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いそがわ ゆか市議会だより

新型コロナウイルス感染症は、収束の状況
になく、これからはインフルエンザとの同時
流行が懸念されているところです。罹患され
た方々に心からお見舞い申し上げます。
市民の皆様が少しでも安心・安全に過ごせ
るよう行政に求められる市民生活に必要な政
策等を議論する大切な「議会」という場の価
値を高め、「市民のための市政」＝「市民本
位の市政」の実現に向け、これからも、全力
で取り組んでまいります。
市民の皆様からの大切なお声が政治を
動かします。ご意見等お待ちしています。
平成7年（1995年）に“市民目線で活動

する議員を市議会へ送り出し、市政に参画

しよう”そんな市民の想いから生まれた
１００%市民派・無党派の『吹田いきいき市
民ネットワーク』は今年で、25年を迎えま
した。
（記念講演等は来年に延期予定です。）
引き続き、『見える政治・わかる政治』を
モットーに議員活動を行い、その結果や政務
活動費(HPにて公開)・議員報酬の使い道を
「議会だより」で発信していきます。
（※配布部数等はコロナ感染状況によります）

『市民力』、『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。

令和２年（2020年）８月臨時会・９月定例会の報告及び
活動報告です。

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
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事 務 所：〒565−0831
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［吹田市の新型コロナウイルス感染症の対応状況について］

９月定例会の会派代表質疑等にて、中核市として責任
ある命に関わる保健所等はじめ保健衛生行政の実態に
ついて明らかになりました。以下、質疑やりとりです。

Q. 吹田市に感染症指定医療機関はあるのか？
A. 市内に感染症指定医療機関はない。

Q. 帰国者・接触者外来の医療機関数と各機関の1日
当たりの最大可能検査数は？

A. ４箇所。各機関あたりは把握していない。
1日の保健所を介して実施した本市の最大検査件数
は、76件。

Q. 新型コロナ受診相談センターはどこに繋がるのか。
A. 委託先の会社にて対応し、受診調整等が必要な
場合は、保健所に連絡が入る仕組みとなっている。

Q. これまでの同センター及び市のコール
センターの受診相談の件数は？（各月）

A. ４月3,716件、５月1,817件、６月1,026件、７月
2,403件、８月2,721件。

Q. 各月のPCR等検査の検査件数は？
A. 保健所を介して帰国者・接触者外来等にて実施し
た件数は、４月574件、５月519件、６月305件、
７月1,021件、８月1,206件。市内医療機関にて

医師の判断に基づき保険診療にて実施した件数は、
４月292件、５月292件、６月364件、７月492件、
８月1,004件。

※特に感染拡大初期の頃は、相談数が検査数の数十
倍にも至っていたことが明らかとなりました。

Q. 帰国者・接触者外来各院の職員の方々等への検査
実施状況は？

A. 各医療機関の医師の判断にて職員等へも検査は
実施できるが詳細は把握していない。

Q. 吹田市における同感染症感染者のうち、65歳以上
の高齢者、基礎疾患者、その両方の方の各人数は。

A. ９月15日現在の本市における新型コロナウイルス
感染症患者の324名の方のうち、65歳以上の高齢者
は36人、当該感染症の重症化につながるおそれの
ある基礎疾患を有する方は14人。また、65歳以上
で前述の基礎疾患を有する患者は５名。

Q. 他市で公表しているところも多いが、吹田市は
帰国者・接触者外来を公表しない理由は。

A. 万が一、受診者が殺到すると、診療体制に支障を
来すおそれがあること、保健所による受診調整等
にも影響を及ぼしかねないこと、当該医療機関も
公表を望まれていないため非公表としている。
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〜少人数学級体制の必要性について〜
市は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め、市立小・中学校を３月〜５月まで２か月以上休
業とし、その後分散登校、6月15日からはこれまで
と同じ数の子どもたちが教室にて学んでいます。
五十川：学校現場を拝見させていただきましたが、教室

内のいわゆる密は避けられていないと言える状況
でした。そのため、実際、分散登校のときのほうが
安心できたという子供たちや保護者のお声もたく
さん聞かれます。分散登校実施時と、現在の学級
内での市の対策の相違を明確にお答えください。

教育監：分散登校実施時には、１学級を２分割して20名
程度ずつ、午前、午後に分けた分散・時差登校
の上、３時間程度の短縮授業を実施した。
また、可能な限り、１ｍから２ｍの身体的間隔を確
保する等の配慮した。現在は、新しい生活様式に
よる感染防止対策を徹底しながら、通常の学級
編制による平常授業を実施している。座席配置
については、１ｍを目安とし、学級内で最大限の
間隔を確保している。

