つくば市では新型コロナウイルスに伴う政府や県の支援策を迅速に市民の皆様に
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新型コロナウイルス対応特集

いがらし立青からの挨拶

との行き来が多いつくば市の特性を

新型コロナウイルスによる健康被害

みなさまのご協力のおかげです。本

や経済的な影響を受けられた方々に
心よりお見舞い申し上げます。市民
生活を守り、日常を一日でも早く取
り戻すことができるように全力で取り
組んでいます。また、市民のみなさ
まには感染拡大防止のために様々な
面でご協力頂いていることを、改めて
お礼申し上げます。つくば 市におけ
る感染拡大の第一波を最小限に留め
ることができたことは、東京都市圏

考えれば 特 筆に値することであり、
当にありがとうございました。
茨城県では緊急事態宣言が５月 14
日に解除され、つくば市でも社会活
動、経済活動を徐々に再開し始めて
います。今後第二波、第三波の可能
性もあり引き続き万全に備えて行かね
ばなりませんが、新型コロナウイルス
のリスクはゼロにはなりません。様々

が見えるまち」にすることを誓ってい
ます。世界が同じ課題に直面する今
こそ、つくばの力を結集して日々の課
題をどのように解決することができる
か考え、一歩ずつ前進したいと思い
ます。必ずこの難局も一緒に乗り越
えられると確信しています。引き続き
ご協力をよろしくお願いいたします。

つくば市長

いがらし 立青

な工夫を重ねながらコロナ以降の世
界を一緒に作っていきたいと思いま

会長挨拶
日頃からつくば市長いがらし立青をご指導頂いており、後援会長として

青風会を代表してお礼申し上げます。
新型コロナウイルスへの対応では全国的に若い首長のリーダーシップが
際立っています。このような未曾有の危機には、機敏で柔軟な対応、洞

つくば市の

察力、そして的確な判断が不可欠です。いがらし立青はこれまで政治家
として困難な課題にも新たな発想で挑み、研究をすることで真理を探求し、
また経営者として自ら起業した組織を率いて来た中で、このような力を養っ
て来たのだと感じています。危機時に限らず、現代社会に山積する社会
課題はこれまでの手法が通用しないものばか
りです。このような時代において、つくば市
には彼のようなリーダーが必要です。まだま

Activity Report

活 動 報 告
昨年 11 月 27 日の青風会
「感謝の集い」には会場一
杯の皆様にお集まり頂き誠
に ありがとうご ざ いまし
た。上 月参 議 院 議 員や 青
山 衆 議 院 議 員、後 援 会顧
問 の 鈴 木 県 議、そして 神
谷 議 長、山 本 副 議 長はじ
め市 議 会の 皆 様にもお忙

だ若く至らぬ点もあるかと思いますが、今後
も皆様のお力をお貸し頂き、いがらし立青が

つくばの将来を担って行けますよう育てて頂
けますと幸いです。
まだまだ新型コロナウイルスへの対応に気
が緩められぬ日々が続きますが、皆様におか
れましてはどうかご自愛頂きますようお願い申
し上げます。

す。私はつくば市を「世界のあした

しい中ご出席頂きました。

いがらし立青後援会「青風会」

会長 沼尻

博
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休校期間中のこどもたちの学びを
どのように支えましたか？

教育・子育て支援
つくば市は市立学校の休校について
どのような対応を行いましたか？
つくば市では２月末の総理
による全国一斉休校表明を受
け、翌日には３月からの休校

期間中に学校での児童生徒
受け入れを希望制で行うこと
を発表しました。感染症専門
家の助言を受け、児童クラブ
よりも学校で受け入れること
で面積を確保でき感染リスク
を抑えられるという判断をし
ました。この時点では市内感
染者はいなかったため、安全
を確保しつつ給食の提供も行
いました。これは保護者の負
担軽減に加え、給 食が貴重

な栄養源となっている世帯の
こどもの健康を守るためでも

あります。保護者が安心して
こどもを預けられるようにす
ることで、医療機関等の社会
の機能が止まってしまうことも

避けることができました。こ
れらの対応は全国的にも注目
され各種マスコミで報道され

一方、市内での感 染 が 始

まった４月以降については、
県の方針に先立ち新年度の市
立学 校の 休 校を決 定しまし
た。また、県立学校について
も休校措置をとるよう県に対

して働きかけました。感染リ
スクの高まっていたこの時期
は児童生徒の自宅待機を基
本としながら、受け入れが必

要な場合のみ児童クラブで受
け入れを行い、感染を防ぐた

めに給食の提供も停止しまし
た。給食がない期間について
は必要な家庭にはこども向け
に弁当等の食事を手配し、誰
一人取り残さない対応を心掛

けました。このような対応に
よりつくば市では児童生徒の

感染者を一人も出すことなく
休校期間を終え、６月８日か
ら学校を再開することができ
ました。

ました。また、国会でもつく
ばの事例が取り上げられ総理
がそれを認める答弁をしたこ
ともあり、他自治体でも同様
の動きが拡がりました。一部
では「つくば方式」と呼ばれ
たそうです。

