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皆様、いつもお読みいただきありがとうございま
す。 感染症対策徹底のもと、令和4年度の始まり
から2ヶ月、いかがお過ごしでしょうか。
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』は結成後、
定例会ごとに議会だよりを発行しています。
吹田市保健所においては、今後の更なるコロナ
感染者数の増加に対応できるよう体制(回線数、
派遣人員増事務処理センター等の設置)を整え
ているとのこと（予備費等を活用）です。

市議会においては、皆様に感染対策としてイン
ターネット中継による傍聴をおすすめしているとこ
ろですが、その画面に字幕や手話通訳等がない
ため、聴覚に障がいのある人たちはマスクにより
口元を読み取ることもできず、何を話しているの
か全くわからない状態でした。
この度、私たち会派が約2年前から提案をして
いた「字幕システム」の導入が議会運営委員会
小協議会において承認され、事業予算化の方向
となります。また、導入時期等はご報告します。
２月定例会の議会審査の内容およびいそがわ
の議員活動等のご報告です。

［侵略行為に対する平和的解決を求める決議と吹田市令和４年度当初予算］

市会議案第６号 以下、決議内容(抜粋) 令和４年３月２３日可決

本年2月24日、ロシア軍は突如として、ウクライナに対し全面的な侵攻を開
始した。

〜中略〜
罪なき市民が不当な攻撃にさらされ、至る所で目を覆いたくなるような惨状
を呈しており、大規模な侵略行為であることに疑いの余地はない。このような
行為は、武力の行使を禁じる国際法の重大な違反行為であり、真に平和を求
める国際社会への悪意ある挑戦であると言わざるをを得ない。

〜中略〜
さらに、ロシアは世界最大の核保有国であり、今回のウクライナ侵略において、
その使用を示唆しているが、「非核平和都市宣言」を掲げている本市として、こ
のような暴挙を決して許すことはできない。よって本市議会は、ロシアによるウ
クライナ侵略行為に対し強く抗議するとともに、部隊の即時撤退と平和的解決
を行うよう求める。

以上、決議する

※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。

ワクチン
接種等に
関する情報
(吹田市
HPより)

【発熱等で新型コロナウイルス感染症が心配な時】

発熱等の症状がある場合、地域の身近な医療機関等、ど

こに受診したらいいかわからないときは、吹田市新型コロナ

受診相談センターまてご相゙談ください。

【新型コロナ受診相談センター】

TEL:06-7178-1370 FAX:06-6339-2058

【時間】9:00〜17:30

※上記時間外の夜間・休日 050-3531-4455

【ワクチン接種事業】（副反応等は市HPにて掲載）

個別接種は、各医療機関(問合せ予約は原則コールセン

ター)にて。集団接種会場は、メイシアターと千里市民センター

の２カ所を予定しています。接種に関する問い合わせは以下の

通りです。※高齢者、障がい者等の方への予約サポートについては

市役所各窓口に問い合わせください。

コールセンター：0120-210-750(9:00-20:00)

FAX:06-6339-7075

【当初予算（市民課業務の一部委託
・卒煙支援ブース）について

◯一部委託に関する情報漏えい、将来的なコストの
肥大化、交付に関する待ち時間の増加などの懸案事
項に対し、他市事例の把握が不十分であり、また、ワー
キングチームにて検討段階の内容も多く、十分な説明
は果たされませんでした。委員会での議論を受け、委
託関連費用(約7億6,500万円)については市より撤

回されました。

◯１ブースの設置コスト(約3,000万円)と費用対効果
が明確でないこと。また、行動経済学のナッジ理論を
卒煙支援に使うとの提案であるが、 どうしたら、喫煙
禁止という場所でのルール違反(ポイ捨て等)をしなく
なるのか。この部分にこそ行動心理学を導入するほう
が環境美化と受動喫煙の防止を求める地域の方々の

意向に沿うのではないか。 再考を求めた。

【ロシアによるウクライナ侵略行為に対し平和的
解決を求める決議（吹田市民の意思を示すこと）

を全会一致で可決！】

全文↓↓

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


【地域備蓄防災倉庫の設置について】
五十川→今予算で千里山・佐井寺地域及び片山・岸部地域
に提案されている場所は、西山田及び吹田東旧集会所に
比べると、倉庫機能のみとなっており、あまりにもスペ
ースの違いが大きい。両地域の倉庫について、暫定利
用としている理由は。また、今後は、集配スペース等を
確保のできる場所への移転を検討しているのか。

