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◎「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正
する法律」には、感染者やその家族、医療従事者等の人権
が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、
偏見や差別を防止するための規定が設けられています。
また、ワクチン接種についても任意であり、接種の強制

や差別、不利益な取り扱いを行うことのないよう、ご理解
をお願いします。(副反応等の情報は厚労省HP等にて)
問い合わせ先：吹田市人権政策室 06-6384-1513

吹田市では、令和３年１１月１6日現在で累計
6,821名の方々が新型コロナウイルス感染症と
確認されています。感染された方々に心からお見
舞い申し上げます。
10月1日の緊急事態宣言解除以降、人と接触
する機会が増えている方も多いと思います。私た
ち一人一人の感染症対策は何より大切です。感
染拡大防止のご協力をよろしくお願いします。
３回目のワクチン接種体制に伴う予算は、11月
定例会初日にて審査されることになりました。

新型コロナ感染症感染拡大により浮き彫りと
なった社会課題(格差、ｺﾐｭﾆﾃｨ欠如による孤立感
等)に対して、命を守ることを第一に考えた対応を
市に求めていきます。 ９月定例会・決算委員会の
議会報告（抜粋）です。
また、最近は、子どもや若年層のコロナワクチン
接種後の副反応等について行政からの情報がな
く、心配・不安の声を聞きます。行政には引き続き、
市民の必要な情報を提供することを求めます。皆
さまからのご意見・ご相談をお待ちしています。

【会派代表質問内容(馬場議員)より抜粋】
桃山公園整備事業の進め方/万博公園駅前開発の住
宅建設について/通学区域見直しの考え方・自治会等地
域への説明について/コロナ感染状況と学校形態の決定
について/パルスオキシメーター、食料提供の整備状況等
◯第５波における本市の宿泊療養、自宅療養、入院療養
等、調整中の人数の傾向は？（これまでと比較して)

健康医療部：第４波において、療養者が一番多かったと
きと、９月８日時点での療養場所別の割合を比較すると、
第４波では、入院約38％、宿泊療養約35％、
自宅療養約20％。第５波では、入院約15％、
宿泊療養約42％、自宅療養約40％。
第５波では入院の割合が低下し、自宅療養の割合が増
加。(病床が足りていないのが明らかとなりました)
◯本部会議(7月31日実施)で指示された自宅療養者
支援のための市独自のホテル確保の状況は？

健康医療部：市独自で宿泊施設を確保するのではなく、
入院待機ステーションの設置と往診時の酸素濃縮器
の早急な配備体制の確保を行った。(8月末より）

【五十川個人質問(抜粋)】
教育の機会の格差是正を！/市は市民の声を十分に聞
けているといえるのか/コロナ対策等における学校運営に
対する教育委員会のあり方/選択登校制の出欠扱いに
ついて/子ども・若者の居場所確保を！/居住支援の位置
づけ/防災訓練の意義、中止の理由等
◯吹田市長は市議会の「万博記念公園駅前開発にかか
る住宅建設を認めない決議」を受けて、条例但し書きを
適用する等、この決議を無視されることはあり得るのか。
都市計画部：条例の但し書に該当する共同住宅の想定
はしていないが、具体的な内容が提案されたのち、条例
の趣旨を踏まえ、適切に判断する。
市長：本市の方針に明らかに沿わないとみなされる場合
は吹田市として許可することはない。決議は当然尊重す
るが条例に沿った行政責任を果たす。決議は参考にする。
(吹田市長は、積み上げてきた吹田の街並み、吹田市民
の未来のための適正な判断が求められます。）

吹田市議会会派
令和３年11月発行

この議会だよりは政務活動費（公費）で印刷しています

【令和３年９月定例会会は代表・個人質問にて(抜粋)】

◉吹田市の対応 について(発熱、咳、痰、味覚・嗅覚
異常、全身倦怠感等のある方)
①かかりつけ医や身近な医療機関に電話で症状等に
ついてご相談ください。
②どこに連絡をしたらいいのかわからない場合
は、新型コロナ受診相談センターへ連絡を！
平日9時ー17時半•••• TEL:06−7178−1370

FAX:06−6339−2058
夜間・土日祝 •••• TEL:050-3531-4455 

FAX:06−6339−2058
不明点・詳細等は、吹田市HPもしくは、
健康医療部地域保健課(06-6339-2227)まで

【体調の変化に気づいたら…早めの受診を！】

９月定例会も、一人あたりの発言時間の短縮及び市長
からの依頼により、健康医療部の関係は答弁者に配慮
して代表質問に統合しています。質疑の詳しくはぜひ、
議事録（市議会HP)にてご覧ください。右記QRｺｰﾄﾞ→

【人を傷つけるような言動は慎んで、相手の気持ちに
寄り添った思いやりのある行動を！】

mailto:510yuka.suita@gmail.com
https://isoyuka.net/


１．市会議案第２２号：選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書
賛成２１ 反対１４ 原案可

決
２．市会議案第２３号：出産育児一時金の増額を求める意見書 賛成３０ 反対 ５ 原案可
決
３．市会議案第２４号：日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書

