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いそがわゆか市議会だより
令和元年（2019年）の月日も残り少な を市議会へ送り出し、市政に参画しよう
くなってきましたが、皆さまいかがお過ご “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
しでしょうか。秋は、市民体育祭や文化祭
等にお伺いして、それぞれに特性のある地 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
域力を感じてきました。
私、いそがわ は引き続き、市民の皆様 ています！また、政務活動費・議員報酬の
の自由と権利が尊重された「市民のための 使い道はすべてオープンにしています。
市政」＝「市民本位の市政」の実現に向け、 市政に対するご意見やご相談のある方は、
ぜひご連絡ください。なお、事務所への電
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 話は、平日10時から15時になっておりま
いきいき市民ネットワーク』は、平成7年 す。それ以外の時間は、メールにてお受け
（1995年）に“市民目線で活動する議員 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）9月議会の報告及び活動報告です。

［いじめ重大事案のその後…８月に明らかとなった事案について］
６月の第三者委員会報告事案に続き、８月には、新たに、【市長】教育委員会はこれまで誠意を持って慎重に
いじめ事案に対する市の対応の不適切さ等が報道され、対応してきた、そのように認識をしている。
問題となりました。市の対応について質しました。
※市長が対応の指示をされたのかしていないのかに
【五十川】市長が発言された６月のいじめ事案の再 ついては、お答えになりませんでした。この質問の
調査の検討内容と再調査するか否かの決定時期等を やり取りの詳細は、ぜひ、議会録画映像をご覧くだ
お答えください。
さい！
【市長】現時点におきまして再調査を実施する予定 【五十川】９月上旬には、本件被害児童への損害賠
はございません。
償請求文書が市長宛てに被害児童等代理人より提出
【五十川】再調査の検討経過について尋ねたにも関 をされています。文書を受けてからの市の対応は？
わらず、再調査しないという発言をされ、検討経過 【教育監】９月６日に請求書は受理したが、詳細は
今後、訴訟に発展する可能性もあるため控える。
等はお答えになりませんでした。
【五十川】６月の第三者委員会からの報告以降、こ なお、その他、当該事案に関して質問しましたが、
れまでの間に行われた市と府の教育委員会の懲戒処 いずれも、「詳細については損害賠償請求されてい
分についてのやりとりはどうなっているのか。
るため、訴訟に発展する可能性もあるため、答弁は
【教育監】大阪府と協議を重ねているところである。
控える。」として、市民への説明責任を果たされて
【五十川】第三者委員会報告から約３ヶ月以上経ち いるとはいえない状態です。詳細は議事録を。
ますが、いまだこの状態とのことです。
【五十川】 ８月に判明したいじめ重大案件の内容
引き続き、議員として対応するためにも市民の皆さ
と、これまでの学校及び市教育委員会の当該事案の まからの大切な教育現場等から情報をいただくこと
対応について市長の対応指示はあったのか。また、 はとても重要です。
ぜひ、お声をお聞かせください！
市長はどう認識しているのか。
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：〒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 : 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→

劣悪な環境にいる子どもや教員の管理責任は、現場の長⁈
予算提案者の責任として子どもたちの命を守る学習環境に！
吹田市内の公立学校の特別教室（音楽室や図書室等） 【学校教育部】 各学校における環境衛生管理の責任者
に、空調設備（エアコン）は一部を除いて未だにほとんど は学校長。
設置されていません。市長は、７月の施政方針で、「過酷 ※校長会等からもすでに要求されていることであり、市
さを増す近年の暑さから子供たちを守るため、安全な教 長は予算をつけないのに責任は学校長というあまりにも
育環境を整えなければなりません」と言われていましたが、無責任な対応をされている実態が明らかとなりました。
このありさまです。
【五十川】 昨年度の特別教室の平均気温と最高気温と 【五十川】 子どもたちが実際、今年度に救急搬送されて
平均湿度と最高湿度。また、昨年度もしくは今年度にお いる状況がわかっていても来年度、緊急対策等はしない
いて、特別教室利用中に熱中症の疑いのある症状を発 のか。子どもの命に関わることも十分想定されるため、
緊急対応等の必要性について教育長の見解を求める。
症した児童、生徒、教員数は？
【学校教育部】 毎年、夏に全部の特別教室の調査はし 【教育長】 抜本的な解決のためには、未設置となってい
る特別教室への空調整備を完了させることが第一であ
ていないが、平成29年夏に音楽室と図書室で調査を
ると考えている。今後もできる限り早期の設置完了を目
行った。その結果は以下の通り。
音楽室（小） 音楽室（中） 図書室（小） 図書室（中） 指して取り組んでいく。
最高気温
平均気温
最高湿度
平均湿度