びを支えるため、市内の研究

者や図書館の司書とともにオ
ンラインでの自由研究の支援
を行いました。こどもたちの
研究の質問に研究者などが直

童生徒一人一台のパソコン整

備を進めます。まずはインター
ネット環境がない世帯へ、６
月中に先行で用意 する 700

台のパソコンの貸出を行うこ
とで学ぶ環境を保障します。

加え、インターネットを活用し
た学習動画の配信を行いまし
た。インターネット環境が家

ます。感 染 拡 大 の 第 二 波、
第三波に備え、今年度中に児

機関が満床に近づき医療
崩壊の危機の時期があり

では茨城県に市の豊里ゆ
かりの森の宿舎あかまつ
を提供しました。このこと
で、迅 速に病院から受入
施 設へ軽症患者を移すこ
とを可能になり、重 症 者
や介護の必要な高齢者を

庭にない児童生徒には、学校
のパソコン室を開放しました。
しかし、家庭での学習を保護
者が見ることには限界があり

茨城県での陽性患者の
増加により、県内の医療

病院以外で受け入れること
を認めたので、つくば 市
▲独自の学習支援「つくばこども
クエスチョンオンライン」の
動画配信

優 先的に病院へ入院させ
▲遠隔学習環境整備に
向けた記者会見

退 所しています。陽 性 患

者受け入れにあたり大変な
ご理解、ご協力を頂きまし

患者受け入れの病床は
どのように確保していますか？

ました。全国的な危 機を
受け、政府が軽症患者を

行うチャンスに変えていきまし
た。
また、４月以降の休校期間
は家庭学習用の課題配布に

入 所して、無 事 回 復して

医療体制の確保

接回答し、つくば市の強みを
活かした普段できない学習を

つくば市の

ることができるようになり
ました。県も軽 症 者の宿
泊療養が医療崩壊防止に

つながったと評価していま
す。その後、公共施設で

軽症者等の受け入れを行
うモデルは全国に拡がりま

た地域の皆様にあらためて
感 謝申し上げます。宿 舎
あかまつを消毒作業の上で
早期に市民が利用できる

状態に戻せるよう、代わり
となる施設の確保も県と進
めています。

したが、つくば 市での事
例は全国に先駆けるものと

なりました。
なお、つくば市としてゆ
かりの 森 を 選 んだのは、

す。これまでに計 11 人が

つくば市ではマスクや消毒液等の医
療物資の確保を進め、地域医療の核
となる大規模医療機関に優先的にこ

れまで約 14 万枚を配布して医療崩壊
防止につなげて来ました。市民や友好
都市など幅広い方々からもマスク等の
寄贈を頂いており、市内のクリニック

や歯 科、介 護 施 設、学 校、保育 所、
児童クラブ、学校等にも配布を行うこ

資はまだまだ十分とは言えませんが、
引き続き物資の確保を進めていきたい

個室の宿泊施設があって、
部屋毎に風呂やトイレが
整備された市の公共施設
がここだけだったためで

医療物資をどのように病
院等へ届けていますか？

とができました。また、市内企業の製
造協力や寄贈によりフェイスシールド
の医療機関への提供も実現しました。
ご協力頂いている皆様に改めてお礼申
し上げます。市がお届けできている物

と思います。
▲ゆかりの森の宿舎あかまつ
と地域説明会の様子

新型コロナウイルス感染症への
対応について
高齢者への支援

▲休校中の給食

保育園や児童クラブでも消毒等の感
染対策を徹底しました。保護者のみなさ
まへ感染防止のために利用をできる限り

控えて頂くよう依頼をさせて頂くことで、
利用率がおよそ 50％以下になりました。
ご協力いただいたみなさま、現場の保育
士や指導員のみなさに感謝します。ご協

力頂いたみなさまに感謝申し上げます。
利用の自粛を促す
ための独自の取り
組みとして、市長
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つくば市では３月の休校期
間のこどもたちの自発的な学
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▲フェイスシールドの仕上げを市役所で
行なっている様子

