの議会報告
３期目の活動がスタートしました！

　後援会の皆様には、日ごろ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ございます。

　平成２３年４月３０日から３期目の任期がスタートしました。

今期も本誌を通じて様々な情報提供を行ってまいりますので、

引き続きのご愛読を頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

臨時議会にて、議会の陣容が決定！

　去る平成２３年５月１８日に、平成２３年 結城市議会 第３回

臨時会が開催され、議会の陣容が決定しました。（右記を参照）

　私は、これまでの２期８年で全ての所管委員会を回りましたので、

今回の委員会 改選では庁舎問題・街づくり・災害対応関連に

関わりたいとの考えで総務委員会に入りましたが、皆さんの推薦を

頂きまして委員長として活動することとなりました。

　「平の委員でしっかり発言したい」という考え方は従来から

変わっておりませんが、一方、２期８年、３人の委員長のもとで

計６年間を副委員長として取り組んだなかで、委員会運営に対する

想いもあり、委員長として活動させて頂くこととなりました。

会派「結政会」（ゆうせいかい）に所属

　船橋 議員、秋元 議員、早瀬 議員とともに、引き続き

会派「結政会」を結成し活動することとなりました。

　単なる人事ツールとしての会派ではなく、真の政策集団として

市民の皆さんへの報告や対話に取り組むことを活動方針として

掲げ、引き続き会派活動を行っていきます。

　前回より１名減って４名でのスタートですが、これまで以上に

市民の皆さんの目に見える活動をしていきたいと考えております。

●議　長　　　須藤 一夫　…　１２票

　　　　　　　安藤 泰正　…　　１票

　　　　　　　白票　　　 …　　６票　　　須藤 一夫 議員が議長に当選
　

●副議長　　　金子 健二　…　１１票

　　　　　　　白票　　　 …　　８票　　　金子 健二 議員が副議長に当選
　

●常任委員会
　

 　 総務委員会 　　産業・建設委員会　教育・福祉委員会　 議会運営委員会
　

　◎ 立川 博敏　  　◎ 黒川 充夫　　　◎ 稲葉 里子　　  ◎ 平塚　明

　○ 安藤 泰正  　　○ 大橋 康則　　　○ 佐藤  仁　　   ○ 塚原 林吉

　　 秋元　昇　  　 　 早瀬 悦弘　　　    平  陽子   　    秋元  昇

　 　池田 二男    　　 金子 健二　　　 　大木 作次　    　 池田 二男

　 　大里 栄作 　  　  中田 松雄　　　 　船橋　清 　     　中田 松雄

　 　平塚  明　 　　　 孝井　恒一　 　 　塚原 林吉    　　 船橋  清

　 　 　　　 　　　　 　　　 　　　  　　須藤 一夫　 　　　孝井 恒一
　

　※◎…委員長　○…副委員長
　

■会派構成（◎…会派代表）
　

　　結政会　 　　 民政会　 　　 結志会　 　　 新生会　 　　 無会派
　

 ◎船橋 清　 　◎中田 松雄　 ◎孝井 恒一　 ◎塚原 林吉　　黒川 充夫

　 秋元 昇　 　　大里 栄作　　 金子 健二　 　平塚 明　　  安藤 泰正

　 立川 博敏　　 大木 作次　 　稲葉 里子　　 須藤 一夫 　　平　陽子

　 早瀬 悦弘　　　　　　　　　 佐藤 仁　　　 池田 二男

　　　　　　　　　　　　　　　 大橋 康則
　

【無会派】…会派に所属していない方。会派所属は原則ではありません。

