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いそがわゆか市議会だより
今年の夏も猛暑となりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
この夏、学校でのいじめ重大案件
の市の対応問題や警察官襲撃事件等
の報道により吹田市は全国的に名を
知られるようになったのではないで
しょうか。予期しがたい事件により
大きな怪我を負った巡査の方には1
日でも早い快復を祈り、また、いじ
め被害児童やそのご家族の方の市に
対する憤慨たる想いに寄り添い、教
育行政の改善策を求めていきます。
この7月・8月には吹田市内それ
ぞれの地域で夏祭りが行われ、多世
代の交流の大切さと地域力を実感し
ました。 私、いそがわ は引き続き、
市民の皆様の自由と権利が尊重され
た「市長のためでなく、行政のため

でもない、市民のための市政」＝
「市民本位の市政」の実現に向け、
全力で取り組んでまいります。
さて、１００%市民派・無党派の
『吹田いきいき市民ネットワーク』
は、平成7年（1995年）に“市民
目線で活動する議員を議会へ送り出
し、市政に参画しよう“そんな市民
の想いから生まれました。
いそがわ も、『見える政治・わかる
政治』をモットーに議員活動を行い、
その結果を毎定例会後、「議会だよ
り」で発信しています！
また、政務活動費・議員報酬の使
い道はすべてオープンにしています。
市政に対するご意見やご相談のある
方はご連絡ください。

なお、事務所への電話は、
平日10時から15時にな
っております。それ以外
の時間は、メールにて
お受けしております。

市民力そして広がるネットワークが「吹田いきいき市民ネットワーク」の原点です。これからも
市民パワーで、市政に変革を起こしていきましょう！
令和元年（２０１９年）7月議会の報告及び活動報告です。

令和元年度所属委員等が決まりました！
６月に改選後はじめての役員選考が行われ、いそがわ ゆかの所属委員等は以下のとおりです！

●建設環境常任委員会副委員長
（環境部、土木部、都市計画部、下水道部、水道部担当）
●防災・減災等特別委員会（7月定例会にて新設）
●議会広報委員会委員長（議会だより関係等）
●予算常任委員会（建設環境分科会）
●決算常任委員会（建設環境分科会）
●環境審議会委員（議会選出）
所属分野はもちろん、所属していない分野でも引き続き、一般質問等で取り上げることもできます
ので、なぜこんな仕組みなのか等の疑問や市や議会に対する意見等のお声をお待ちしています！
いそがわ ゆか（五十川有香） 連絡先
吹田市役所控室：〒564−0880 吹田市泉町1−3−40
TEL 6384−1390 FAX 6337−6858
事 務 所：〒564−0831
吹田市五月が丘東9−12−102
TEL 4864−2874 FAX 6878−1452
Eメール：510yuka.suita@gmail.com
URL : https://isoyuka.net

各種SNSも配信中！
Facebook :いそがわ ゆか 吹田いきいき市民ネッ
トワーク
Twitter： いそゆかsuita
mobile.twitter.com/suita59386701
Amebro: https://amebblo.jp/yukasuita/
LINE line://ti/p/@hup9604g
HPのQRコードはこちら→

［いじめに対応しない総合教育会議の実態と首長の責任は？（個人質問より）］
平成２７年４月１日の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の改正により、「総合教育会議」が設置
され、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、また、被害が生じるおそれがある場合の施策等の協議
することが定められています。この法は、大津市でのいじめによる自殺という痛ましい実態を受けて改正されまし
た。同法改正において、教育行政に対する首長および教育長の責任も明確にしました。
そこで、今年6月にマスコミ等で大きく報道されました吹田市のいじめ重大事態案件について、総合教育会議に
いつ取り上げたのか等を確認しましたところ、以下の答弁でした。
なお、これまでの吹田市の総合教育会議は、平成27年5月21日から年数回（毎回１時間半程度）開かれていま
す。（H27年３回、H28年４回、H29年2回、H30年1回）
【五十川】吹田市総合教育会議において、マスコミ
等で報道をされた重大事案について、とりあげた日
時等をお示しください。
【行政経営部】今回の事案は、総合教育会議で取り
扱ったことはない。
【五十川】地方教育行政の組織及び運営に関する法
律の規定があるにも変わらず、取り上げなかった法
的根拠は。（法律規定は以下参照 抜粋）

