
57,000部発行 4.0円/1枚

いそがわ ゆか市議会だより

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

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://ameblo.jp/yukasuita/

LINEのQRコード HPのQRコード
→ →

2022年８月

皆様、いつもお読みいただきありがとうござい
ます。 市民の感染症対策を徹底はしていても、
新型コロナウイルス感染症は変異を続け、この
夏も猛威を奮っています。また、今年の梅雨明け
は観測史上一番早くなり、35度以上の猛暑が
続くなど、気候変動による影響は待ったなしです。
感染症対策・体調管理とともに台風の影響にも
備えないといけないですね。
さらには、吹田市において、４月に見つかった南
吹田駅周辺地域の不発弾処理が7/24に実施
されました。この間、周辺の皆様は不安な日々を

過ごされたことと思います。その処理費用等は税
金(うち半分市税)にて賄われますが、戦争の爪
痕は将来世代に降り掛かっていることを実感し、
また、この地も７７年前は戦場化していたことを
物語ることへの恐ろしさと同時に平和を貫くため
の努力を求められていると感じています。
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、変わらぬ姿勢で定例会
ごとに議会だよりを発行しています。
５月定例会の内容およびいそがわの議員活

動等のご報告です。

［５月定例会：新型コロナウイルス感染症の影響による支援策等について］

令和4年度のいそがわゆかの所属委員は、
以下の通りです。

◎文教市民委員会委員
（所管：市民部・都市魅力部•教育委員会）

◎環境審議会委員(議会選出)

※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、メイシアターのみを予定してい

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

【所属委員等の役職決まりました！】

以下、５月定例会にて提案された事業予算 （抜粋）

◎生活困窮者自立支援金の申請期限の延長(国制度)

◎低所得者の子育て世帯に生活支援金を支給(国制度)

◎ICTを利用した児童・生徒のメンタルヘルスケア

把握によるいじめ・不登校などの予防的支援

◎妊産婦サポートクーポン事業（2万円分の電子クーポン）

◎家庭生活に支援が必要な子育て世帯(要支援家庭、ヤング

ケアラー等)への家事・育児支援（利用者負担は所得区分）

◎就学前児童を養育する世帯に子育て支援金を支給

(一人あたり５万円)

◎市内中小企業を対象としたキャッスレス決済

ポイント還元事業（10−12月に実施予定）

【危機管理センター関連予算はちょっと待った!!】

危機管理センターに設置をするｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑについて
２月定例会にて市長が当初の提案内容から削除した
内容とほとんど変わらない予算が提案されました。前回、
修正動議を提案し、調査の不十分さを指摘したが今回
も調査費は計上されませんでした。（詳細は中へ）

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


【幼稚園等の遊具の突然の使用禁止について】
五十川→各遊具の管理体制の基準・根拠について
児童部→各ガイドラインに基づいて管理をしている。
土木部→年１回の法点検等計画的に修繕等を行っている
五十川→保育所・幼稚園等において、この度、一斉に調
査が行われたうち、約3分の１強が使用禁止となった。
そのうち老朽化ではなく規格がそぐわないとのこと。こ
れまで計画的な管理が不適切であったのではないか。
児童部→これまでは定期点検、職員の見守り等で安全管
理をしてきた。専門的調査を実施したことによる。
五十川→子どもたちの育ちのために使用禁止となってい
る遊具の撤去や臨時貸与など、迅速な対応を！

【キャッシュレス決済について】
キャッシュレス決済についてはクーポン券よりは利用者が増

える点や上限額を増やした点は理解する。しかし、原油高騰

による物価高騰に対する中小企業への支援対策としては、た

とえば、必要不可欠な経費である光熱費等の支援など含め

て、事業者へのコロナの影響調査事業報告書に書かれてい

たコロナ禍における切実なお声などから拾う別の支援策を

検討することができたのではないか。また、今回対象とならな

い中小企業の方々も影響を受けているため、対象とならない

多くの事業者へ不公平感のない制度となるよう、十分に納得

のいく事業運用の工夫に努めることを求ます。

５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｡

【教育行政関係】
◯マモレポの運用状況は？→63件(R3.3〜R4.5)
学習端末によるいじめなどの被害はないのか
→なりすまし事案は数件あるが、確認・指導等
により解決している。
◯いじめに係る重大事態調査委員会等
重大事案に対する透明性の確保を！
◯いじめ被害児童・保護者に寄り添った
具体的な対応や教育委員会の役割は。
◯教育未来創造計画の意義は。
◯給食時間の黙食についてはいつまで続けるのか。
【子ども関連施策】
◯子どもの居場所を確保するための市民活動等との協
働を進める必要性
→現在、庁内で検討している。６月には生活実態調査
などを実施し、実施団体の方々のご意見や他市事例
も参考に検討する。
◯幼稚園等の遊具の突然の使用停止について。
◯NATS各市等の市民協働の施策を検討し、施策推進
を。→各市と意見交換をしている。今後、検討する。
【障がい者施策について】
◯障害者ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ施策推進法を受け
て、吹田市手話言語条例制定の検討状況について

