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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。新型コロナウイルス感染症のパンデミック、
また、ロシアとウクライナの戦争による物価高騰
等が市民の生活に大きな打撃を与えています。
再び、冬になるにつれ感染者数が多くなってお
り、精神的にも不安定な日々が続きます。そんな
時だからこその人と人とのつながりの大切さを
実感しており、人に寄り添う支援につながる『傾
聴』を学ぶために、11月からの「傾聴ボランティ
ア養成講座」に参加しました。

さて、吹田市議会においては、9月定例会以降、
連日、報道された「政務活動費の不明瞭な入出
金」におけるいわゆる百条委員会の設置条例の
制定など、市議会の姿勢が問われていると感じ
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1995年の結成後、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。
９月定例会・決算委員会、１０月臨時会の内容、
およびいそがわの議員活動等のご報告です。

［政務活動費の不明瞭な入出金等に係る調査特別委員会の設置へ
（議会による調査権を行使しました！通称：百条委員会)］

※感染状況等により配布時
期が遅れることがあります。
ご了承ください。

【新型コロナウイルス感染症の手続きなどについて】

簡易検査キット等の配布もあります。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

対応時間：9:00〜17:30

※上記時間外の夜間・休日：050-3531-4455

【2022.10.１７.臨時会招集請求】

10月7日の議会運営委員会において、大阪維新の会・吹田

の政務活動費の不明瞭な入出金等に係ること(同額の出入を

複数繰返し)が報告されました。 当該会派の会計責任者は

10/9付にて議員辞職しましたが、不明瞭な入出金に対する疑

義は解明できておらず、市議会としての調査を行うため、五十

川を含めた15名の署名をもって市長に、調査委員会(いわゆる

百条委員会)の設置のための臨時会の招集を請求しました。

【2022.10.26.臨時会開催】

６人の議員(五十川も提案者の1人)にて「政務活動費の

不明瞭な入出金等に係る調査特別委員会の設置について」の

条例を提案しました。以下、理由（概要抜粋）です。

『先日、政務活動費の経理責任者会議では会派代表者から、

また翌日の議会運営委員会では経理責任者本人から聞き取り

を行ったが、政務活動費の不明瞭な入出金について、なぜその

ようなことが起こったのかを含め、疑義は解明できていない。

公金の管理についてチェックすべき立場の議員が、不明瞭な

管理をしていたことをこのままにしておくわけにいかない。再発

防止策を考えるためにも、徹底的に調査する必要がある。』

提案説明後、３人の議員から討論があり、委員会設置につい

ては、賛成多数で可決しました！

【賛成：２５（共産７・公明５・自民６・民主立憲４・歩む会２・

党派はなし１）、反対：４（新選会３・無所属クラブ１）、

退席：４（維新３・歩む会１）、欠席：１（公明１）】

当委員会は、1１月８日、11月17日と開催され、調査が進め

られています。開催状況等はHPからご覧いただけます。↓↓

【百条委員会とは？】

【何がおこったの？設置までの経緯】

地方自治法第100条を根拠とする議会の調
査権を行使するための委員会のことをいいま
す。当委員会は、地方公共団体の事務につい
て調査し、関係者の出頭や証言を求めたり、記
録の提出を請求することができます。関係者が
これらの請求等に応じない場合は罰則などの
規定もあります。開催状況は右QRコードより

↑↑情報
はQRより
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今回の注目内容！本庁舎の改修工事について
◎どんな提案内容なのか？
低層棟のエレベーター設置、特定天井、トイレの改修、
阪急吹田駅から西口入口までにアーケード(屋根)の設置等
◎なぜこの内容？障がい者等市民の声は聞いたのか？
バリアフリー市民会議は開かれたが、その時には、アーケー
ドについては説明なし。案がほとんど決まった時点での意見
徴収となり変えられない点が多かったことが判明。また、議会
も範囲に含まれているにもかかわらず意見聴取はなかった。