感染防止対策

市民や企業に感染防止策を
促すためどのようなことを行なっていますか？

保育園や児童クラブでの
感染防止のためどのような
対応を行いましたか？

▲保育園の現場での
ヒアリング
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名で雇 用 主の皆
様 への協力への
依 頼状を用意し、
活用して頂きまし
た。

高齢者の健康のために
どのような取り組みが
行われていますか？
新型コロナウイルスは高齢者や基礎疾
患のある方々にとって危険性が高いため、
茨城県では高齢者等の外出は６月７日ま
で控えるよう要請されて来ました。６月
８日から茨城県でも高齢者等の外出自
粛について緩和されましたので、つくば
市でも感染防止策を徹底した上で老人
福祉センターを開所したり、健康づくり
や生きがいにつながる事業を再開し始め
ています。
一方で、外出自粛が緩和されても感染

を防ぐために外出を控えている方も多い
と思います。つくば市ではご自宅にいらっ
しゃるみなさまの体力低下を防ぐため、
自宅でできる簡単体操の動画を作成し、
ケーブルテレビ（ACCS）で毎日放映す

るとともにインターネットで発信していま
す。希望される方には DVD も郵送して

いますので是非ご利用ください。
毎年９月に開催している敬老福祉大会
は、大規模な集まりとなり感染拡大のお
それがあることから中止の判断をさせて
頂きました。楽しみにして頂いていた敬

老福祉大会がなくなってしまった 70 歳
以上の高齢者の皆様に 5,000 円分の商
品券をお送りできるよう現在６月の定例
市議会でご検討頂いています。商品券を
外出の機会や使い道を考える気分転換
の機会として頂ければと思います。

10万円の
特別定額給付金
国の10万円の特別定額
給付金の進捗は？
つくば市では一日でも早く国の定額給
付金をみなさまへお届けできるよう新た
に臨時給付金室を立ち上げました。５月
１日からマイナンバーカードを使用したオ
ンライン申請の受け付けを開始し、５月
12 日から入金を開始しています。５月
17 日までに申請頂いた 5316 件について
はデータ等に不備がない限り５月 27 日
までに入金を終えました。５月 18 日から
受け付けを始めた郵送申請も５月 25 日

つくば市では感染防止に向けて市民
や企業のみなさまの行動が自ずと変わっ
ていくような工夫を心掛けました。その

依頼を実施し、直接電話も掛けながら

物エチケットのポスターです。見た目や
分かりやすさにもこだわったポスターを
店舗に貼って頂き、来店者に買い物の際
のエチケットを呼びかけて頂きました。

山の事 業 者の皆様にご協力頂くととも
に、県と市で筑波山の公営駐車場を全
て閉鎖する措置を行いました。一年でも

一つがスーパー等に無料で配布した買い

つくば市作成のポスターはテレビの全国
放送でも取り上げられ日本各地で使って

頂きました。同様のポスターの公園版も
作り、こどもたちが楽しく安全に外遊び

ができるようにしました。また、市内の
ショッピングモールなど大型店舗に感染
が拡大している地域の状況への配慮の

多くの店舗に休業のご協力を頂きました。
また、ゴールデンウィークの筑波山周
辺への大規模な人出を抑えるため、筑波

最も多くの観光客で賑わうはずだったこ
の季節に感染防止にご協力頂いた事業
者の皆様には改めてお礼申し上げます。
筑波山観光地が元気を取り戻すよう、つ
くば市では筑波山観光地応援のための
商品券を発行しており、市が２割上乗せ
して夏以降に商品券を筑波山で使って頂
くことを企画しています。

から入金を開始し、６月からは原則毎週
火 ( または水 )・金の週２回振り込みを

▲配信している体操動画

行なっています。５月末までの申請につ
いてはデータ等に不備がない限り６月末
までに入金を完了することができるよう
全力で作業を行なっています。

▲買い物エチケットのポスター

▲筑波山観光地応援商品券のクラウドファンディングの様子
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1弾