→条例制定の予定はないが、法律に示された
通信技術等の活用などを行う。

【個人情報保護について】
◯個人情報保護法の改正による条例改正には、
市民の現状に寄り添った対応を。議論の見える化を。
◯自衛隊への対象者の個人情報の提供については、
慎重な対応が求められる為個人情報保護審議会に
かけるべき。また、対象者に伝える工夫を！
【新型コロナウイルス感染症対策・保健所体制等】
◯保健所のこれまでの対応と今後に備えた体制は。
◯新型コロナウイルス関連による文書の保存について
は国の「歴史的緊急事態」に該当することを準用する
必要があるのではないか。
→どのように対応できるかを検討する。
◯来庁者や公共施設利用者のマスク着用は義務なの
か任意なのか。来庁者の権利を阻害しない対応を。
【危機管理センターの設置について】
◯近隣市と比べた本市の危機管理センターの規模・機
能等の妥当性を求める。
【エネルギー政策ついて】
◯電力のグループ購入等の休止による環境基本計画へ
の影響、今後の対応について→再開を目指す。
◯公共施設のセンスアップとして実施する自転車駐車
場の壁面緑化を本庁舎へ(プラ製品の削減へ)。

個人質問・議案質疑等について（ ５月定例会より）

◎そもそもこの提案にあたって

防災対策事業「災害対策オペレーションシステム導入」に

ついて、危機管理センター設置は、最適な場所を模索すべき

であり、高層棟3階ありきではなくその場所が最適かを調査、

検討のための予算が計上されていないことから、2月定例会

において、危機管理センター設置予算に反対し、調査費を計

上した議員提出修正案に賛成しました。

◎今回の提案内容は。減額された予算(ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)に

ラック免振装置設置等の予算を加えたのみ。

システム内容の精査も特にしていませんでした。

◎再提案にあたっての問題の本質は。

２月定例会で自ら下げた予算をそのまま次の定例会に

提案し直し、説明内容も変わらない。下げる要因の一つと

なった反対意見については全く考慮されていないこと。設置

場所を決めるための客観的な判断材料が揃っていない。

危機管理の観点からは、事前準備がとても大切。

その準備段階が整っていないと言わざるを得ない。

◎組替動議に賛成(＝市の提案は反対)

そ本庁舎高層棟について、 市から耐震安全性能に係る客

観的な調査資料が示されていない。その安全性を鑑み、 危

機管理センター設置に最適か否かの合意形成がなされてい

ない。一旦、当該予算を削除することが望ましいとして賛成。

〜危機管理の意義とは？本庁舎3階ありきの危機管理センター設置は
止まりません(本庁舎建物の耐震性等に疑義がある事実に対して調査はしない)〜

↓↓

約20万筆集まり府民から大阪府へ直接請求された『IR（カジノを含む総合型リゾート施設）誘致の是非を問う住民
投票の実施を求める』府への意見書については、いそがわは賛成しましたが、賛成少数(2票差)で否決されました。



〔4月〕
６日 なんでも市民相談日
９日 紫金山整備日(みどりの会)

１４日 NAaSIな会オンラインLIVE
（不登校支援等）

１６日 オンブズマン監査評価班
１９日 マンションライフの会
２０日 太陽の広場(フレンドスタッフ)
２４日 ひろママインターンシップPJ
２６日 議会運営委員会小協議会
２８日 近畿市民派学習会(西宮市)
〔５月〕
６日 気候危機自治体有志議員の会MT

１０日 議会広報委員会

１２日 なんでも市民相談日
１３日 議会運営委員会小協議会
13日〜20日、議会だより挟込作業等
１４日 バックアップセミナー・北摂
１５日 オンブズマン監査評価班MT
１９日 NAaSIな会オンライン

(市民力で変えていくまちづくり)
２１日 憲法と市民のつどい
２２日 市民ネットすいた総会
２６日 本会議（提案説明）
３０日 滋賀県危機管理ｾﾝﾀｰ視察
３１日 豊中市市民協働ﾌﾟﾗｻﾞ視察
〔６月〕
１日 東大阪市危機管理ｾﾝﾀｰ視察

２・３日 本会議（役員選挙）
10・13 -15日

本会議（質問・委員会審査等）
11•12日 オンブズマン監査評価班MT 
16/17/20/21日

本会議（予算常任委員会等）
２３日 本会議(予算委員会討論・採決)
２５日 いきいき総会・ミニ講演会

(リレーインタビュー)
２６日 くるくるプラザ30周年記念式典
２９日 本会議（討論・採決）
３０日 なんでも市民相談日/

NAaSIな会オンラインLIVE
（まちづくり✖️グラレコ)

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はSNS等にて）

これまでも市民から教育委員会(教育長)宛に陳情等はた
くさん提出されていたはずなのですが、２月定例会において
請願および陳情の提出件数を確認すると、たったの数件とい
うご答弁でした。。また、要望など教育行政に対する声にはそ
の都度適切に対応しているとのことでしたが、教育委員会会
議において正式に議論することや採択の有無を決めることの
できる「請願・陳情」の提出については市民へ積極的にお知

