55,000部発行

4月の統一地方選挙も終わり、「平成」から「令
和」と元号も変わり約１か月が経ちました。皆さま
いかがお過ごしでしょうか。
吹田いきいき市民ネットワーク“いそがわ ゆか”
は、平成31年(2019年)吹田市議会議員選挙におき
まして、3,048票いただき、2期目を迎えることが
できました。
多くの市民の方が、「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」を望んでおられ
るという民意に応えるべく、引き続き、市民の皆さ
まの自由と権利が尊重された市民本位の市政が実現
されるよう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

1部当り2.35円

に参画しよう”そんな市民
の思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。それ以外の時間については
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』の活動
の源です。これからも市民パワーで、子どもも大人も笑顔あふれる未来にむけ、市政に
変革を起こしていきましょう！平成31（2019）年２月議会の報告および活動報告です。

税金の不適切な滞納捜索について…大阪府が是正を求める!（新聞記事に掲載）
いそがわが、質問等にて追及してきました吹田市の
不適切な滞納捜索について…
吹田市は、捜索前に滞納者と捜索の日時、内容等
を当該滞納者と捜索の数日前に調整し、捜索を行っ
ている。また、調整時には、当該滞納者宅へ、財布
の中身を見る、何も財産が見つからなければ税金を
なしにする等伝えているなどの発言もある。そして、その結
果、これまでの捜索で滞納税金に充当された金員等は
ありません。また、市は、多くの市民の方々に対し、「捜索
日時、捜索箇所を捜索対象者と調整したり、伝えたりして
はいけないという規定はないから違法ではない」とも明言

されました。この度、“令和元年5月17日付読売新聞
夕刊”にて、市の滞納捜索について、財産隠し懸念さ
れる「不適切な手続き」として大阪府が是正に向けて
対応していく旨と吹田市の見解等が掲載されていまし
た。今後の市の対応にご注目ください。これらの案件
はじめ、市民の方々等からご相談・情報いただいたも
のは多くの場合、議会質問へ結びつきます。お一人お一
人の気づきが市政を適正な方向へと導きます。この案件
に関する質問詳細等は、いそがわゆかＨＰブログ・市議会
ＨＰ議事録をお読みくださいませ。
引き続き、皆さまからの情報提供をお待ちしています。

市長挨拶より…重度加算削減やメイシアター改修の政治判断についての説明責任を！
平成31年2月定例会の冒頭に、“市長挨拶”をうけました。その内容に違和感があったため、“メイシアター改修工
事について、地震が来たら天井は落ちることが調査上分かっていながら、市長の政治責任で天井工事をしないと決
断された。しかし実際、震度５の地震で天井一部が落下したこと”や“前代未聞の年度途中削減を決定された重度
障害者加算”などについて、「なぜ、市長挨拶にふれなかったのか。市長が挨拶に必要ないと判断された理由は？」
と質問をいたしましたが、「市長挨拶は、限られた時間であり、すべてにおいて説明できない。個別の理由の説明は差
し控えさせていただく。」とのことでした。 市民の声に真摯に耳を傾け、市民に寄り添っていただきたいものです。
いそがわ ゆか（五十川 有香）

連絡先

吹田市役所：〒564-0880 吹田市泉町1-3-40 TEL 6384-1231（代表） FAX 6337-6858
事 務 所 ：〒565-0831 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：http://isoyuka.net

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

32歳

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 尼崎市役所

勤務

★2015年4月 吹田市議会議員初当選
★2019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
会副会長等
◎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

今年もやります!!エコなライフスタイルへ☆
とき：9月17日（火）10時から14時
ところ：いきいきステーション

とき：7月8日(月)＆8月8日(木)＆9月11日(水)
～いずれも10時から15時まで～

（住所：五月が丘東9-12-102 いそがわゆか事務所）
出店をご希望の方はご連絡ください。
散歩ついでにぜひお立ち寄りを!

月1回を目標に実施します！万が一、都合が悪くなった場
合は、HP等でお知らせします。（お越しくださる方は、一度、
事務所にお問い合わせください）その他、学習会等も計画を
しています。HPや事務所前掲示等にてお知らせします。

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はブログ等にて）
≪１月≫（各団体の新年会へ参加をさせ
ていただきました）
４日（金）新年互礼会
８日（火）くいしんぼ会
９日（水）市民相談日
１４日（月・祝）成人式（ＥＸＰＯパーク）
１９日（土）山手地区公民館竣工式・吹
田市聴言者協会５０周年記念式典
２１日（月）環境学習支援
３０日（水）ごみ問題学習会
３１日（木）吹田市起業家交流会
≪２月≫
２日～１２日(火)議会だより挟込み作業
５日（火）議会広報委員会

６日・１６日・２１日 会派ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
７日（木）岸部中千里丘線開通式
１４日（木）福祉委員会（ネットワーク）
１８日（月）文教市民委員会（基金説明）
１９日（火）環境審議会
２２日（金）本会議（提案説明）
２３日（土）いそがわゆかを囲む会
２８日（木）街かど会議（会派ＴＭ）
≪３月≫
１日（金）～６日（水）議会質問
６日（水）～１９日(火） 各常任委員会
１４日（木）中学校卒業式
１６（日）南吹田駅開業式典
１８日（月）小学校卒業式

い ちばんに市民の声を聞き、

そ
が
わ
ゆ
か

★ボランティアの皆さまに支えられて活動しています★

うい（創意）とそうぞう（創造）力、

◎配布、折込作業のお手伝いをして頂ける方を募集しています♪
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!!
◎カンパお待ちしています！
郵便振替 00920-4-331276 いそがわゆか応援団

っつ（ガッツ）と元気で
がまち、吹田に
めと誇りを胸に抱けるよう
つどう（活動）に邁進します

《会計報告（平成31年1月～3月）》
（円）

『市政にあなたの声
を届けます。』
市民のための市政を
ともに実現していきま
しょう！

報酬
収入

期末手当等
合計
所得税
住民税
国民年金

支出

２０日（水）幼稚園卒園式
２１日（木）関西若手議員の会役員会
２５日（月）本会議（討論・採決）
２７日（水）ふらっとサロン昼食会
２８日（木）選挙事務所開き
≪４月≫
２日（火）ヘルシーウォーキング
５日（金）小学校入学式
８日(月）中学校入学式
１０日（水）幼稚園入園式
１３日（土）紫金山みどりの会
１４日（日）～２０日（土）選挙活動期間
２１日（日）市議会議員選挙投票日
２８日（日）ハイキング（西山田体振）

国民健康保険
互助会会費
会費
生活費
事務所活動費
合

計

1月

２月

３月

650,000
39,000
689,000
64,433
65,000
16,690
77,000
6,500
0
300,000
159,377

650,000
0
650,000
56,470
65,000
16,690
77,000
6,500
0
300,000
128,340

650,000
0
650,000
56,470
65,000
16,690
77,000
0
0
300,000
134,840

689,000

650,000

650,000

２

事務所活動費内訳
1月-3月合計
収入

支 出

（円）

422,557

前月繰越金

4,442,638

合計

4,865,195

事務所家賃等

312,124

水光熱費

21,994

通信費

53,068

印刷費

1,047,562

活動費

103,447

交通費

73,135

事務雑費

461,642

人件費

107,000

合
繰越金

計

2,179,972
2,685,223