※実際、１mも満たしていない状況もあり、
距離が取れていないことは明らかです。
環境整備の必要性を求めました。

五十川：大阪府内の中核市のように、いつまでに市立
小・中学校における少人数学級を実現するのか。
また、実現のために、これまで実施したことは。

教育監：課題が多く、現時点では、実現に向けた明確な
方策はないが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のための教員の加配など、人的措置等は、

府に要望している。少人数学級編成については国、府
に要望しており、これらの動向を注視していく。

〜コロナ禍における留守家庭児童育成室〜
五十川：民間委託選定に当たり、各育成室の実態調査

等は誰が何回、いつ、どのような調査をしたのか。
市の決定プロセスを具体的にお答えください。

地域教育部：選定育成室の実態確認に特化しての調査
は行っていない。決定プロセスは、課内における
課長、参事、主幹及び主査が参加した協議に
ついて記録はないが、令和２年（2020年）５月
から６月の間に３回行い、６月30日に部長協議、
７月１日に副市長協議を経て、その後、市長決裁
による起案行為によって決定をした。

五十川：育成室の現場も、感染対策が最優先になって
おり、例年にない対応をされている。
この状況においても、子供たちの放課後の居場所
を今年度中に民間委託することが、当該育成室に
通っている子供の権利からして子供の最善の利益
と言えるのか。

地域教育部：全ての育成室の安定的な運営を図るため
には、先延ばしの出来ない施策。当該育成室の
児童及び保護者の方の不安解消に努める。

［子どもたちの学習環境等の整備等について（少人数学級・学童児童）］

吹田市議会においては、市民に開かれた議会のための整備
や、現状に合わせたルールづくりなど、３人以上の会派で話合
い等を重ねています。議会運営委員会の部会である小協議会
にて検討された項目の結果は以下のとおりです。(8/25報告）
１）オンライン会議（委員会）の導入について
→協議等の場で利用できるよう試行実施等を重ね、引き続き、
検討することとなりました。
２）議場での電子採決システムの導入について
→採決システムについては意見まとまらず検討終了。
３）議会質問での障がい者の方のための合理的配慮（手話通

訳、要約筆記等）の実施について
→現在運用中のソフトウェアにて来年度以降に字幕表示機
能をつける可能性を見いだせたため、再検討することとし、一
旦、検討は終了。前回掲載しました検討項目については、他
会派等の賛同が得られず、取り下げをしたものもあります。
引続き検討予定の項目は以下のとおりです。

議案質疑項目については、以下の通りです（抜粋）
８月臨時会（会派代表の一括質問形式です）
◯プレミアム付商品券の提案時期、枚数設定等の根拠
や関係団体との連携
◯消毒等サポートスタッフの時間の設定根拠等について
◯小・中学生のパソコン導入における家庭内オンライン
整備の公平性等について

９月定例会（議案質疑等より）
◯パソコン導入契約内容およびオンライン授業の実施時
期について（10月を目処にWiFiモバイル貸出予定）
◯新型インフルエンザ予防接種の高齢者への助成
◯新生児臨時給付金（4月27日〜12月31日生の新生児
に対して給付）の実施趣旨と所得格差等への対応は。
◯PCRセンター設置と検体回収センターの運用の意義。

新型コロナ感染症関係予算について（８月臨時会・9月定例会より）

◯傍聴人規則の改正について
◯議場へのマイボトルの持込みについて
◯高校や大学等との連携について

［議会運営委員会の検討項目のその後について］

今回は、留守家庭児童育成室の状況を報告します。
子どもたちの放課後の居場所において、マスク着用はもちろ
んおやつも向かい合ってではなく、前を向いて食べるなど、感
染症対策の工夫はされていました。緊急事態宣言中も実施で
きたことは良かったが、制限されることも多く、保育状況の遅
れなどに対する支援の必要性を感じました。

新型コロナ感染症対応を求められる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活動していきたいと思います。
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。



