2021年6月 60,000部発行 討議資料
※感染状況等により配布
時期が遅れることがありま
すがご了承ください。

いそがわ ゆか市議会だより
皆さん、いつもお読みいただきありがとうご
ざいます。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』の結成後、毎議会ごとに発行し
てきました議会だよりはついに！！記念となる
100号を迎えることができました。
これもひとえに、皆さんの「市民の声を届け
ることができる議員を議会へ送り出そう！」と
の市民の想いから生まれた緩やかなネット
ワークへのご理解があるからこそです。

また、これまで便りを作成してこられた歴代
の市議会議員の方々はじめ、議会だよりを一
戸一戸に配布をしていただいたり、挟み込み
作業をしたりと、配布に関わってくださった皆
様に感謝いたします。 (３面にこれまでの振り
返りなど特集記事を載せています。よかったら
ご感想をお待ちしています。)
私、五十川も四半世紀の間、吹田市政にお
いて様々な課題に市民目線で切り込んでき
たつながりを生かし、その時代、時代における
市政課題に向き合い、解決に導くことができ
るよう、引き続き、邁進していきたいと思います。

［新型コロナウイルス感染症感染拡⼤による３度の緊急事態宣⾔による市⺠への影響…み
なさんの様々な気づきを市政に届けています］
（学校現場、子どもや保護者のお声）…感染が
心配であるので分散登校に切り替えてほしい。
自主休校の現場と教育委員会からの指示と
対応が違う。修学旅行等子ども達の大切な行
事を守ってほしい。消毒作業等の教師への負
担増が著しい。図書館を開館してほしい。
→教育委員会等と議論を行い、実態にあった
提案をしています。子どもたちの声、想いに寄
り添った授業実施のためにも少人数学級の早
期実現はコロナ影響下において必要です。
この度、吹田市に、女性の声が届きました！！
全国的にも「生理の貧困」、「女性の貧困」が社会問題と
なっています。もしかすると、この現象に違和感を持つ方もい
らっしゃるかもしれません。私、五十川は、生殖に関する健康
と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）という人権の観
点から重要であり、これらの課題はコロナ影響下によってこれ
まで埋もれていたことがあかるみになったと感じています。
(国際NGOﾌﾟﾗﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙの調査(2021年4月報告)では3割強の方
が購入をためらったことがあると回答しています。)
この度、女性特有の課題として、吹田市議会の女性議員のう
ち有志議員9名で、5月6日市長宛に、「女性の健康支援」に関
する要望書を提出しました。

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 06-6384−1390 FAX 06-6337−6858
事 務 所：〒565−0831
吹田市五月が丘東9−12−102
TEL 06-4864−2874 FAX 06-6878−1452
Eメール：510yuka.suita@gmail.com
URL : https://isoyuka.net

（様々な立場からのお声）…PCR検査の充実、陽性者・ワ
クチン非接種者への偏見・差別防止を！、ワクチン接種
予約時のwebや電話対応の準備に対するご意見、NPO
や地域の活動が制限されていること、舞台や文化活動
の実情（子供達の感性への影響懸念）、コロナ影響下で
市民の声を聞かないまま進めようとしている事業等たくさ
んのお声をいただいています。
→吹田市に現状を伝えるとともに、エビデンスや他市
の実態等を調べて、議会質問等において提案をして
います。「命」を守るための行動を促す仕組みづくりと
それによる影響に対する支援策の実現を。
主な要望内容は、
学校の個室トイレに生理用品の設置、DVや困窮世帯の方
に無料配布、食料品のみ対応のフードドライブの仕組みに
生理用品等も追加して支援団体と連携すること。
また災害時の備蓄品についても要望しました。これら要
望のうち一部、以下、実施が決まりました！
◎5月24日から先着で各児童館やデュオにて生理用品、災
害備蓄用軽食等の無料配布(数に限り有り。なくなり次第終
了。)児童・生徒にも配布予定です。詳細は、吹田市（人権
政策室男女共同参画担当等）、各学校へお問い合わせくだ
さい。【男女共同参画】 06-6384-1461