危機管理監→現状として適地が見つからない。しかしなが
ら、いつ災害が発生してもおかしくないため、早急に備
蓄倉庫を整備し、有事の際、避難所等で避難される方へ
迅速に物資を届けられるよう、暫定的であるが、それぞ
れの地域内に備蓄倉庫を開設する。新たな公共施設の整
備が計画される際に、備蓄倉庫の併設を含めた検討を行
う予定。集配スペース等も含めて検討している。

【不登校児童・生徒のうち、支援学級在籍児童・生
徒の占める割合がようやくわかりました！教育の機

会確保のために迅速な対応を！ 】
五十川→指摘をしていた不登校のうち特別支援学級の子供た

ちの内訳は。また、今回、提出されたこの陳情者の児
童たちは、教育委員会はこれまで具体的に把握をされ
ていなかった、数字に表れてなかった方々の貴重なお
声。子どもやそのご家庭の実態により添った対応を求
める。教育長のお考えを伺います。

教育監→不登校児童・生徒のうち、支援学級在籍児童・生徒
の占める割合は、小学校約18％、中学校約12％。

教育監→当該児童・生徒が教育支援教室で学べるよう、課題
の抽出と解消に向けた検討を進める。

教育長→支援学級在籍児童・生徒に対する合理的配慮は、学
びや生活の場が教育支援教室に変わったとしても、可
能な限り適切に提供する必要がある。その実現のため
には慎重に検討を重ね、適切な体制づくりを進めてい
かなければならない。

２月定例会：個人質問について(抜粋) 詳しくは、
議事録(市議会HP)等にてご覧ください｡

【子ども政策関係】
◯子どもの地域の居場所の迅速な対応として
既存の公共施設(児童館・公民館等)の活用を！
【教育行政関係】
◯コロナ対応について（疫学調査等の実施）
◯教育委員会への陳情・請願の受付体制と実施の
透明性を高めるための広報や会議への付議のあり方
◯大阪府の人事権移譲について、教職員等現場の声を！
◯特別支援学級の児童も教育支援教室に通えるように迅速な
受け入れ体制の構築を！
【市民課委託関係】
◯市民課業務の一部民間委託等の決定プロセスの杜撰さと委
託に際する課題の多い点を指摘。
【第４次総合計画・実施計画】
◯中間見直しにおける市民参画の充実への工夫
◯実施計画の縮小・拡充の決定過程等について
（市独自事業である配食サービス事業の意義）

【公共施設の整備】
◯危機管理センターの設置の根拠規定と検討経緯
◯防災備蓄倉庫（千里山・佐井寺、片山・岸部地域）の機能性
◯北千里公民館等跡地を!市民むけの政策的利用より職員の
執務室利用が優先される根拠は？
【環境行政関係】
◯第３期一般廃棄物処理基本計画（後期）重点取組(２Rの取
組強化)の視点からの溶融スラグの環境負荷について
【市長の施政方針より】
◯人権・市民自治についての言及がないことについて触れ、市
長の思いは？→総合計画に示されているのみの答弁。
◯市民協働の視点について市長の考えは？
→一定社会に定着してきた概念。条例に示されている通りと
して市長から具体的な考えは示されませんでした。
◯「市民と対話し行動できる職員像」については？
→成長を手助けするサポートが必要と考えている。
【総務・人事行政等について】
◯広報番組「お元気ですか！市民の皆さん」の番組終了による
デジタル難民等への情報提供の工夫について
◯看護・介護・保育の処遇改善に向けた対応について

個人質問・議案質疑等について（ ２月定例会より）

◎市の提案について

現状は危機管理室は高層棟８階で非常時のみ中層棟４階の

全員協議会室を利用しているが、本部設置の準備に時間を要

する等懸念事項がありました。この度、危機管理センターを高

層棟３階に設置し、常設化・ワンフロア化、それによる一部の部

署を北千里公民館跡地に移転させる提案でした。

危機管理という重要な機能であり、本庁舎を利用する市民に

も影響あることにも関わらず、事前に方向性の情報提供等は

議員には全くなく、唐突感の否めない提案内容でした。

◎議会質問・委員会質問にて

建物の安全性の質疑において、吹田市のしめす現状の本庁

舎（高層棟・低層棟・中層棟）の耐震性に対する根拠データの

曖昧さや市の答弁に丁寧さが欠けました。(中層は調査なし)

◎予算委員会にて組替動議を提出・委員会否決！

・高層棟３階の耐震性や拠点として妥当性といえる明確な根

拠はない。また、市議会に、危機管理センター設置先に関する

打診等もなかった。今予算提案に至るまでの調査・検討・協議

等あらゆる視点において一旦、当該予算を全て削除する組替

動議を提案・賛同しました。(賛成多数で可決)