◎いそがわ所属会派(市民と歩む議員の会)意見
本庁舎改修工事は、利用する当事者への説明や意見を聞く
機会を設けることなく、執行部の一存で進められていると言
わざるを得ない。議会への報告や市民に対する丁寧な説明
が必要であった。また、駅からのアーケード設置は当初の基
本計画にはなかったが市民の利便性向上という理由で提案
されている。利便性の向上、環境負荷やバリアフリー対応の
観点から、この内容は十分に検証しているとは
いえないため、工事開始までに再度精査を行う
ことを求める。

９月定例会：代表質問について(抜粋) 詳しくは、
議事録(市議会HP)等にてご覧ください｡

【新型コロナウイルス感染症対策・保健所体制等】
◯自宅療養パックの支援など陽性者への情報
提供の工夫の必要性
◯第７波の対応状況(夜間対応、職員の感染
状況等による市民サービスへの影響の有無など）
◯障がい福祉室との連携不足等の事例から療養体制
の適切な支援を！
【本庁舎改修工事について】
◯令和元年度の基本計画からの変更部分と市民の声は
いつ聞いたのか。また、バリアフリー市民会議の開催時
期と障害種類別の対応について後日意見を聞く等フォ
ロー体制の必要性について指摘しました。
【教育行政について】
◯特別支援学級の対応についての文科省通知に対する
実態把握と吹田市の対応について問う
◯子どもや学校に関するあらゆる課題を解決するために
学校と地域が連携したコミュニティスクールの実現に
向けた対応を求める→導入にあたって検討していく。
【半旗掲揚について】
◯安倍元首相の私葬の時に半旗掲揚をした経緯、市長
の指示の有無等は？→総務部の決定による。

教育委員会は市長部の決定に準じるとH25年に決めて
いた ため、各学校及び警備会社にお知らせをした。
◯中立性の観点から教育委員会の半旗掲揚に関する
取扱い・運用の変更を求める。→変更の予定はない。
◯国葬当日は？→半旗掲揚は考えていない。
【環境政策について】
◯環境先進都市として、環境省のパッケージ施策再生
可能エネルギー導入の義務化など新たな政策の提案
が必要ではないか？→国等からの情報収集に努める。
ゼロカーボンシティを目指し、取組みを検討する。
【市営住宅について】
◯提案している「他の入居者等への迷惑行為」の根拠、
条例に書き込むことの効果は→抑止力となるように。
【公園整備について】
◯市民参画の重要性から：中の島公園と千里北公園の
ワークショップの回数の違いの理由は→地域と相談。
◯近隣の学生等広く意見を聞く機会を設けるべきでは
【吹田市の窓口対応について】
◯出張所等の窓口受付内容の変更の根拠等と突然の
変更に対する是正の必要性について
【改正個人情報保護条例を受けて】
◯法改正後も個人情報保護審議会の活用等、個人情
報の適正な管理の重要性について

代表質問・議案質疑等について（９月定例会より）

決算委員会は、各分科会1日のみです。本当は全ての事業一つ一

つを検証したい思いはありますが、各委員ある程度の時間を目安と

されているため、テーマを絞って質疑等を行いました。

分科会にて

◯不登校の人数の要因としてコロナ回避や感染症による出席

停止から不登校につながっている件数はないか。

◯学校での健康診断の未受診者への個別対応の実績は。

→内科：512人のうち78人 歯科： 720人のうち73人利用。

◯予備費にて充当対応された生理用品の活用について

◯窓口担当コンシェルジュと総合案内の違いとその意義は。

◯学校環境整備費の充実(寄付に依存していないか)を!