賛成１５ 反対２０ 否決
4．市会議案第２５号：大阪府議会議員定数削減(吹田市選出議員定数削減)への反対を求める意見書

賛成２７ 反対５ 退席３ 原案可決

以下、SNS等の情報です。
Facebook :市民と歩む議員の会
五十川HPのQRコードはこちら→

◎９月定例会(議案質疑・意見)より
・小学校給食の無償化と中学校給食の
半額補助について
→経済的支援であれば、給食の有無に
よる公平性に欠けた支援となるのでは
ないかと指摘しました。
・キャッシュレスポイント還元事業
→消費喚起に一定つながる点は理解
するが、感染対策の徹底を対象店舗
に求める必要性等指摘しました。
・市立小・中学校の修学旅行のキャンセ
ル料やバス増便等の感染症防止対策
・感染症対策のための各保育所・幼稚
園等の自動水栓、エアコン等整備
・wi-fi整備等の環境整備(ゆいぴあ等)
・電子書籍の整備(拡充)
→感染対策等の提案時期は遅いので
はないか、先を見越した提案を求める。
また、のびのびプラザの子育て向け講
座はwi-fi整備を待たずにオンライン
対応の実施を求める。
電子図書コンテンツの拡
充については、その効果
に疑問が残る。

◎決算委員会(令和2年度審査)より
・地域住民居場所づくり活動補助事業
→当該事業の評価とこれらのノウハウを
活用した市独自の子どもの居場所等
確保の必要性を指摘・提案しました。
・委託事業の契約状況・積算根拠
→R２年度から直営から委託となった休
日急病診療所事業において、契約内
容と乖離する実態があったことを受け、
吹田市の委託事業全体の契約状況
の確認体制や積算根拠の算定方法
等の是正の必要性を提案しました。
・吹田市の各事業におけるバリアフリー
市民会議の活用の必要性について
→合理的配慮として当事者の声を聞け
ていない現状の是正を求めました。
・感染拡大予防のための各事業のとり
やめによる市民生活への影響
→市民生活への影響を具体的に検証
する必要性を指摘しました。
・保健所の人員体制等、新型コロナ対
策の全庁的な取組み及び中核市移
行による人員体制について
→保健所の人員確保は常に迅速に適

材に行う必要性と感染対策以外の関
連事業の引継ぎへの影響を指摘した。
・行政手続法及び行政手続条例におけ
る「審査基準」の作成及び公表
→適正に作成・公表のない事業に対し
て是正を求めました。

〜9月定例会・決算委員会での審査と会派意見交換会(オンライン)〜

吹田市議会11月定例会は11月２4日から12月2０日までです。市政を
チェックするためにもぜひ、傍聴ください。 （感染拡大防止の為、本会議の
インターネット視聴の活用にご協力をお願いしています。）
５月20日から傍聴者への規則を改正しています。詳細はHPにて。

補正予算、条例については、全会派一致の賛成となりました。今回、賛否の分かれた項目は、市会議
案です。他の会派と合同ですが市民と歩む議員の会も提案した各意見書（1、２）については、可決さ
れ、政府へ届けることができました。また、４については、当該案件の性質を考慮して退席しま
した。議案等（予算、条例、国や府への意見書）のうち、賛否の分かれた議案の一部です。
（意見書：※地方自治法第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。）個人賛否は以下の表のとおりです。

表記意味
賛成者 ○
反対者 ×
退席者 退

市長提案の
議案26件、
市会議案

５を議決し
ました。

9月定例会前に会派で通学区域等につ

いて語ろう会(ｵﾝﾗｲﾝ)を実施しました。

参加された方からは、地域や子ども

の声は反映されるのか、校区見直し議

論が中心となっていることに対してそ

もそも教室が足りないというのは何を

もって判断しているのか等、疑問のお

声が上がっていました。これまでも万

博記念公園や桃山公園等をテーマに定

期的に行っています。コロナ禍におい

ても皆さんの声を聴き、対話する機会

を積極的に作り、行政に届けます。

今回は、 「
通学区域（

校区見直し
） 」 をテー

マに

みなさんと
私たち「 市

民と歩む議
員の会」 と

の意見交換
の場

「 語ろう 会
@オンライ

ン」 を開き
ます。

ぜひ、 お気
軽にご参加

いただき、
『 あなたの

想い』 をお
聞かせく だ

さい。

＊事前にメ
ールでお申

し込みく だ
さい。 sh i

m in 1 0 a y
umu@ g m

a i l . com

なお、 メ ー
ルには、 お

名前、 当日
連絡のつく

電話番号を
お書きく だ

さい

（ 当日1 7
時まで）

裏面に関連
情報があり

ます。 ご覧
く ださい。

五⼗川有⾹ 池渕佐知⼦ ⾺場慶次郎

市⺠と歩む議員の会：吹⽥市議会議員3⼈（⾺場慶次郎、五⼗川有⾹，池渕佐知⼦)で構成する会派です

〒564-8550吹⽥市泉町1-3-40 吹⽥市議会 会派控室 TEL 06-6384-1390 FAX06-6337-6858

吹⽥市HP学校規模


