吹田市議会議員

平成 31年2月
政策リーフレットに紙面の制限で載せきれなかった全項目を発表します。
４つの約束を掲げています。一括して掲載しますので、ぜひご覧下さい!
※ いけぶち佐知子『政策リーフレット』マニフェスト(
WEBでも閲覧可能)
限られた紙面でお伝えきれない項目は、
インターネット拡張版で、詳しく掲載
していますので、ぜひご覧ください。
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【%数値は2014年度市民意識調査結果から引用 】

早稲田大学マニフェスト研究所の調査によると、議会や議員が「何をしているかわからな
い」との声は約50％もあり、地方政治への関心の低さと議会・議員への信頼度の低さにつ
ながっています。議会の見える化をすすめ、「市民が主役」の吹田市にします

常任委員会の行政視察の報告書をネット公開する議会が増えて
きています。
吹田市議会でも、議会運営委員会で公開について検討した結果、
視察報告書を2017年度から市議会ＨＰで公開するようになりま
した。
政務活動費も市民からの税金です。
これまで政務活動費収支報告は各費目の合計額だけ市議会ＨＰで
公開していましたが、政務活動費の不正受給事件が多く報道されるようになり、議会の透明
化の一環として、2016年度交付分から政務活動費の領収書等の書類についても市議会ＨＰ
で公開しています。
さらに、政務活動費を使った活動の説明責任を果たすために、行政視察と同様、報告書の
ネット公開を提案します。

2011年9月〜2015年2月まで設置していた議会改革特別委員会
で、議会報告会開催について協議検討しましたが、全会派一致とな
りませんでした。
有志議員で議会報告会を開催することについては問題ないとなっ
たことを受け、2015年5月〜2018年7月まで、市内各地で有志議
員による議会報告会や政策討論会、意見交換会を開催してきました。 有志議員による報告会
参加された市民の反応もよく、議会全体での開催を求める意見も
たくさんいただきました。
報告会を年1回以上開催している議会は全国で54%あります。議
会・議員は不要、と言われないためにも、議会として報告会・意見
交換会を開催できるよう努めます。
パネルディスカッション

議会改革検討組織の設置や議会基本条例の策定をめざします。
議会モニターやサポーター制度の創設、請願者が希望すれば委員
会で趣旨説明できるなど、市民に開かれた議会にします。
71％

議会改革への検討組織設立
54％

議会基本条例あり

政策討論会で意見募集

【 データ:「議会改革度調査2017」早稲田大学マニフェスト研究所 】

重要な条例や計画を策定また変更する際には2009年3月に制定
した「吹田市民の意見の提出に関する条例」に基づき、パブリック
コメント(
市民意見募集)
が実施されます。
同条例には「当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじ
め公表」となっていますが、書類だけではわからないこともあります。
市民説明会を開催し、内容を理解していただくことで、貴重な市
民意見をいただくことができます。
中核市移行の意見交換会

大阪府北部地震や大型台風に襲われ、災害への備えや避難意識が高まりました。個人でで
きること、地域でできること、行政で担うべき項目を洗い出し、安全・安心、命とくらしを
守ります

災害時、避難集合場所となる遊園・公園に、心のよりどころとなる自然エネルギーを使っ
た灯りの設置を求めます。より多くの人が集まる避難場所には、かまどベンチ、マンホー
ルトイレなど災害時対応機能を備えるよう求めます。
公園(
広域、総合、地区、近隣、街区)
131か所のうち、防災施設設置
公園（街角防災ふれあい広場）14か所
＊災害用トイレ・かまどベンチ・収納ベンチ・ソーラー照明のいずれ
かがあるソーラー照明のある公園・遊園は15か所（街角防災ふれあい
広場と重複あり）

2018年発生の地震・台風による被害に対し、歳出削減予算の予備費(
３千万円)
では賄い
きれず、追加予算の捻出が必要でした。災害復興基金を設置し、ふるさと納税での基金積み
立てを提案します。
※ 藤沢市HPから引用
「 藤沢市災害復興基金は、藤沢市災害復興条例の基本理念に基づき、市民
生活の復興及び災害からの復旧を迅速かつ円滑に進めるため2015年(
平
成27年)
4月1日に設置しました。この基金は、市の財源と市民の寄付金
などによって5億円を目標に積み立てを行います。」

地域防災計画が策定され、災害時対応が計画的に進められるようになっ
ていますが、台風などあらかじめ準備できる災害に対し、「いつ」「なに
を」「だれが」「どうする」を時系列でまとめたタイムラインが有効です。
行政、協力団体、市民も予測に基づいた、早めの行動が命を守ります。
市議会では発災時の緊急連絡網の作成に加え、災害状況や情報の議長への集約及び災害
対策本部情報が議長を通じ各議員に提供されることになっています。
災害発生前後に議会や議会運営委員会を開催する必要があるか、ないか、また開催する
ときの手順など、議会として、いつ、どのようなときに、なにをしなければならないか、を
あらかじめ決めておく必要があります。
議会の災害時行動指針 策定