総括質疑より(質疑項目)

1.市への寄付金及び市長等特別職との面会の取扱い等の

基準の明確化・透明化(部署連携等)について

2.一般会計予算の一律8%減（学校配分予算の減)の影響か

ら現場の実態を尊重した予算の確保に努める必要性

3.土木事業等の障がい当事者の声を聞く手法の有無、バリア

フリー吹田市民会議の開催の有無とその判断の基準等は

4.教育指導費：予算時にすでにその事実(オオサカイングリッ

シュビレッジの閉鎖)が判明している。決算処理の妥当性は。

5.学校のエレベーター設置（避難所等）の現状認識を問う

6.小中学生の不登校支援策、部署連携した対応について

7.窓口委託業務等の偽装請負の防止対策等について

8.市民の行政サービスに対する苦情や調査を行う体制を！

〜決算委員会（分科会・総括質疑）〜

↓↓

主な議案について（9月定例会予算等抜粋）：○給食費の公会計化およひ学゙校徴収金の一括徴収化に伴う
口座振替のオンライン受付サービスの導入費用について☜提案時期の遅滞の原因について等指摘しました！
◯新型コロナウイルス感染症等が発生した介護施設等に対するかかり増し経費や事業者への応援金の支給。
◯幼保連携型認定こども園における複合・大型遊具の更新費☜いそがわも5月定例会の質疑
で早期対応を求めていました。 ◯本庁舎の改修工事について（以下、詳細）



〔７月〕
７日 ディオス地域交流会
９日 バックアップセミナー・北摂

１０日 オンブズマン監査評価班MT 
１３日 なんでも市民相談日
２０日 ごみ問題学習会
２５日 NAaSIな会オンラインLIVE

(決算審査とは？等）
２５日 近畿市民派学習会(尼崎市)
２９日 明石市再エネ学習会
３１日 第1回吹田だんじり祭
〔８月〕
４日 気候危機自治体議員の会・大阪

５日 子ども神輿（西奥町）
2日ー10日 議会だより挟込作業等
１７日 危機管理センター視察(京都市)
１２日 なんでも市民相談日
20/21日 全国政策研究会@静岡市
２３日 環境審議会
２５日 NAaSIな会オンライン

（PTAと地域組織とは？等）
〔９月〕
１日 本会議（提案説明）
３日 千里北公園WS

8-9日/12-13日
本会議（質問・委員会審査等）

13-16/20日
本会議（予算常任委員会等）

２2日 本会議(予算委員会討論・採決)
24・25日 全国市民オンブズマン大会

（鳥取県米子市）
２９日 本会議（討論・採決）
〔10月〕
４日・11日 駅立ち
７日 太陽の広場フレンド
19-21•24日 決算委員会（各分科会）
２４日 NAaSIな会オンラインLIVE
２６日 臨時会(百条委員会設置条例)
３１日 決算委員会総括・討論採決

いそがわ ゆか活動記録（抜粋）（詳細はSNS等にて）

教育委員会へ陳情や請願ができることをHP掲載する等の
市民へのわかりやすい周知と議論の透明性を求めて
いたところ、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にて確認す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。

８月:[PTA・自治会って？〜子どもが元気に育つ町とは？〜]
水木 千代美さん(NPO法人COCONI・さたけんち)

PTAと地域での活動経験などから、子どもたちを真ん中に
置いた学校と地域のお話しいただき、各市の
コミュニティスクールの実態なども共有しました。
９月：［9月定例会・決算審査について〜ゲストなし〜 ］
今回はゲストなしで。決算審査とは、前年度に執行された事業が財
政民主主義の上で、適切に対応されているのか等の審査をします。市
議会それぞれで審査の形式（常任委員会としてほとんどの議員が参

加する場合もあれば特別委員会として１０数人のみの議員が審査す
る）は異なります。そんな実態をお話ししました。
１０月：[地方議員・議会のリアルとは？]
丸尾牧さん(兵庫県議会議員(4期)）
木村真さん（豊中市議会議員(４期)）
先輩議員より、議員の心得や活動で大事にしていること。、市と県の
違いや政務活動費の実態(尼崎市の事例より)などについてもお話し
いただきました。
〜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〜】