【公文書公開の印影の取り扱いについて】
五十川:公文書公開請求の様式を変更された原因となった

吹田市長敗訴の裁判について、ご説明ください。
市民部：当該裁判は、本市の公文書公開請求における法人

の代表者印等の印影の開示・非開示の決定について、
大阪地方裁判所に訴訟を提起された事案。裁判では、
本市が非開示とした印影のうち、法人の法務局登録
印、銀行、郵便局等の金融機関への届出印、限定的な
用途や相手との間で用いられることが予定された印
章以外の印影の非開示決定は妥当ではなく、開示す
べきであるとの判決を本年１月29日に受けた。
この判決を受け、当該開示決定をやり直すとともに、
法人や個人にとって印影の開示はデリケートな面があ
ることなどから、公文書公開の請求者にとって印影の
開示が必要かどうか、請求段階で確認するよう、
公文書公開請求書の様式を見直した。

五十川：公文書公開請求人が請求段階で印影を不要とされ
た場合は、その部分を「マスキング」、つまり黒塗りをさ
れるということなのか。

市民部：結果的には、その部分については黒塗りをするという
ことになると思う。

五十川：黒塗りをすると、その部分に本当は何が書いてたの
かが分からない。加えて公文書公開というのは、原則、
全部公開です。（条例に公開義務有）請求人が見るこ
とのできない公文書の請求時に、そのようなある種の
制限の選択をさせる法的根拠を明確にお答えください。

※市民部から法的に明確なお答えはありませんでした。

なんでも市民相談日♪
開催日:１２月２１日(月)/

１月８日(金)/２月１０日(水)

（いずれも10時から15時）
事前予約の方優先です。

一度、事務所へお問い合わせください。
（コロナ感染状況、公務等の都合により変更の場合もあ
ります。その場合は、いそがわ HPやSNS、事務所前
掲示にてお知らせします。ご了承くださいませ。）

【すいた新型コロナ支援寄附について】

皆様からの善意により集まりました基金は、
「新型コロナウイルス感染症の拡大等により、大
きな影響を受けている市民生活、事業活動、また
医療・福祉現場、学習活動の支援」等の施策充実
のために活用させていただきます。
◎寄付方法など詳しくは担当まで(危機管理室)
TEL：06-6170-2329(寄附専用ダイヤル)
Eメール：kifu-corona@city.suita.osaka.jp
↑↑お問い合わせください。
※ふるさと納税制度を活用できます。

市長や行政の姿勢から市民に寄り添う市政を！！！（一般質問より）

【コロナ感染時の市長の姿勢について】
五十川：本年度７月、８月の市長の休日数および、各月、登

庁されなかった日数もお答えください。
総務部：市長をはじめ、特別職は休日等に関する定めはなく、

明確な日数は答えられない。各月における登庁して
いない日数については、市役所の閉庁日を除き、
７月は２日、８月は５日です。

五十川：市長の休日等に関する定めがないことと市長の休
日数をお答えになれないこととは全く別の問題です。
市長の休日数については、大阪府の知事の仕事ぶり
や休日数をテレビ等で見聞きされた市民の方々から
の質問です。それでも具体的な休日数の回答は拒否
されますか。

総務部：明確なお答えはいたしかねる。市役所内での執務
や出張のなかった日数は、先ほどと同日です。

五十川：お答えいただけませんのでこちらから申し上げます。
本年度は、コロナウイルス感染症の影響から、７月、
８月の土、日、祝日の市長の公務はおよそなかったと
聞いているし、公務日程にも載っていない。ご答弁の
登庁していない日数に土、日、祝日を休日とし換算
すると、市長の休日は７月が12日、８月が16日で
合計28日、約１か月となる。７月、８月は、新型コロナ
ウイルス感染症第２波の真っただ中でした。

〜いそがわよりオンラインセミナー等活動を通して皆さんに知っていただきたいこと〜

〜7月の香害セミナーや8・9月の気候危機セミナーから〜
皆さん、化学物質過敏症をご存知でしょうか。また、吹田
市では公共施設等利用の際、自粛協力をお願いしているのを
ご存知でしたでしょうか。以下、吹田市HPより。
『香水や整髪料等の香料に含まれるわずかな物質を原因に
アレルギー症状や喘息などが誘発される方がいます。
化学物質過敏症による健康被害を防ぐために、吹田市の

公共施設における香水等の自粛について、ご理解、ご協力

をお願いします。』として、自粛の協力依頼をしています。
また、合成剤等の使用は、環境面においても自然環境の
汚染へ繋がるなど、様々に指摘されているところです。
ぜひ、自然由来の洗剤など、他の人や環境にも優しい暮
らしにシフトチェンジをしてみませんか！
また、吹田市は気候非常事態宣言に向けて検討中です。
私も、より実行性のある環境施策となるよう議員としては
もちろん審議委員や市民活動としても携わっていきます。