46％

【データ:
「議会改革度調査2017」早稲田大学マニフェスト研究所 】

自転車は手軽な移動手段として活用されていますが、
交通事故件数中、自転車関連交通事故は約２割を占め、
死傷者数の約半数が未成年と高齢者といわれています。
幼稚園、保育園、こども園、高齢クラブと連携した
安全教室の開催を求めます。
学校施設は、災害時の地域住民の避難所等にもなることから、耐震化及び防災機能の強化
を推進します。また、児童生徒等が健康で快適に学校生活を送れるように、「学校保健安全
法」に基づいて、学校環境衛生基準に従った検査を行います。
※ 2018年11月議会答弁から
「学校保健安全法」の学校環境衛生基準に定められた環境衛生検査の対象46項目のうち、現在29項目を
実施。アレルギーのある子どもたちが増えていますが、ダニまたはダニアレルゲンの検査は未実施です。

ネット情報やＳＮＳ情報で、速やかに情報入手できるようになりました。
一方、デマ情報が拡散される危険性もあり、信頼できる確かな情報を市民に伝える、伝わ
るシステムが必要です。また、ネット難民と呼ばれるネットを活用できない方にも情報が伝
わることが大事です。普段、災害時、緊急時、様々な時に適切な情報を入手できるよう、市
内の公共施設にクラウド型デジタルサイネージ(
電子看板)
を設置するよう提案します。

未来を担う大切な子どもの育ちと学びを保障し、女性や障がい者が働きやすい環境づくり
をサポートします。高齢者の介護や見守りにも予算を使い、人に投資するやさしい社会をつ
くります

市内の子どもが病気になったとき医療費を助成する制度があります。
現在は、中学校終了までの期間の助成で、年間約４．４万人が利用しています。
今や全国の市区町村の１／３が１８歳まで無料化しています。子ども医療費の助成の対
象年齢を１８歳とすることをめざします。

現在、小学校の学校給食費は私会計となっており、年間９億円を超す規模でありながら
監査対象にも議会の議決対象にもなっていません。透明な市政運営のために、公会計にす
ることを求めます。
文科省が2018年7月27日発表した学校給食費の徴収に関する調査結果では、給食費を公会計化した学
校が2016年度は39.
7％でした。
給食費の徴収・管理は学校の働き方改革で「学校以外が担うべき業務」と位置付けられており、文部科
学省では自治体による公会計化を促す方針を示しています。

切れ目のない子育て支援のため、親子健康手帳アプリを活用し、健診や
予防接種の情報、記録、サポート予定がわかるようにすることを提案します。
※ 母子健康手帳アプリを導入している自治体
町田市、金沢市、芦屋市／柏市、横須賀市、高松市／富山市(
父子手帳もあり)

保育園などの一時保育事業がありますが、常に満杯状態であり、児童センターでの一時保
育を拡大しようとしています。個人的に子どもを預けたり預かったりするファミリーサポー
ト事業がありますが、預かる場所は、援助会員あるいは依頼会員のいずれかの自宅となって
います。預かり場所を児童館・センターにすることで、援助会員一人で保育することによる
リスクを軽減と緊急時のフォローができ、安心感が増します。
※ 子育て支援事業の認知度・利用度
62.
7％

児童館・センターを利用したことがある人
児童館・センターを利用したいと思う人

71.
3％

※ データ:吹田市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務報告書（2014年3月）

議会では本会議質問時、傍聴者の子どもの一時保育を実施しています。市役所に小さな
子どもを連れて手続きに来られた市民にとって、手続き中子どもを預かってくれるスペー
スがあれば、市民も子どもも安心です。
市役所への保育ルームの設置と保育士の配置を提案します。
また、子どもを預けることができれば、子育て中の市民も審議会等の委員
になることができます。

地域包括支援センターが市内１５か所に増えましたが、まだお住まいから遠くに行かな
ければならない地域もあります。公民館や高齢者いこいの間などを活用し、地域包括支援
センターの出張相談の開催を提案します。

認知症の人を地域で見守るために、地域での認知症サポーター養成講座の実施とともに、
地域全体で見守り活動の実践訓練が効果的です。これまで市内６か所で開催されました。
今後も、小学校区単位で順次開催することを求めます。

子どもたち、子育て中の方、高齢の方、認知症の方、様々な方々の集ま
る場所があります。世代が混在、融合しているのが地域です。空き家、空
き室、公共施設の空きスペースなどを活用し、みんなの居場所を作ります。
※ 市民団体や民間事業者が設置している主なもの（2018年6月現在）
・子育て広場（乳幼児と保護者が気軽に集まり、交流ができる場所）8か所
・ふれあい交流サロン（高齢者から乳幼児までの市民が、気軽に利用できる世代間交流の場）6か所
・認知症カフェ（認知症の人やその家族、医療や介護の専門職、地域の人などが気軽に参加し、交流や相談
等をすることのできる「集いの場」）22か所