◎市長修正案に対する質疑

しかしながら、市長は、当該予算の提案を下げることはせず、

当該予算の一部削除(オペレーション機能等の部分)のみとし、

高層棟３階に設置案(ワンフロア化)はそのままとなりました。組

替動議の趣旨の理解、市長の修正案の意図やなぜ耐震性の

調査をすることを拒むのか等質疑をしました。

◎修正動議の提出！(賛成15：反対20)

市長の答弁や修正案では、どこが最適な場所かを決めるた

めの「調査」が不十分と言わざるを得ないため、私たちは、中

層棟を含めた「調査費」を計上した修正動議案に賛成をしま

した。しかし、賛成少数となり市長修正案が可決をされました。

〜防災拠点の最たる危機管理センター設置の検討・調査不足等が顕著に〜

↓↓

インクルーシブ教育を推進していくために東京大学と
連携協定を結んだ吹田市であるならば、不登校児童
等の在籍学級の有無で教育の機会の場が制限され
ることはあってはならないのではないでしょうか？



〔1月下旬〕
〜1/27〜3/21まん延防止等重点措置〜
１６日 どんと焼き・防災委員(東佐井寺小)
１７日 阪神淡路大震災オンライン黙祷
１８日 ごみ処理施設視察(高砂市)
２４日 近畿市民派オンライン・議運勉強会
２５日 議会運営委員会小協議会・NAaSIな

会オンラインLIVE（市民協働等)
２７日 議員研修会（DX推進施策等）
３１日 共生型地域交流拠点視察（西宮市）
〔2月〕
〜２月３日より11日まで議会だより

挟込作業等を実施しました！〜
１日 いきいき役員会
５日 ひろママ(インターン受入)報告会

７日 議会運営委員会小協議会
８日 広報委員会
９日 なんでも市民相談日

１０日 議会運営委員会
１２日 紫金山公園整備
１７日 本会議（提案説明）
２２日 こんにちは訪問（福祉委員会）
２３日 名誉市民吉野彰さん講演会
２４日 本会議（質問）／NAaSIな会ｵﾝﾗｲﾝ

（子どもに関する自治体施策等)
25・28日本会議（質問）
〔３月〕
１−４日 本会議（質問・委員会審査等）
６日 AYA世代がんについての研修会

７−11日 本会議（予算常任委員会等）

１２日 紫金山公園整備
14-16日 本会議(予算委員会討論・採決)
１７日 NAaSIな会オンラインLIVE

（子どもの権利・オンブズマン等)
１８日 議会運営委員会
１９日 図書館をもっとよくする会 総会
２３日 本会議（討論・採決）
２４日 なんでも市民相談日
24/25/28/29/30日

駅にて議会だより配布
２７日 おおさかコモンズの会

(ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ)
２９日 議会運営委員会小協議会
３０日 いきいき役員会

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はSNS等にて）

日時：6月25日(土)14時45分から16時45分
場所：亥の子谷コミュニティセンター 2F多目的ﾎｰﾙ

申込・問合せTEL/メール：06-4864-2874/ikiikist@yahoo.co.jp
吹田市で市民活動・地域活動などをされている方々から「なぜ、市民活動をするのか」や活動を通したさま
ざまな気づきやつながり、楽しみ、協働について等をお話いただき、みなさんと一緒に考える時間を持ちたい
と思います。感染拡大防止のため、事前申込みをお願いします。上記までご連絡ください。(〆前日まで)

いきいき主催：ミニ講演会！リレートークショー
〜市民の活動から生まれる心のつながり・まちの魅力再発見へ〜

『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。2021年8月より来られているインターン生にご協力いただ
き、「いそがわゆかチャンネル」の動画配信を始めました。
(動画編集を手伝っていただける方、募集しています！！)

インターンのつまこ（津曲さん）さんよりコメント
◎普段は茨木市の総合病院で精神保健福祉士として働いています。
ゆかさんの事務所でインターンとして地方自治や議会などについて色々なこ
とを学ぶことができ、とても貴重な経験になっています。今の社会のしくみ
や地域での生活について、今後どうなっていきたいか、みんなが生きやすい
とはどういうことなのか、市民一人ひとりが考えて行動することが大切だと
思っています。私的なことは政治的なことです。
政治が身近なものとして捉えられるように、私も一市民として発信してい

きたいと考えています。みなさんの声も聞かせてもらえると嬉しいです。

「いそがわゆか」
チャンネルはこちら
→よろしければ是非、
ご登録をお願いします。

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』も結成してから27年の月日が経ちました。
この間の社会情勢もさまざまに変化し、コロナ禍で「市民同士の対話」や「行政との対話の場」を直接的に設け
にくい環境となりました。同時に「人と人との対話」から生まれる支え合いの力の大切さも改めて強く感じ、時代
に応じた新たなつながりの手法も生まれています。市民自治や市民力・地域力、市民協働の在り方等
のお話からひとりひとりにできること考える機会をつくりたいと思い、開催に至りました。

