2020年5月

No.９７

いそがわ ゆか市議会だより
平成7年（1995年）に“市民目線で活動する議 に会えないつらさを感じる日々ですが、お一人お一
員を市議会へ送り出し、市政に参画しよう”そんな 人同士の知恵や行動による心のつながりの大切さを
市民の想いから生まれた１００%市民派・無党派の 改めて感じているところです。
いそがわ 事務所も、初めて緊急事態宣言後は、
『吹田いきいき市民ネットワーク』は今年で、25
年を迎えます！これもひとえに、市民の皆さまの活 事務所を閉所せざるを得ない状況となりました。
この25年間、絶やすことのなかった議会だよりの
動に対するご理解の賜物です。
数ヶ月前には想像もしていなかった深刻な公衆衛 発行においては、挟み込み作業ができない状況とな
生上の危機である新型コロナウイルス感染の猛威は、りましたので、今回は、部数を抑えて発行していま
国境を越え全世界の人々の命や健康を脅かし、私た す。ご理解をよろしくお願いします。
引き続き、『見える政治・わかる政治』をモッ
ち市民の生活をも大きく変えている状態です。罹患
トーに議員活動を行い、その結果を「議会だより」
された方々に心からお見舞い申し上げます。
また、見えないウイルスに対する恐怖や不安、人 で発信していきたいと思います。

【新型コロナウイルス感染症の感染拡大について】
今年の２月末ごろから日本においても感染者が徐々に増え、瞬く間
に、国民の経済活動や社会活動、日常生活に制限をかけられました。
私たちは、新型コロナウイルス感染症に関する知識や政府の対応
等については、政府やマスコミから情報を得てきました。この対応等
を海外（台湾や韓国等）と比較して異なる点などをみると、政府の政
治判断の責任は大変重いものであることがわかります。
また、「発熱後、4日ほどは様子を見て。」という情報の通り対応した
方が急変したケース等からも、「正しい情報を得る。」という「国民の知
る権利」の保障は、命をも左右する大切なものです。民主主義の根本
である、知る権利を守るため、情報コントロールの改善が必要です。
ウイルスの一種。粘膜などの
細胞に付着して入り込んで増える。物の表面についたウイルスは時
間がたてば壊れてしまうが、物の種類によっては24時間～72時間くら
い感染する力をもつと言われている。手洗いは、たとえ流水だけで
あったとしても、ウイルスを流すことができるため有効である。石けん
を使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に
有効。 （厚労省HP等引用）
厚生労働省への問い合わせ：0120−565−653（フリーダイヤル）
日本は、2月のクルーズ船での対応や海外からの渡航者等の封鎖
が遅れ、クラスター現象が起き、クラスター対応も十分に出来ないま
ま感染経路不明の方々も増え、1万3千人以上に広がっています。
吹田市においては、3月4日に初めて感染者が確認
されてから、55例以上の方が確認されています。
受診についての相談先：
新型コロナ受診相談センター（TEL：06-7178-1370）
または吹田市保健所（TEL:06-6339-2225 FAX：06-6339-2058)

②「3つの密」を避けること。3つとは「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」。
③マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の
励行』を求められました。しかし、人を避けて買い物に行っているはずなのに、
人がいっぱいという状況であったり、公園や散歩途中に多くの人に会い、驚か
れたり、感染への不安を感じられたのではないでしょうか。

一方で、家庭内の課題や問題については、外から見えにくく、「虐待
やDV、自虐」などは増えている状況となり、行政も支援の難しさを痛
感しています。気になることがあれば市もしくは私までお願いします。
DV相談の連絡先：06-6310-7113