市議会会派メンバーの変更について

〜教育委員会(教育長)への請願・陳情の提出方法〜

提出方法は
こちらから→

2019年5月27日からの議員2期目開始以降、
いそがわは、同じ無所属のいけぶち議員、馬場議員と3人で
「市民と歩む議員の会」という市議会会派を組んできました。
吹田市議会においては、3人以上の議員で構成された会派
が交渉会派として議会の運営（議会運営委員会）に携わるこ
とができます。交渉会派として国や府への意見書の提案や合
理的配慮としての議会中継の字幕表示の提案など、市民に
寄り添った姿勢を大切に議会活動をしてきました。
この度、1名が会派を異動されたことにより、11月１日付にて
市議会会派「市民と歩む議員の会」は、いけぶち議員といそ
がわゆかの2人となりました。

2人になったため、議
会運営委員会の構成会派
からは外れますが、引き
続き、2人で力を合わせ
て変わらぬ姿勢で市民の
皆さんと連携し、市民本
位の市政を求めていきた
いと思います。
どうぞ、よろしくお願

いします。

【ワクチン接種事業】（副反応等は市HPにて掲載）

新型コロナワクチン接種事業の実施期間は、

令和5年3月31日（金曜）まで。受付は個別接種のみ。

問合せ・予約は、以下の通りです。

コールセンター：0120-210-750(9:00-20:00)

FAX:06-6339-7075

原則、WEBもしくはコールセンターにて。
※高齢者、障がい者等の方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。

ワクチン
接種等に
関する情報

(吹田市
HPより)

〜世界気候危機アクション〜
#気候危機はいのちの問題

オンラインでのAI字幕中
継実現しました‼︎
本会議のライブ中継画面
で、「字幕表示あり」を
選択すると、文字通訳
（字幕）をご利用いただ
けます (市議会HPより)
この辺りに表示されます

「気候危機に対する施策もボトムアップで各地域連帯してすすめ
ていきませんか。」と全国の約４００名の自治体議員が参加をして
いる気候危機・自治体議員の会に五十川も参加しています！
この度、気候危機解決のために動く若者によるムーブメントの

Fridays For Futureの世界アクションに合わせて、 9月22日に庁舎前
スタンディングを行いました！市の施策も引き続き、求めていきま
す。（気候危機対策の政策パンフレットも現在、作成しています。）



［１１月定例会の日程］
１１月 ２４日 本会議(提案説明)
１２月１・２日 本会議(質問)
１２月５・６日 本会議(質問)
１２月６-９日・12日 各常任委員会
１２月１４日 予算常任委員会（討論・採決）
１２月１６日 議会運営委員会
１２月２０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。

(11月定例会より字幕機能の導入されます。)
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7月〜2022年10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。
Instagramライブも！QRｺｰﾄﾞはこちら→
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、他市の議員の仲
間と行っています。
Facebookにて情報
発信等しています→

「いそがわゆか」
Youtubeチャンネル
→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。

♪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:12月21日(水)/１月19日(木)/２月10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。）

7月 8月 9月 10月

収入

報酬 650,000 650,000 650,000 650,000

期末手当等 0 0 0 0

合計 650,000 650,000 650,000 650,000

支出

所得税 56,200 56,200 56,200 56,200

住民税 65,000 65,000 65,000 65,000

国民年金 16,940 16,940 16,940 16,940

国民健康保険 85,000 85,000 85,000 85,000

互助会会費 6,500 6,500 6,500 6,500

会費 610 0 0 610

生活費 200,000 200,000 200,000 200,000

事務所活動費 219,750 220,360 220,360 219,750

合 計 650,000 650,000 650,000 650,000

事務所活動費内訳 （円）

収入

７月-10月合計 880,220

前月繰越金 617,110

合計 1,497,330

支 出

事務所家賃等 348,440

水光熱費 27,893

通信費 62,760

印刷費 557,914

活動費 68,030

交通費 81,702

事務雑費 74,186

人件費 185,000

合 計 1,405,925

繰越金 91,405