３５℃
３１.５℃
92.0%
66.0%

３４℃
３０.９℃
78.0%
58.9%

３４.５℃
３０．7℃
92.0%
66.5%

３３℃
３０．７℃
78.0%
60.9%

小・中学校で発生した熱中症の疑い事例については、
本年８月、中学校の部活動中、音楽室から体育館に楽
器を移動した後に、生徒３名が熱中症の疑いのある症
状で救急搬送された。
【五十川】 明らかに劣悪な環境である特別教室におけ
る環境衛生管理の責任者は誰になるのか。

吹田市は、小１から特例で英語学習の
実施や ICT 化の活用等に予算を費やして
きましたが、その大前提が大切では？！
物理的に解決可能な空調設置をここま
でほったらかしにしているということは、
子どもたちの学習権を不合理に奪ってい
る状況であるといえるのではないでしょ
うか。
いそがわ は、子どもたちの命を預かっ
ているという認識のもと、早急に改善す
ることを改めて強く求めています。

［不登校の子どもたちの健康診断の実態は？］
【五十川】健康診断について、過去３年の在籍児童、【教育監】未受診児童・生徒の住所や名前等につい
生徒の健康診断受診率と吹田市の不登校児・不登校 ては在籍校で把握している。
生徒数及びその率（小・中学校別に）は？
【五十川】子供の権利条約の観点から、近年の子供
【教育監】本市における過去３年間の児童、生徒の たちを取り巻く環境や心身の健康に関する諸課題、
健康診断受診率は、内科健診を例に挙げると、平成 法の趣旨等を考えると、学校健康診断の果たす役割
28年度は小学校99.5％、中学校97.9％、平成29年度 は、ますます大きなものとなっている。門真市等の
は小学校99.0％、中学校97.9％、平成30年度は小学 ように、吹田市内の不登校児童や生徒についても健
校99.2％、中学校97.9％でした。
診が可能となるよう、広い観点から受診機会を設け
また、本市における過去３年間の不登校児童・生 ることは子どもの権利や健康教育の視点からも大変
徒数及びその率は、平成28年度は小学校108人で
重要である。早期対応を求めるが、どうか？
0.5％、中学校は269人で2.9％、平成29年度は小学校 【教育監】現在は、未受診の場合、別の機会に
117人で0.6％、中学校は310人で3.3％、平成30年度 受診できる仕組みはないが、他市事例等を
は小学校146人で0.7％、中学校289人で3.2％でした。参考に課題の整理を行うなど、今後の検討
【五十川】未受診児童及び生徒の住所や名前等につ が必要であると認識している。
いては市の教育委員会も把握されているのか。

［会計年度任用職員への移行に関する人事体制について］
【五十川】法改正に伴う人事体制の再構築等の検討
状況について、法改正に先立ち実施された一般職非
常勤職員の方々等へのアンケート結果から見えてき
た雇用に関する今後の課題は何なのか。
【総務部】法改正に伴い、総務省通知も踏まえ、事
業手法の見直しや、必要な業務量を精査するよう各
所管に周知し、個別の事業における担い手や業務に
必要な勤務時間等について、庁内で精査している。

また、平成28年（2016年）に実施した一般事務非常
勤職員に対する調査結果から、業務内容の明確化や
時間外勤務の状況に課題があり、これまでも適切な
運用について周知を図ってきたが、今後とも適切に
運用されるよう努めていく。
【五十川】制度改正の施行までに早急に是正
するよう強く求める！！（職務内容・勤務時間
の改善を求めました）

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はSNS等にて）
〔８月〕

〔９月〕

２日 決算委員会（企業会計)
３日 五月が丘夏祭り
４日 吹田まつり
６日 子ども議会
９日 なんでも相談日
１６日 関西若手議員の会総会
17−18日 各地区夏まつり参加
１９日 環境審議会
22−23日 全国政策研究会 (高松）
２７日 決算委員会分科会
２８日 ごみ問題学習会
３０日 決算委員会（討論採決）

５日 交野市選挙応援
２日 予算常任委員会（討論採決）
９日 広報委員会
３日 総合教育会議（傍聴）
１０日 防災・減災特別委員会
７日 本会議（討論採決）・決算常任委
１１日 なんでも市民相談日
員会（提案説明）
１２日 本会議（提案説明）
１０日 ごみ問題学習会
19−20日 本会議（質問等）
１３日 五月が丘市民体育祭
24−25日 本会議・各常任委員会
１６日 なんでも市民相談日
26，30日 各常任委員会
１９日 文化祭・バックアップセミナー
２８日 東佐井寺小学校運動会
２０日 武道館フェス、池上彰氏講演会
２９日 クリーン作戦、西山田コミュニティ ２１日 公文書メール研修、マンションラ
スペース開会式
イフの会
３０日 予算常任委員会（建設分科会） ２４・２５・２８・２９日 決算委員会分科会