《２年以上前に認知をしておきながら、市の
トップである市長はこれまで何のアクションも
しなかったということです。》
【五十川】当該いじめ事案以外に、平成26年以降現
在までのいじめ重大事案の件数、時期、内容等をお
答えください。

（※市のいじめ認知事案は平成26−30年度で1,413件）

【教育監】いじめ防止対策推進法第28条に基づき、

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及 重大事態として対応している案件は、本件を含め２
び次に掲げる事項についての協議
件。２件目は、平成30年10月に認知し、その後、同
並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を
法第28条第１項第２号、いじめにより当該学校に在籍
行うため、総合教育会議を設けるものとする。
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさ する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なく
に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合 されている疑いがあると認めるときに該当する事案と
に講ずべき措置
して現在、対応中である。

【行政経営部】 総合教育会議の規定は同法１条４項 【五十川】市長は、当該いじめ事案の再調査をする
であるが、本事案は、教育委員会が重大事態と捉え、かどうかについては、直接、関係者にヒヤリングを
既に実態の調査を進めていることを確認しており取 行い決定すると言われましたが、何の権限を持って
り上げなかった。
誰にヒヤリングを行うのか？
【五十川】同法の下、会議に取り上げな
【市民部】市長は市の代表者として責任を果たすた
かった根拠は示されなかった。
めに行う。
市長の責任は重い。と指摘する。
【五十川】市長は、市の代表者として、記者会見を
【五十川】当該事案を市としては、いつ
開かれた日に、被害者代理人とお会いした際には一
知ったのか。
切の謝罪をされませんでした。それは、なぜか。
【教育監】当該校から教育委員会事務局への報告の 【市長】記者会見の際に、しっかりと申し述べた。
あった平成29年３月10日に市として認知した。
《またもや理由はありませんでした。》

［これからの教育行政に向けて（本会議意見等）］
今回のいじめ重大事態発生は、子どもがＳＯＳの声を
上げることができなかったというよりもＳＯＳを発して
も、教師が受け止めなかったことが大きな問題です。
子どもや保護者からのＳＯＳがあっても、いじめ対応
の組織において適切、迅速な対応ができなかった、とい
うことへの反省に立てば、子どもたちの人権を守るため
の「いじめ事案」の対応については吹田市内すべての学
校において、校長はじめ教職員の意識改革を徹底するよ
う強く要望します。

また、（仮称）こどもＳＯＳカードについては、印刷
費のみの提案で、質疑等においても、どんな仕様にする
のか、どのように利用するのか等なにも定まっていない
中、提案されたことについては問題と言わざるを得ませ
ん。さらに、すでに同様のものが国レベルで実施されて
おり、同事業については、再考を求めます。
そして、現在、吹田市においては、子どもの人権保
障・擁護を具現化するための条例制定等はされていませ
ん。今こそ、「子どもの人権」を深く考える場を持つこ
とやその対応が求められていることを強く求めます。

［またもや、いじめ重大事態案件について市の不適切な対応が報道されました］
８月上旬に、上記質問をした答弁にありますもう一件の 実施責任等も明確でなく、第三者委員会設置も人選等に時
いじめ重大事態案件について、またもや、学校や市教委側 間を要しているとのことでした。
この事案に関しては、吹田市の学校・教育委員会の対応
の不適切な対応により「いじめを助長させたのではない
か。」というずさんな教育行政の実態が報道機関の報道に 等について、大阪府から指導を受けており、今後も引き続
き、追求していくことが求められています。また、議員と
より明らかとなりました。
当該案件は、7月定例会においても7月末に開かれた総合 してできることとして、
教育会議においても詳細の説明等はありませんでした。報 市民の皆さまからの大切な教育現場の情報をい
道を受け、私たち会派からも説明会を求め、翌日開かれま ただくことはとても重要です。
した。しかしながら、市の取りまとめた事案報告等もなく、 子ども達のお声もぜひ、お聞かせください！