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
mobile.twitter.com/suita59386701
Amebro: https://amebblo.jp/yukasuita/
LINEのQRコード
→

HPのQRコード
→

一般質問・議案質疑について（２月定例会・４月臨時会より）
一般質問項目について(抜粋)詳しくはHP等にて
2月定例会
◯コロナ影響下における貧困世帯への居住支援体制
◯居住支援協議会の設置の必要性
◯通学支援の充実へ向けた取組み(単独事業への移行
等)の必要性と利用者の実情に合わせた改善を！
◯介護職員等の人材確保のための資格取得支援補助
金の実態にあった運用見直しの必要性
◯２年以上放置された人権施策推進審議会の未開催に
おける課題認識と基本方針等を開かれた場での早期
に議論を再開する重要性を指摘
◯市長肝煎りの子どもSOSカード事業の廃止理由、子ど
もが手軽に直接、相談でき、声をあげることのできる仕組
みづくりの重要性について（豊中市のLINEによる取組み
やチャイルドライン等との連携など）

◯ICT活用による不登校支援・デジタル教科書の実施等
◯体育時のマスク着用義務化について文科省との判断
の違いについて
◯不登校児童・生徒の出席扱い、進路選択への配慮
◯令和元年度から求めていた学校健康診断の未受診
者への対応状況について→令和３年度からようやく登
録されている学校医（内科・歯科）で個別対応ができる
ようになりました。学校から案内があります。
◯教育機会確保法と不登校支援について(教育長へ)
◯地域団体、委員会等への相談等なき公共施設等の閉
鎖について、休館した理由や丁寧な対応へ善処を！
◯生物多様性地域戦略の早期実現の必要性について
◯桃山公園のため池の根拠なき課題の掲載について
◯市長のコロナ対応に対する意識（現状把握手段等）
◯市民公益活動審議会の市民公募枠の縮小について

２月定例会意見：一般会計当初予算は反対しました。
◎新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、最優先すべき
は、あらゆる場面・分野における感染症のこれ以上の拡大防止
のための対応、感染症拡大により厳しい生活となった市民や事
業者の救済であるが、感染拡大防止のための予算は、極めて少
なく事業の優先順位等の判断基準が見えないこと。

◎市民主体のまちづくりとして、政策立案過程において、自治
体の憲法といわれる自治基本条例に記載されている市民参画
や市民意見に寄り添う姿勢に欠け、根本的な改善姿勢がみら
れない事業予算の計上（ex.park-PFI事業による江坂公園、桃
山公園の整備の市長発言等が象徴的、北千里複合施設等も）
◎少人数学級の早期実現のための独自対応の必要性を提案。

４月臨時会
◎提案内容：PCR検査(行政検査)の検体採取業務委託(医師会)の
実施、『いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校
づくりに関する調査研究』、『被害児童・加害児童生徒への
支援・指導等の在り方研究』委託事業の実施
国予算の子ども子育て生活支援給付金（1人5万円）の支給
一般会計補正予算意見：予算は賛成しました。
◎保健所において、十分な検査体制等が維持できるよう職員の
心理的ケアも含めた対応を行うこと
◎大学でのモニタリング検査や高齢者向けワクチン接種の
対応も控えている状況を見据えた保健所の更なる体制強化
◎重症化を防ぐための積極的検査と隔離策を基本に感染拡大を

食い止める体制づくり
◎府や国に現状の体制改善を要望するなど、市民の命を左右
する保健行政を担う市長の責任による判断力
◎いじめ被害児童・生徒及び加害児童・生徒のメンタルヘルス
の悪化防止、自己肯定感の保持の効果のための、調査研究対
象のモデル校の選定方法や当該委託事業が学校現場において
十分に生かすことのできるような実施内容・体制づくり
◎これまでのいじめ事案への対応の反省から、 現場や子供たち
の権利保障の視点からの専門的な助言の必要性
◎ 子ども子育て生活支援給付金について、収入が児童扶養手当
を受給している方と同じ水準となっている方へのあらゆる手
段で周知徹底を図ること