第

［経済対策］

約１億６千万円
（５月１日補正予算可決）

2弾

第

［経済対策］
約３億４千万円

（５月28日補正予算可決）

3弾 ［市民生活応援施策］
約６億１千万円

第

（５月28日補正予算で一部可決、商品券支給事業について６月26日の市議会可決を目指して準備中です！）
経済対策による事業者支援施策

市民生活応援施策

市民生活応援×
物産事業者支援事業

応援チケットによる
資金調達支援

市内物産事業者から食料品等の詰め合
わせを調達し、生活応援のために帰省自
粛中の学生や就学援助世帯等5000世帯
に配布します。

事業者を応援する先払いチケット事業を
企画し、チケットをクラウドファンディン
グで購入頂いた際に市が２割上乗せを
行なっています。
飲食店分野では6月19日まで募集を行
い、応援総額が４千万円に達しました。
筑波山観光地や生活関連サービス、旅客
運送についても現在チケットの購入を募
集しており、文化芸術分野についても準
備を進めています。

テナント等
賃料助成事業
15％以上の売上減少にも関わらず国が
新設する賃料助成制度の対象外となる
事業者へ３ヶ月分の賃料の一部を助成し
ます。
（法人 最大60万円、個人事業主 最
大45万円）

雇用促進事業
失業や休業中の市民等を新たに
雇用した市内事業者に賃金の一
部を助成します。
（ 中小企業が常勤職員
を雇用した場合 最大20万円）

テイクアウト協力金
（一律10万円）
感染防止のためテイクアウトを実施する
飲食店を応援するため協力金10万円を
給付しています。５月までの一次募集で
は558店舗に利用頂きました。
せ い

ふ う

これらのサイト
にはつくば市Ｈ
Ｐの
トップページか
らもアクセスで
きます。

筑波山
観光地応援
ご支援
お願いします

生活関連
サービス応援
旅客運送業
応援

5000円分の商品券
70歳以上・18歳以下・障害のある市民へ
市内店舗で使用できる5000円分の商品
券を準備しています。６月の市議会定例
会で可決頂きましたら配布を行います。

子育て世帯応援給付金
児童扶養手当受給のひとり親等の世帯
や就学援助受給の準要保護世帯に対し
て３万円の給付金を支給します。
まだまだあります！
■芸術家やライブハウス支援の
ためのオンラインによる文化
芸術活動への奨励金（アート
鑑賞動画、無観客動画制作に
５万円補助等）
■市内宿泊施設への
最大300万円の支援金
■従業員が罹患して売上減
少した法 人への10 0万円
（個人事業主50万円）の支
援金
■つくば市内宿泊者向け
2000円飲食券による消費促進

か い

青風会会員募集

ミニ集会 や
勉強会 、 講 演
会
バーベキューな
どを
予定しています
。

青風会では様々なイベントや
勉強会を企画しています。

観戦
スポーツ

いがらし立青プロフィール／経歴
1978年 つくば市
（桜村）
生まれ
1997年 並木小学校、並木中学校を経て、土
浦第一高等学校卒業
2002年 筑波大学国際総合学類卒業

2003年 ロンドン大学 UCL 公共政策研究
所修士課程修了 研究助手兼務
2004年 つくば市議（1期目）

家
2007年 筑波大学大学院 人文社会科学研究科修了 博士（国際政治
経済学）
2008年 いがらしコーチングオフィス設立、株式会社コーチ・エィ勤務
2008年 つくば市議（2期目）

2010年 NPO法人つくばアグリチャレンジ設立、障害のあるスタッフ
が働く農場「ごきげんファーム」を経営（現在は代表退任）
2016年 つくば市長

Respect Our Neighbors

［発行元］
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バーベキュー

青風会

勉 強会

族

妻、こども4人（三男一女）

趣

味

サッカー（中学時代全国ベスト8）

少林寺拳法（大学時代全日本2位）
キャンプ（なかなか行けない）

いがらし立青後援会「青風会」

〒305-0051 茨城県つくば市二の宮１丁目16-31
（大成不動産内）
Tel.029-896-9811 ／ Fax.029-896-9812
E-mail ／ info@igarashitatsuo.com

討議資料

新型コロナウイルス感染症
対策について詳しくはこちら

いがらし市長はつくば市民の皆様に支えられて 2016 年 11 月、市長に就任しました。その、いがらし市長を
支える市民でつくる組織が「青風会」です。「青風会」はいがらし市長の市政をサポートする団体として活動
しています。また、つくば市政を支える仲間たちが集まる、楽しい場ともなっています。
「青風会」はこれからも、
多くの市民の皆様と一緒に活動できることを願っています。
青風会への参加にご関心のある方は下記の連絡先へご連絡頂けますと幸いです。

届けるとともに︑市独自の支援策によるきめ細やかな対応を行なっています︒
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