　　　　　　私も１年半ほど 無会派で活動していた時期があります。

議会構成は以下の通り！



■ 議会報告（後援会報）を継続して発行します！
　

　議会終了後に発行してきました議会報告（後援会報）を

引き続き発行してまいります。市の動き、議会の動きを

皆様にしっかりお伝えすることで、これまで通り、皆さんと

行政とのパイプ役を果たしていきます。
　

■ ブログやホームページでの活動報告を行います！
　

　インターネット上でも議会の審議結果、議員報酬、

政治活動費、選挙費用、日々の活動を公開しておりますが、

こちらも引き続きしっかり継続して行います。
　

■ 街頭演説による活動報告に挑戦します！！
　

　選挙期間中に市内各地で街頭演説を行いながら自分の政策を

述べてまいりましたが、みなさんから好評であったことから、

今期は街頭演説による活動報告や政策の提案も行っていきます。
　

■ 議会報告会を継続して行います！
　

　毎年１１月前後に議会報告会（活動報告会）を実施して

まいりましたが、今期も引き続き実施します。市の様々な

課題について皆さんに情報を提供し、一緒に考えて行きます！
　

■ 会派活動の充実をはかります！
　

　これまでのような人事のツールになりがちな会派から

脱却し、会派による広報誌の発行や報告会、市民の皆さん

との座談会を行い、会派活動を市民の皆さんの目に見える

形とし、充実を図っていきます。

■ 〒307-0001 結城市公達9858-25　TEL・FAX　0296-33-5657　■ E-Mail　h_tachikawa＠tacho-net.com● 後援会 連絡先

立川ひろとし　３期目の活動方針

会派

～コラム～　理念の強い会派を目指して…
　

　これまで本誌を通じて、あるいは議会の協議の場で、議会改革の

必要性を述べてまいりましたが、まだまだ全議員に理解を得るには

至っておりません。
　

　会派の位置付けについても、私自身は、日常的な活動や理念、

政策が一致した中で結成されるべきものでありますが、現実には

人事案件のツールとして稼働することが多いのが実態だと

思っています。
　

　そこで、今期は会派による活動報告会や市民の皆さんとの座談会、

会派による広報誌の発行を行いたいと考えております。
　

　「議会改革」の理念は、議員の活動を明確化し、議員が市民の

皆さんの前にしっかり出て自分たちの考えを述べ、意見交換を行う

ことで、真に市民の皆さんに必要とされる議会になることです。
　

　これまでは、この理念を実現すべく一議員として活動してまいり

ましたが、今度は、会派活動としてもこの理念のもとに活動し、

会派活動を目に見える形に成熟させたいと考えております。

編　集　後　記

　３期目 最初の議会報告をお届けします。
　

　今回の内容は、議会報告というより、私の今期の

活動方針の再確認に主眼を置いた内容となりました。
　

　いつまでも「若いから」というだけで応援が頂けるような、

世界ではない事を、有権者の皆様が議員を厳しい目で見ている

ことを、初当選以来、ずっと肌で感じております。
　

　「若いから」ではなく「きちんと活動している」からこそ立川を

支援して頂けるよう、精進してまいりますので、引き続きのご愛読を

宜しくお願い致します。
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平成２３年 結城市議会 第２回 定例会 一般質問の通告一覧と予定時刻（H23.6.9 分）