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はSNS等にて）
〔５月〕

〔６月〕

〔７月〕

１日 ディオス地域交流会
１日 メーデー参加
２日 青少年野外コンサート/西山田
３日 ピースウォーク
地区春の文化祭
９日 広報委員会
12日産業フェア/エコイベントPT ３−５日 本会議（役員選考等）
８日 国循HP・健都ハウス内覧会
15日 当選者打ち合わせ
９日 いきいき総会・交流会
18日 憲法と市民のつどい
21日 ATCｴｲｼﾞﾚｽｾﾝﾀｰ見学(南港) 10日 本会議（討論・採決）
12日 広報委員会
23日 環境審議会
29日 近畿市民派学習会 (西宮） 16・17日 いじめ重大案件説明会
30日 ごみ問題学習会/戦争と平和 22日 防災ツアー（五月が丘）
２８・２９日 自然観察会（福井県）
展の講演会

なんでも市民相談日♪
開催日:10月16日(水)/
11月7日(木)/12月23日(月)
（いずれも10時から15時）

2日 関西若手議員の会研修（東近
江市等）
4日 議会運営委員会（提案説明）
8日 なんでも市民相談日
11日 本会議（提案説明）
16日 箕面市視察
18日−23日 一般質問
23−29日 各常任委員会
28日 総合教育会議（傍聴）
30日 予算常任委員会（討論・採決）
31日 エコイベントPT出前講座

第13回いきいき手づくりバザー♪
日時：12月17日（火）10時から14時
ところ:いきいきステーション
（住所:五月が丘東9−12−102）
※出店をご希望の方は、事務所へ

事前予約なしでもOKですが、予約の方優先です。 お問い合わせください！
一度、事務所へお問い合わせください。（なお、
アクセサリーや小物など、素敵な
公務等の都合により変更の場合もあります。その
場合は、HPや事務所前掲示にてお知らせします。 手づくり品ばかりです♪散歩ついでに、ぜひ
お立ち寄りください＾＾♪
ご了承くださいませ。）
子ども虐待は地域で見守りを！ できる。というお言葉をいただきました。
5月18日、憲法と市民のつどいにて島田
妙子さんの講演「虐待の淵を生き抜いて」
を拝聴しました。親同士のストレスや喧嘩
のはけ口が子どもに虐待というもので押さ
え込んだという実態から、親子共に苦しい
子ども虐待を救うためには周りの大人の見
守りの目の大切さを感じました。
また、地域のつながりから子どもを救う
ことができる。そのための学校という存在
価値の高さも感じます。
吹田市において、今、必要なのは、児童
相談所という専門的な相談窓口でしょう
か？地域における子ども達を守る意識と体
制づくりではないでしょうか。
また、近畿市民派議員学習会にて、徳永
桂子さん（NPO法人CAPセンター）のご
講演を聞きました。
子どもたちへの幼少期からの性教育の大
切さの根本として何より重要なのは、地球
上でたった1人の「自分」を大切にできる
ということ。自分を大切に思える気持ちが
あるからこそ、他人のことを本当に大切に

いずれのご講演で共通することは、子ど
もの人権を守る仕組みづくりの必要性です。

中学校給食の全員喫食を！
7月16日に箕面市にて、農業公社につい
てと全中学校の全員給食の実現について視
察に行きました。

総合教育会議の傍聴へ！
前回の教育総合会議開催の日時のお知
らせが非常に遅かったことによる傍聴人へ
の配慮がなかった点を議会にて指摘をしま
した。次回の総合教育会議の開催予定日は
早めに発表されました！以下のとおりです。

日時：令和元年10月3日（木）
午前10時から午前11時30分
場所：吹田市役所中層棟4階
全員協議会室
どなたでも傍聴可能です。

いそがわ ゆか プロフィール
★1986年 京都市生まれ 五月が丘在住
★2005年 同志社女子高等学校卒業
★2009年 同志社大学社会学部社会福祉学科卒業
★2009～2015年 尼崎市 勤務
★2015年4月吹田市市議会議員初当選
★2,019年4月吹田市議会議員２期目当選
◎市民活動・地域活動等
（公財）千里リサイクルプラザ研究員/千里竹の会/す
いた市民環境会議/吹田自然観察会/紫金山みどり