なんでも市民相談日♪
開催日:12月23日(月)/
1月１５日(水)/２月６日(木)
（いずれも10時から15時）

〔１０月〕

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
手づくり品ばかりです♪散歩ついでに、ぜひ
場合は、いそがわ HPやSNS、事務所前掲示にて
お立ち寄りください＾＾♪
お知らせします。ご了承くださいませ。）

【電子メールの公文書性とその管理について】
1０月２１日、大阪弁護士会館にて、大阪弁護士会情報問題対策委員会主催の「電子メー
ルの公文書性とその管理について」のシンポジウムを拝聴しました。
基調報告は、約５年前に、大阪市長と職員等との電子メールのやり取りの公文書公開請求
において、大阪市は非公開決定とされたことは、「職務上のやり取りである上、開示すべき」
として訴え、司法は、「当該メールは組織的に用いるものと解する」として、原告勝訴した事件
を担当された石橋徹也先生でした。経過報告からは、行政の政策決定のプロセスを透明化
する重要性を改めて感じました。
なお、当該事件については、勝訴をして再び、公開等決 えながら、早川氏、石橋氏と様々な立場から公文書管理と
定するときに、なんと！保存期間が過ぎたとして、不存在決 情報公開の政治家や市民の目の重要性について示唆いた
定がきたというオチもありました。。。モラルとしてどうなのか。だきました。
と思いましたが、皆様はいかがでしょうか。
また、この日は、大阪府知事の吉村氏が、市長時代に、私
その後、東洋大学法学部教授の早川和宏先生から公文 的メールを利用して公務のやり取りをしていたことが報道さ
書管理の重要性と他国の管理状況や行政内部で書き換え れてました。
のできる規程レベルでの公文書管理の実態について問題 そして、吹田市においても、市長が公務でお会いされる来
提起をいただきました。いかに首長が行政として「将来の市 客の相手や出張先等について公開していない点が多く、市
民のために記録を残していくかも大切である」とのことでした。
長がどのような過程で、政策決定等に至るのかといった点が
そして、パネルディスカッションにおいては、毎日新聞記者 見えにくい状況であるといえます。これからも市民参画を推
の日下部氏から全国の公文書管理の状況の違いなども加 進する市民の知る権利の保障を求めていきたいと思います。
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/
★1986年 京都市生まれ 五月が丘在住
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/
★2005年 同志社女子高等学校卒業
子育て広場等/手話サークル『風』/地域コミュニティを考え
★2009年 同志社大学社会学部社会福祉学科卒業
る会/五月が丘地区防災委員・福祉委員、自治会副会長/
★2009～2015年 尼崎市 勤務
関西若手議員の会
★2015年4月吹田市市議会議員初当選
◎資格・経験
★2019年4月吹田市議会議員２期目当選
ケースワーカー・訪問介護員
◎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 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

いそがわ ゆか プロフィール

〈11月定例会の日程予定〉

〔傍聴のご案内〕

１１月２７日
本会議（提案説明）
１２月 ４日−６日 本会議（一般質問）
１２月 ９日 本会議（一般質問）
１２月１０ー１３日 各常任委員会

11月定例会の一時保育対象日は
12月４日〜９日・１９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）

１２月１６日 予算常任委員会（討論・採決）
１２月１９日 本会議（討論・採決）
今回 いそがわ は、会派代表質問の予定です。

市長から提案された議案（予算、条例、国や府への意見書）のうち、賛否の分かれた議案は以下の通りです。（※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。）なお、個人賛否は表のとおりです。
賛成者◯ 反対者× 退席者 退
なお、各会派の意見については議事録（HP等)をご確認ください。
１ 議案第86号 吹田市立教育・保育施設条例の一部を改正する条例の制定

賛成

２８

反対 ７

可決

２ 議案第89号 吹田市交通災害・火災等共済条例を廃止する条例の制定

賛成

２８

反対 ７

可決

３ 議案第95号 令和元年度吹田市一般会計補正予算（第6号）

賛成

２８

反対 ７

可決

４ 市会議案第11号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書

賛成

３０

反対 ５

可決

《会計報告（2019年７月〜９月》
（円）

９月

事務所活動費内訳

650,000

650,000

0

0

0

650,000

650,000

650,000

所得税

56,470

56,470

56,470

住民税

64,600
16,760
80,000
6,500
600

64,600
16,760
80,000
6,500
0

64,600
16,760
80,000
6,500
0

生活費

300,000

300,000

300,000

事務所活動費

125,070

125,670

125,670

650,000

650,000

650,000

期末手当等
合計

国民年金
国民健康保険
支出

８月

650,000

報酬
収入

７月

互助会会費
会費

合

計

収入

支 出

（円）

7月-9月合計

376,410

前月繰越金

2,763,170

合計

3,139,580

事務所家賃等

257,124

水光熱費

17,898

通信費

53,308

印刷費

313,323

活動費

63,580

交通費

72,303

事務雑費

99,357

人件費

73,500

合
繰越金

計

950,393
2,189,187

★私たちは、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‼!
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