わたしたち一人一人の選択(判断)によって未来は創られます。みなさんはどんな未来にしたいですか⁇

オンライン座談会のお知らせ☆
次回開催予定日:６月２５日(金)(諸事情により変更あり）
20時半から22時＠オンライン

コロナ禍でなかなかお会いできない皆様と課題意識を共有できる時間がもてないか
なと…色々と考えている中で、いつも学びを深めている他市の市議会議員と各市共通
の様々な課題についてのオンライン座談会を定期的に開催することになりました！！
※Facebook等のSNSでイベント案内します。
SNSを見れない方はメール等でご連絡ください。参加の方法をお知らせします。

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はSNS等にて）
〔10⽉〕
２日 議会運営委員会
５日 本会議・決算委員会
７日 なんでも市民相談日
１５日−２０日 決算委員会
２７日 決算委員会
２７日ー１１月５日 議会だより作業
〔11⽉〕
６日 ごみ問題学習会
１０日 近畿市民派議員学習会(ZOOMにて)
１０日 健都ライブラリー視察
１４日 紫金山作業
１７日 メイシアター見学
１９日 議会運営委員会
２０日 環境審議会
２４日 こんにちは訪問（福祉委員）

〔12⽉〕
３日ー８日 本会議（質問）
９日ー１５日 本会議（委員会等）
１７日 教育委員会定例会傍聴
１８日 本会議（討論・採決）
２０日 アースセミナー（ZOOMにて）
２１日 市民相談日
２３日 ごみ問題学習会
〔１月〕
７日 北千里地域交流会
１３日 緊急事態宣言〜2月28日迄
２１日 教育委員会定例会傍聴
２４日 平和なまちづくりNW総会
２７日 議会運営委員会
２９日 臨時会
（コロナ対策関係予算）

〔２月〕（28日まで緊急事態宣言期間）
２日 オンライン学習会（生活保護について）
５日 オンライン研修会（移動支援について）
１２日 議会運営委員会
１７日 オンライン座談会(桃山公園について)
１９日 本会議（提案説明）
２０日・２１日COJ講座（ZOOMにて）
２６日 本会議（質問）
〔３月〕
１日ー３日 本会議（質問）
４日・５日 本会議（各常任委員会）
８日ー１８日本会議（各常任委員会）
２２日 議会運営員会
２３日 本会議（討論・採決）
２５日 教育委員会会議傍聴
２６日 こんにちは訪問（福祉委員）
２７日 フリースクールここ出発式／自治会総会／
共生のまち吹田

〜吹田いきいき市民ネットワーク議会だより100号までのあゆみ〜
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市民同士のネットワークです‼
『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」で発信しています。

【市民目線からの政策提案・行政監視】
子どもの意見を聞く仕組みづくり/公共施設の耐震対策/操車場跡地の住民
投票/外郭団体の経営体質・人事について/ 博物館と市民協働/自治基本条
例の実質的な運用となる見直しの必要性/総務・人事管理に関わる矛盾/市
民に不利益な情報公開条例改正の矛盾を指摘/リユースの推進/生物多様性
地域戦略の策定/NPOと地縁組織の連携を!等

【議会改革へむけて】
毎回、本会議質問の実施/初の無所属議員の一人会派を設立‼/本会議のイ
ンターネット中継の提案（実施となる10年以上前から）/議会基本条例の提
案/一人会派議員の市議会だよりの質問記事掲載へ/市議会のガイドブック
づくり等…その時代・時代に合わせて市民に開かれた議会づくりに取組ん
できました。これからも取組みを進めます。

【議会報告・市民視察にて市民自ら学び市政参画へ】
市議会報告（タウンミーティング）や年に一回、視察ツアーを開催しています。
（近江八幡の街並み、琵琶湖博物館、舞鶴引揚記念館等）これら活動から吹田の
まちを考え、市政参画へつながっています。現在は、コロナ感染拡大の影響によ
り実施できていませんが、コロナ影響下においてもオンライン学習会など、工夫
をしてともに学ぶ機会を確保していきます。