6月9日に開かれました、い
きいき懇親交流会にご参加いた
だきました皆さまありがとうご
ざいました！
市民の力で政治を動かそう！
という市民の想いで繋がってい
ます「吹田いきいき市民ネット
ワーク」は結成されて来年
2020年に25年を迎えます。
新しい時代を迎え、歴史に学
び、次世代のために「市民のた
めの政治を！」につながる企画
等をしていきたいと考えていま
す。
一緒に考えてくださる方を募
集します‼自ら市民主体となっ
て市政を考えていきませんか。

の会/せせらぎ花の会/新小川花の会/マンションライ
フを考える会/孫子老/市民ネットすいた/平和なまち
づくりＮＷ/おのくん里親の会/子育て広場等/手話
サークル『風』/地域コミュニティを考える会/五月が丘
地区防災委員・福祉委員、自治会副会長/関西若手
議員の会
◎資格・経験
ケースワーカー・訪問介護員
養成研修２級課程修了（ホームヘルパー2級）
高等学校教員免許 公民科・福祉科

〈９月定例会の日程予定〉

〔傍聴のご案内〕

9月12日（木）
本会議（提案説明）
9月19日−25日（水） 本会議（一般質問）
9月25日−10月１日（火）各常任委員会
10月2日（水）
予算常任委員会（討論・採決）
10月7日(月) 本会議（討論・採決）
10月7日(月) 決算常任委員会（提案説明）
10月24日−11月5日（火） 決算常任委員会
（各分科会および討論・採決）

9月定例会の一時保育対象日は、
9月19日〜25日・7日です。申込みは、対象日の3
日前まで。詳しくは議会事務局まで問い合わせくだ
さい。
なお、手話通訳派遣についても
議会事務局にお問い合わせください。
（議会事務局TEL：06−6384−2644
FAX :06−6338-0920）
（※吹田市の議場は特定天井です）

市長から提案された議案については、予算や条例は全会一致（意見等あり）で可決されましたので、賛否のわかれた議案
は、地方自治法第９９条に基づく国や府への意見書のみとなりました。（※自治法第99条 普通地方公共団体の議会は、
当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。）
全国的に注目されている「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」について、各議員の賛否はご覧のとおりですが、吹田
市議会として政府及び国に提出できたことは意味合いが大きいと感じています。

以下、賛否の分かれた議案です。（個人賛否は表のとおり）

賛成者◯ 反対者×

１ 市会議案第８号 選択的夫婦別姓の導入を求める意見書
賛成
２ 市会議案第９号 ILO(国際労働機関)条約を批准できる水準のハラスメント禁止規定
を明確にした法整備を求める意見書
賛成

２０
１４

退席者 退

反対 １５

可決

反対 ２１

否決

1

2

1

《会計報告（2019年4月〜6月》
（円）

６月

650,000

650,000

0

0

1,716,000

650,000

650,000

2,366,000

所得税

56,470

56,470

406,877

住民税

65,000
16,690
77,000
0
1510

65,000
16,760
0
0
0

65,700
16,760
0
6,500
0

生活費

300,000

300,000

800,000

事務所活動費

133,330

211,770

1,070,163

650,000

650,000

2,366,000

期末手当等
合計

国民年金
国民健康保険
支出

５月

650,000

報酬
収入

４月

互助会会費
会費

合

計

事務所活動費内訳

収入

支 出

（円）

4月-6月合計

1,415,263

前月繰越金

2,685,223

合計

4,100,486

事務所家賃等

257,124

水光熱費

20,367

通信費

71,259

印刷費

383,760

活動費

307,692

交通費

49,328

事務雑費

145,286

人件費

102,500

合
繰越金

計

1,337,316
2,763,170

★ボランティアの皆様に
支えられて活動していま
す★
だより配布、折込作業の
お手伝いを
して頂ける方を
大募集しています！
どの地域でも、何枚から
でも結構です！
ぜひ、ご連絡くださいー
‼!
また、カンパもお待ちし
ています。
郵便振替
920−4−331276
いそがわ ゆか応援団