氏名 行政部門 発言事項 発言の 答弁者
予定日時
通告時間

要旨

1 立川博

総務 選挙の投票率について政
①これまでの傾向について

②向上に向けた取り組みについて

市民生

敏
行政

東日本大震災に対する対応や考え方

①情報収集・情報伝達のありかたについて
6/9

②災害対応計画の見直しについて
について

市長 10:00

③風評被害の払しょくについて 関係部長
70分

④水の安全・食の安全について

消防団員の確保について
①現在の団員の構成について

②時間帯・職域を組み合わせた団員の確保策について

2 黒川充

市民生活行政

夫

市民生活行政

ＢＣＰ（事業継続計画）の策定状況
①ＢＣＰ策定について，どのよ

について
うに認識しているの

②本市の業務体制はどのようになっているのか

3.11 東日本大震災から学ぶ対策に

①防災対策について 6/9①防災対策について

②救急医療情報キットについていて
市長

関係部長
11:20

③被災者支援システムの導入について 70分

産業 ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進政
①「結城市版ＣＳＲ」の策定について

について
②中小企業による地元密着型経営地方版ＣＳＲに向けた取り組みについて

3 安藤泰

総務行政 結城市の電力の確保について ①現況の電力供給状況と今後の電力確保について

福祉
正

高齢者の健康増進について
政

①高齢者の健康増進について 市長
6/9

子ども達の健康について ①中学生まで医療保険費の軽減について 教育長
13:30

教育 政 幼稚園，保育園，小学校の保育動物
①保育動物の教育効果について

について
関係部長

40分

②保育動物舎について

4 船橋清

産業 政

山川あやめ園について
①現状と課題について

②公園化構想について

震災による農業被害について
①農家の現状について

6/9
②風評被害の市の対応について 14:20

市長
教育長

教育

水野忠邦の墓について

政

水野忠邦の墓について
①地震による被害の現状について 関係部長① 震 関係部長

50分
②市の対応について

50分

各学校の被害について
①体育館の被害対応について

②プールの使用について

5 佐藤仁

総務 まちづくりの指針である総合計画に政
①第４次結城市総合計画の成果

ついて
と課題及び第５次結

②１０年後のビジョンについて 市長
教育長

15:20

教育 未来をになう子どもの健全育成につ政
①生きる力を育む教育環境の現況について

いて 関係部長

②知・徳・体のバランスの取れた教育について
50分

6 稲葉里子
総務 政

市議会議員の選挙について

①選挙カーを使った街宣活動の
　災害復旧に役立てたらどうか

自粛に伴い公費負担

②啓発活動について 6/9

③選挙開票について 16:20市長
関係部長

④投票率について 60分

ボランティアグループの育成について ①ボランティアネットワークづくりについて

福祉行政 病後児保育について ①病後児保育事業について
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平成２３年 結城市議会 第２回 定例会 一般質問の通告一覧と予定時刻（H23.6.10 分）

氏名 行政部門 発言事項 発言の 答弁者
予定日時
通告時間

要旨

7 平陽子

市民生 行政 東日本大震災について

①市内被害状況と対応について

②見舞金・特別融資制度について
6/10

③耐震・防災無線について 市長
教育長

10:00

教育 政 図書館サービスについて

①ゆうき図書館及び学校図書館の利用状況について 関係部長

②蔵書冊数について
70分

③四川地区のサービスについて

8 大里榮

総務

作

情報提供について
①各種施策に関しての市民への情報提供について

②しるくろーどを一部購入した情報公開について

しるくろーどに関する問題について
政

①しるくろーどの今後の問題点について

平成２１年度と平成２２年度のイン
内容に いて内容について

①各年度の入札と契約について
6/10

②市外業者の発注について
フラ整備に係わる

市長 11:20②市外業者の発注について 市長 11:20

③市内業者との一般，指名，随意契約について 関係部長

市民生 行政 東日本大震災後，市の対応について

①市民からの支援策申請について
70分

②風評被害の今日までの実態について

③避難場所について

④他市の支援策と災害救助法の指定について

9 秋元昇

市民生 行政 東日本大震災について
①結城市の被害状況について

②瓦礫の行政引受けについて

産業 政 福島原発による風評被害について

①結城市の被害状況について 6/10

②損害賠償対策協議会の立上げについて 関係部長
13:30

③指定品目とそれ以外の品目とで補償に差があるのか 50分

④現在の賠償請求の進捗状況について

⑤今後の農作物の生産・出荷について

10 平塚明

総務行政 市役所駅前分庁舎について ①市役所駅前分庁舎の活用について

福祉 政 東日本大震災について

①災害救助法の適用をうけなかったことについて

②第5次結城市総合計画と大震災の影響について 6/10

③大震災後のまちづくりについて
市長

関係部長
14:30

産業 政
放射能の汚染による野菜等への影響

①放射能汚染の実態について 60分

②風評被害などによる実害の損害額と賠償の責任について
について

JA北つくば結城南支店支援について ①結城南支店開設に対する農業振興支援について

11 早瀬悦

市民生 行政 東日本大震災の対応について
①震災発生時の本市の状況について

②震災後の復旧状況と今後の防災体制について 6/10

弘

産業 政 結城紬の振興策について

①ユネスコ無形文化遺産登録後の状況について
市長

関係部長
15:40

②本市の施策について 50分

③今後のPR事業について

※ 本資料は議案所とともに配布された資料をもとに立川ひろとしが作成しました。

※ 表 右端の予定日時は議事進行の状況により前後することがありますので、あくまで参考としてご覧ください。

※ 紙面スペースの関係上、文字が小さくなっておりますので、見づらいと思われますがご容赦ください。
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