宅地開発に伴い既存のみどりが失われています。みどりには、ヒートアイランド現象の緩
和、心の安らぎなど、さまざまな効用があります。市民、事業者と連携、協働し、豊かな社
会をめざします。

地球にやさしい学校として、エコスクール(
環境を考慮した学校施設)。再生可能エネル
ギー設備の導入や校舎等の断熱性の向上、校庭の芝生化を提案します。
※ 2018年11月議会答弁から
太陽光発電設備を、小学校３校、中学校２校の合計５校に設置。2016年度から毎年２校への設置を目
標とし、取り組んでいる。公立幼稚園及び認定こども園では、毎年エコスクール活動年間計画を作成。
創意工夫をして節水・節電・ごみの分別・リサイクル等の取り組みを進めている。

2004年7月1日、土地利用における良好な住環境の形成・保全、安全
で快適な都市環境の創造を実現することを目的に「吹田市開発事業の手続
等に関する条例」(
略称「好いたすまいる条例」)
が施行されました。
無電柱化
緑の割合、駐車場の附置義務の台数、周辺環境保全あるいは良好にして
いくための基準などが定められており、基準に沿った計画を立て、計画の構想段階から周辺
住民への説明を行い、住民意見に耳を傾けることを求めています。条例が形骸化することな
く、本来目的が達成されることを求めます。

特定外来生物の駆除について、啓発活動だけでなく、防除計画を策定し、市民との協働
で駆除する仕組みを作るよう提案しています。

山田千里丘地区を走るすいすいバス (コミュニティバ ス)は年々利用者数が増えており、
春日千里山地区にもコミュニティバス運行の検討がされています。
地域公共交通政策により、地域のまちづくり活性化、地域コミュニティの再生、地域住
民の健康増進、商店街の振興、観光の振興、地球環境問題の解決などさまざまな効果が期
待できます。また、立地適正化計画の根拠法である改正都市再生特別措置法では、初めて
コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワークの連携を具体的に措置しています。
交通弱者対策イコール地域への投資として地域公共交通政策に取り組んでいきます。
万人 12.
5 13.
1 13.
3 14.
3 15.
2
山田千里丘地区を運行する
すいすいバス乗客数の推移
(
徐々に増加傾向にある)
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2020年4月、改正民法が施行されると、保証人に対して保証限度額を明示する必要があり、
その限度額が高額となると、結果として保証人を選任できず入居できないケースが想定され
ます。公営住宅法第１条にある公営住宅の目的に反することになるため、保証人免除規定が
条例にある自治体もあり、免除規定を設けるように求める国の通知もあります。保証人免除
規定の整備を求めます。
※ 2018年2月議会答弁から
住宅を確保することが困難な低額所得者の居住の安定を確保する、住宅セーフティーネットの中核とし
ての機能を果たす市営住宅に、低額所得者でありながら保証人を選任できず、入居応募できないという
一面もある。他市における保証人制度に関する規定整備や、市営住宅の役割、また家賃滞納の改善状況
など、総合的な観点から保証人制度について検討したい。

安全柵の緑化、植物の里親(
種から育てる花苗)
事業、公共施設の屋上・
壁面緑化、緑のカーテンを進めます。
街の顔である駅前や公共スペースにおいて企業が整備・管理する緑化
施設(
花壇、壁面緑化など)
に企業名・商品名を載せた名称をつけること
を提案します。

緑のカーテン

※ 2018年11月議会答弁から
緑あふれる未来サポーター事業において、一部のボランティア団体が、市が管理する苗圃で育苗に取り
組んでいる。今後、農地を対象にした「花とみどりふれあい農園推進事業種子配布及び助成金交付要綱」
も参考に、新しい仕組みづくりを検討したい。

補助・助成制度について、部局を超えた棚卸（統合・廃止・新設）をすることで、重複を
避け、漏れのない、バランス良い制度にします。わかりやすく、市民が使いやすい、申請し
やすい制度にします。

子育て、環境、福祉、まちづくりの
市民活動にかかわる
「女性を議会に！無党派・市民派ネッ
トワーク」運営スタッフ
百条委員会委員(
2012〜2013年度）
吹田市監査委員(
2013年度)

1957年/和歌山県生まれ
1979年/大阪大学薬学部卒業し、薬剤師免許取得
1999年/市民のための政治を求め立候補し、初当選
2015年〜吹田市議会議員（5期目）
2016年/吹田女性議員の会提案により、議会傍聴時
の保育を実現
2017年/議会広報委員として『市議会NAVI
』を作成
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