せしていませんでした。 HP掲載等の市民への
わかりやすい周知と議論の透明性を求めていました。
今年５月下旬から教育委員会への陳情・請願
の出し方がHPにて見ることができるようになり
ました！！皆さんもぜひ、現場のお声を教育委員会
へお伝えください。子どもたちの声・現場の声に
耳を傾け、寄り添える教育行政へ。

6月25日(土)総会後に実施しましたミ
ニ講演会。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が、対話から
生まれる支え合い、心のつながりを保つ
ことの重要性を感じられた方も多いと思
います。市民のつながりから生まれるま
ちの魅力の可能性を皆さんと共に考える
機会をもちたいと想い、開催に至りまし
た。手づくりリレーバトンを受け渡しなが
ら4人の方にお話しいただきました。
傾聴ボランティアほほえみ代表の長谷
川美津代さんからは、活動の始まりは自
身が住みやすい地域にしたいとの想いと

気づきからカタチへ。市民が動くことで
行政も動く。市民だからこそできることを
次に繋げていく大切さをお話しいただき
ました。
すいた市民環境会議会長の小田忠文

さんからは、行政課題に対する疑問から、
仲間とつながりできることから自ら動くこ
との大切さを。すいたくわいのお話もして
いただきました。
劇団にこいちの岸浩子さん、金子真佐
美さんからは、地域活動はまず、自分達
が楽しむこと！できる時にできることを行
う。だからこその地域の魅力への気づき
をお話していただきました。

最後に、こらぼれチップスの岡本祥子さ
んより、子どもたちの置かれている現状
に耳を傾け、共に考えていくことの大切さ
と協働における課題などもお話しいただ
きました。その後は会場の参加者の方々
からのご質問など対話の時間を。
最後に私、五十川からは、市政課題は
市民の気づきと行動で変わること。実現
していくための議員や行政の役割、市民
力の可能性に勇気をいただいたことな
どをお話しさせていただきました。ご参加
いただいた皆様ありがとうございました。

５月:[市民力で変えていく！まちづくり]
田村幸大さん(NPO法人なごみ)
西宮市にて共生型地域交流拠点を運営
し、フラットに地域交流・対話の場を積極
的につくられています。なごみの取組み
から、西宮市の生涯学習・地域作りコーデ
ィネーターも今年からされています。
吹田市にも取り入れたい仕組みです。

６月：【 〜グラレコ×まちづくり〜 】
川原諭さん(明石市民・ケアマネジャー等)
対話の場で大活躍のｸﾞﾗﾌｨｯｸﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞの魅力につい
てお話をいただきました。ｸﾞﾗﾚｺは絵や記号で要点を分かりやすく
まとめることができます。議会報告の場で実践してみたいです。
７月：[地方自治体の予算審査の仕組みを知ろう！]
井奥まさきさん(兵庫県高砂市議会議員(5期)）
〜毎月１回、配信の予定です。ぜひご参加を！〜

【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】

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〜 を開催しました！

〜教育委員会(教育長)への請願・陳情の提出方法についてホームページ等に掲載されました！〜

提出方法は
こちらから↓



［９月定例会・決算委員会の日程］
９月 1日 本会議(議会運営委員会)
９月 ８･９日 本会議
９月12・13日 本会議
９月1３-1６日・20日 各常任委員会
９月２２日 予算常任委員会（討論・採決）
９月２９日 本会議（討論・採決）
９月２９日〜決算委員会
１０月１９−２１日/２４日 決算委員会分科会
１０月３１日 決算委員会 総括質疑

〔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4月〜2022年6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

◉これからも、地域のネットワークの中で「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。

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。テーマ別のお話会などを
予定しています。
今後、SNS等にておしらせします。

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

オンラインライブ配信☆

毎月１回、他市の議員の
方々と行っています。

詳しくは3面に!
Facebookにて情報
発信しています→

「いそがわゆか」
Youtubeチャンネルは
こちら
→議員の役割や市政の仕
組み等を手軽に知れる機
会がつくれないか。
として始めました。
よろしければ
是非、ご登録を
お願いします。

事務所活動費内訳 （円）

収入

４月-６月合計 1,276,800

前月繰越金 549,811

合計 1,826,611

支 出

事務所家賃等 261,330

水光熱費 19,900

通信費 45,450

印刷費 464,224

活動費 203,242

交通費 44,148

事務雑費 39,207

人件費 132,000

合 計 1,209,501

繰越金 617,110

♪なんでも市民相談日♪
みなさまが日頃から市政に対して気になることなど。

皆さんのお声を聞かせてください。

開催日:９月30日(金)/10月27日(木)/11月９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。）

４月 ５月 ６月

収入

報酬 650,000 650,000 650,000
期末手当等 0 0 1,540,500

合計 650,000 650,000 2,190,500

支出

所得税 56,200 56,200 370,770
住民税 58,200 58,200 58,200

国民年金 16,940 16,940 16,940
国民健康保険 0 0 85,000
互助会会費 6,500 6,500 6,500

会費 610 0 0
生活費 300,000 300,000 800,000

事務所活動費 211,550 212,160 853,090
合 計 650,000 650,000 2,190,500