（すいたストップDVステーション）
外出自粛となり、企業、個人事業主やフ
リーランスの方々の収入が激減。また、在宅勤務がなかなかできず、
怯えながら電車通勤等をされていた方もいます。経済面はもちろん、
精神的にも外出自粛要請の影響は大きいものです。
事業者支援等の連絡先：06-6384-1356(地域経済振興室)
06-6330−8001(吹田商工会議所)
二転三転をして決まった国民への一律給付金や、休業要請に伴う
大阪府と市の共同支援金、市の子育て世帯への給付等それぞれ臨
時会等にて可決されました。5月から手続き予定です。（市から申請
書等が届きます）なお、政策を決定していく中で、リーダーシップはも
ちろん求められますが、それぞれ議論が十分になされたとは思えない
政策もありました。（臨時会等で議論）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止における国の政治判断
の責任は非常に重く、また、吹田市においても首長（＝行政）の判断
や教育現場への指示には市民も振り回されているところです。
そんな中、市民生活の中での疑問や気づきは非常に大切であり、
私、いそがわ も市民の皆様それぞれの様々な課題に対して、多くの
視点から声を上げることを意識して、引き続き活動していきたいと思
緊急事態宣言の間、厚生労働省からは、『①不要不急の外出を避けること。
います。皆さまからのご意見・ご相談、ご質問等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：〒564−8550 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→

『吹田いきいき市民ネットワーク』
〜25周年記念講演・交流会〜
開催について

〈５月定例会の日程予定〉※変更の場合あり
５月28日
本会議（提案説明）
６月３日−５日 役選代表者会・本会議
６月12日・15日−17日 本会議（一般質問）
６月17日−19日・22日・23日 各常任委員会
６月24日
予算常任委員会 （討論・採決）
６月29日
本会議（討論・採決）

日時：６月２７日(土)14時半から１６時半
場所：亥の子谷コミュニティセンター
資料代：500円（予定）

〔傍聴のご案内〕本会議はネット中継しています。

「市民の力で政治を変え 市外の方でも、市政や市民
よう」と吹田市で発足し、 活動等にご興味のある方、
どなたでも参加できます！
2020年で25年です。
お待ちしております。
25年間を振り返り、こ
の時代でも、地域コミュニ （※新型コロナウイルス感
ティで政治を動かしていく 染症の感染状況によれば延
力、市民のネットワークを 期等も可能性あります。
通した市民のつくるまちづ SNS等によってご連絡しま
くり等について、改めて考 す）当日ご参加もOKです
えていく機会や参加者の皆 が、事前参加申込の方、優
さんの交流の場となればと 先となります。
申し込みは事務所まで。
思っています。
吹田市民の方はもちろん、 TEL :06−4864−2874
FAX :06−6878−1452

５月定例会の議場等での傍聴については、議会事
務局にお問い合わせください。（一時保育は休止し
ています）
議会事務局TEL：06−6384−2644
FAX : 06−6338-0920
（※吹田市議会の議場は特定天井です。）
『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。
市民パワーで、改めて、政治や経済、これから生き
ていく環境へ意識を高めていきませんか。

『いきいき市民学習バスツアー』については、7月
に実施予定としておりましたが、新型コロナウイル
ス感染の終息の見通しが現段階でできないため、今
年度は実施をしないことにさせていただきます。
来年度は実施できますことを願い、ご理解のほど
よろしくお願いします。

なんでも市民相談日♪
（SNS等にてお知らせします）
実施日については新型コロナウイルス感染終
息の状況をみて判断します。なお、メールやお
電話等からのご相談の受付は行っています。
《会計報告（2020年１月〜３月）》
（円）
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支出

1月

互助会会費
会費

合

計
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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/すいた市民環境会議

（円）

１月-３月合計

406,827

前月繰越金

2,873,801

合計

3,280,628

事務所家賃等

261,330

水光熱費

23,156

通信費

39,260

印刷費

1,018,519

活動費

116,955

交通費

86,386

事務雑費

24,526

人件費

73,500

合
繰越金

計

1,643,632
1,636,996

★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★
だよりの配布、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

/千里竹の会/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、自治会会長/関西若手議員
の会/近畿市民派議員の会
◎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