◉「なんだ坂、こんな坂…｡」
聞いたことある昭和の
フレーズを胸に戸建て配布
２０年｡頑張ったね私の膝｡
◉ 配布を通じて、多くの人に
出会えました。嬉しいこと
です。

◉継続は金なり、政治には関心
が薄かった私、いきいきだよ
り第一号から携わり、たより
を教科書に少し関心を持てる
様になりました。
◉必要な情報だから1人でも
多くの人に知ってほしい
と思って届けています。

元議員中本美智子（任期：平成15年
〜平成27年）さんからのコメント↓↓
『吹田いきいき市民ネットワーク』議
会だより100号・記念号発行おめでと
うございます。私自身、市議会議員活
動12年間で、48回の議会だよりに関
わらせていただきました。先輩議員か
ら引き継ぎ、そして五十川さんに、吹
田いきいき市民ネットワークの活動を
引き継ぐことができたことを大変嬉し
く思います。
また、何をおいても配布してくださ
るボランティアの皆様、お読みいただ
く市民の皆様があってこそです。改め
て大きな感謝を申し上げたいと思いま
す。本当に有難うございます。

『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。
これからも、市民の皆様が安心・安全に過ごせるよう、市民生活に寄り添った政策等を議論
する「議会」という場、「議員」という存在の意義を高め、吹田市における「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。
吹田市議会議員 五十川有香

［５月定例会の日程］

〔傍聴のご案内〕

５月２７日
本会議（提案説明）
６月３日・４日 本会議（役員改選）
６月11日・14－16日 本会議（一般質問）
６月１６日－１８日 各常任委員会
６月２１日－２２日 各常任委員会
６月２３日 予算常任委員会 （討論・採決）
６月２８日 本会議 （討論・採決）

感染予防のため、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。
その他、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
事務所活動費内訳

《会計報告（2020年10月〜2021年3月》
10月

報酬
収入

12月

520,000 650,000

期末手当等
合計
所得税

支出

11月

0

650,000

0

1,696,500

520,000 650,000

2,346,500

32,920

56,200

1月

2月

3月

収入

650,000 650,000 650,000
0

0

56,200

56,200

2,281,783

前月繰越金

1,562,005
3,843,788

事務所家賃等

650,000 650,000 650,000

165,957

10月-3月合計
合計

0

水光熱費

56,200

通信費

住民税

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

国民年金

16,890

16,890

16,890

16,890

16,890

16,890

国民健康保険

82,000

82,000

82,000

82,000

82,000

82,000

互助会会費

5,200

6,500

6,500

6,500

6,500

6,500

生活費

240,000 300,000

300,000

300,000 300,000 300,000

事務所活動費

77,990 123,410

1,710,153

123,410 123,410 123,410

合

520,000 650,000

2,346,500

650,000 650,000 650,000

繰越金

合

計

なんでも市民相談日♪
開催日:７月７日(水)/８月５日(木)/
（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。

印刷費
支 出

（円）

活動費
交通費
事務雑費

人件費
計

522,660
48,959
103,932
950,574
77,580
74,046
83,980
68,500
1,930,231
1,913,557

【すいた新型コロナ支援寄附について】
この基金は、「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。（受付6月30日まで）
◎寄付方法など詳しくは担当まで(危機管理室)

（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。）

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。

いそがわ ゆか プロフィール

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

★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１期目
★2019年4月〜吹田市議会議員２期目
（議会会派：市民と歩む議員の会所属）
◎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/

★私たちは、ボランティアの皆様に支えられて
◉ふと、「地域の誰に頼ったら
活動しています。議会だより配布、折込作業のお手 いいの。私はひとり？」って
伝いをして頂ける方を大々募集しています！
思うことありませんか？
どの地域でも、何枚からでも結構です。ぜひ、ご連 一人一人の存在を認め合い、
絡ください‼!カンパの応援もお待ちしています。 「ひとりじゃない」って思え
【郵便振替】
る、つながりを感じられる吹田
920−4−331276
市政を実現していきたいです。
いそがわ ゆか応援団
私たちはひとりじゃないです。