【令和2年度所属委員等】
いそがわ ゆかの所属委員等は以下のとおりです。

●文教市民常任委員会委員長
（担当部署：学校教育部、地域教育部、市民部、

都市魅力部、農業委員会）
●議会運営委員会委員（市民と歩む議員の会）
●予算常任委員会副委員長（文教市民分科会長）

●決算常任委員会副委員長（文教市民分科会長）
●環境審議会委員（議会選出）

【お詫び】前回号の議会だより記載で、議員一人当たり
の質疑時間について『申し合わせで15分』と記載してい
ましたが、誤記でした。正しくは、『規程で15分」です。
謹んでお詫び申し上げます。

皆さんは、この夏の市長の公務状況をいかがお感じでしょ
うか。五十川は、休暇自体を取ることについては全く否定
しません。しかしながら、市長のSNS等での発信なども少な
く、この夏のイベントが中止になっているのは、コロナ感
染の状況であり、そういった市民の状況に寄り添った対応
は見受けられなかったため取り上げました。

情報公開は市民の知る権利を保障する大切な制度です。
市の対応は裁判の結果を重く受けた対応とはいえません。



［11月定例会の日程予定］
１１月２６日 本会議（提案説明）
１２月３日・４日 本会議（一般質問）
１２月７日・８日 本会議（一般質問）
１２月８日－11日・１４日 各常任委員会
１２月１５日 予算常任委員会 （討論・採決）
１２月１８日 本会議 （討論・採決）

〔傍聴のご案内〕
スマホ等から見れるネット中継もご利用ください。

一時保育については、新型コロナウイルスの感染
拡大が収束するまでの間、休止としております。

手話通訳派遣等については、傍聴希望日の7日前
（土曜・日曜・祝休日等の閉庁日を除く）までに
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）

《会計報告（2020年7月〜9月》 （報酬２割削減し、コロナ対策に充当しました）

★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★

議会だより配布、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‼︎!
カンパの応援もお待ちして
います。
【郵便振替】
920−4−331276
いそがわ ゆか応援団

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
◎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/
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／ストップ気候危機！自
治体議員による気候非常事態・共同宣言の会
◎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

7月 8月 9月

収入

報酬 520,000 520,000 520,000

期末手当等 0 0 0

合計 520,000 520,000 520,000

支出

所得税 32,920 32,920 32,920

住民税 65,000 65,000 65,000

国民年金 16,890 16,890 16,890

国民健康保険 82,000 82,000 82,000

互助会会費 5,200 5,200 5,200

会費 0 0 0

生活費 240,000 240,000 240,000

事務所活動費 77,990 77,990 77,990

合 計 520,000 520,000 520,000

事務所活動費内訳 （円）

収入

7月-9月合計 233,970

前月繰越金 2,513,445

合計 2,747,415

支 出

事務所家賃等 261,330

水光熱費 22,702

通信費 101,977

印刷費 374,630

活動費 216,992

交通費 33,776

事務雑費 103,003

人件費 71,000

合 計 1,185,410

繰越金 1,562,005

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はSNS等にて）

〔７月〕
２日 香害セミナー(ZOOM)
６日 ごみ問題学習会

１０日 市民とお店PT会議
１５日 せせらぎ花の会(里親道路)
１６日 議会運営委員会
２０日 臨時会

（コロナ対策関係予算）
２２日 なんでも市民相談日
２８日 近畿市民派議員の会(宝塚)
２８日〜８月７日 議会だより作業
２９日 関西若手議員の会(ZOOM)
２９日・３０日
教育委員会会議傍聴(教科書採択)

〔８月〕
１日 WEBセミナー受講(気候危機)
４日 全国若手議員の会研修(WEB)
６日 留守家庭児童育成室視察
７日 市民とお店PT会議

１７日 環境審議会
２３日 オンライン会派議会報告会
２４日 全国政策研究集会in京都
２５日 議会運営委員会勉強会
２７日 戦没者等追悼献花式
２８日 臨時会

（コロナ対策関係予算）
３１日 小学校人権授業視察

なんでも市民相談日

〔９月〕
２日 議会運営委員会

議会研修（政務活動費等）
６日 WEBセミナー受講(気候危機)
９日 本会議（提案説明）

１１日 留守家庭育成室視察
１６-１９日 本会議（質問）
１９日 オンライン会議(気候変動)
２３日 本会議（質問）
２３−２５日 各常任委員会
２８・２９日 各常任委員会

３０日 予算常任委員会(討論採決)