皆さんから、「五十川さんはなんで議員になった
の？」や「なんの分野に興味があるの？」など聞か
れることもしばしばあります。議員の役割や市政の
仕組み等を手軽に知る機会がつくれないか。として
始めました。一度、ご覧になっていただけたら嬉し
いです。ご感想やこういう配信だったら見たい！な
どのご意見もとても励みになり嬉しいです。

Youtube配信始めてみました！&インターン生からのコメント☆

１月:[市民協働を共に考えよう！]
上村有里さん(とよなかESDNW等)
豊中市での市民協働の仕組み(フラッ
トに交流・対話の場を積極的につくる)、
計画段階から市民と職員が協働すること
は政策立案の前提ということが行政にお
いて共有されている。場づくりを大切に
されています。吹田市にも取り入れたい。

２•３月：[子どもにとっての地方自治
とは？子どもの権利保障にむけて]
吉永省三先生(子どもの権利条約総

合研究所・千里金蘭大学教授)
子どもに関わる政策の歴史的視点や子

ども参加型の川西市・泉南市の条例等を
紹介いただきました。まちの現状を子ど
もとどう共有できるか。取り組みたい。

４月：[不登校支援・子どもの居場所]
三科元明さん(ﾌﾘｰｽｸｰﾙNPO法人ここ)
子どもたちの置かれた現状(コロナの

影響による子どもの自死の増加等)と子
どもや親への不登校に関する適切な情報
提供のあり方等のお話をいただきました。
子どもの存在を守るための現場の気づ
き・声を実現できる吹田市政にしたい。

【NAaSIな会☆オンラインLIVE配信のゲストスピーカーの皆さんとテーマのお話から】



［５月定例会の日程］
５月1９日 議会運営委員会
５月２６日 本会議（提案説明）
６月1-3日 役員代表者会議
６月2･3日 本会議
６月７日 議会運営委員会
６月10/13-15日 一般質問等
６月15-17/20/21日各常任委員会
６月２３日 予算常任委員会（討論・採決）
６月２９日 本会議（討論・採決）

〔傍聴のご案内〕
感染予防のため、スマホ等から見れるインター

ネット中継もご利用ください。(字幕は今後導入予定)
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

《会計報告（2022年1月〜2022年3月》

◉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々募集しています！
どの地域でも、何枚からでも結構です。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】
00920−4−331276
いそがわ ゆか応援団

◉一人一人、ありのままの存在を
認め合い、「ひとりじゃない」

って思えるつながりを感じられる
吹田市政を実現していきたいです。地域の中で共に
ともに、「出会えてよかった！」

と思えるまちを一緒につくって
いきませんか。皆さんとともに
繋がりをひろげていきたいです。

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/
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/
太陽の広場フレンド/手話サークル『風』/大阪ごみを考える会
/五月が丘地区防災委員・福祉委員、自治会副会長/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/みんなで止め
よう！香害、有志議員の会/吹田の図書館をもっとよくする会
◎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

♪なんでも市民相談日♪
開催日:６月30日(木)/

７月13日(木)/８月19日(金)
（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。）

ミニ講演会のお知らせ☆

日時：6月25日(土)14時45分から16時45分
場所：亥の子谷コミュニティセンター 多目的ﾎｰﾙ
吹田市内で市民活動・地域活動などをされている方々によ
るリレートークを予定しています。詳しくは中面３面にて☆

オンラインライブ配信☆NAaSIな会！
ひきつづき、毎月１回開催しています。
詳しくは FacebookページQRより→

1月 2月 3月

収入

報酬 650,000 650,000 650,000
期末手当等 0 0 0

合計 650,000 650,000 650,000

支出

所得税 56,200 56,200 56,200
住民税 58,200 58,200 58,200
国民年金 16,960 16,960 16,960

国民健康保険 82,000 82,000 82,000
互助会会費 6,500 6,500 6,500

会費 610 0 0
生活費 300,000 300,000 300,000

事務所活動費 129,530 130,140 130,140
合 計 650,000 650,000 650,000

事務所活動費内訳 （円）

収入

1月-3月合計 389,810

前月繰越金 1,392,816

合計 1,782,626

支 出

事務所家賃等 261,330

水光熱費 27,134

通信費 73,932

印刷費 392,614

活動費 157,591

交通費 45,415

事務雑費 155,799

人件費 119,000

合 計 1,232,815

繰越金 549,811

2022.5.3.
憲法記念日！
３年ぶりに実施さ
れた「ピースパレー
ド」に参加しまし
た！個人の権利を尊
重した社会を共に！


