
 

 

 

 

 

 

 

＜２月定例会いけぶち佐知子質問項目＞ 

１．市長の施政方針 

１）政策課題≪mission２４≫の市長の自己評価 

２）男女共同参画社会実現に関してトーンダウン

していないか 

３）「対話と傾聴」各自治会との懇談だけでよいか 

４）臆することなく決断の前に、十分な説明を怠る

な 

２．第４次総合計画の策定 

１）長期財政計画の組み込み、経済・社会・環境の

持続可能性は図れるのか 

２）フューチャー・デザインを取り入れるのか 

３．平成２９年度（２０１７年度）新規・拡充事業 

１）ベランダ緑化事業、千里南公園パークカフェ 

 事業の組み立てをさらに精査せよ 

２）安心安全ドライブレコーダー 

 善意の第三者が映り込むことについての対応 

３）防災関連システム運営管理事業 

 職員安否・参集システム、一斉自動メール 

 わかりやすく正確な情報伝達・収集を実現せよ 

４）シティプロモーション事業 

 市内回遊の仕掛けと、 

北摂の広域連携を求める 

５）交通対策検討事業 

  事業内容、方向性、市民との 

協働について行政の考えを問う 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月定例会から TOPICS－１ 

＜施政方針の目玉？＞ 

１）福祉と健康・医療 

「『こどもと親にとって』を第一に考えた子育て支援

の充実」として、吹田版ネウボラ、待機児童対策の推

進等に取り組みます。 

２）教育、文化、スポーツ 

英語教育の充実を図るため、教育課程特例高を２５小

学校から全３６小学校に増やし、小・中学校に英語指

導助手を増員配置します。 

３）高質で安全なまちづくり 

「災害に強く、安全なまちづくり」として、市独自の

防災システムの構築や消防機能の最適配置等に取り

組みます。 

４）市民力・地域力とともに 

「地域の特性を生かした観光施策の実施」としてエキ

スポシティ内の「Ｉｎｆｏｒｅｓｔすいた」と連携し

たＰＲフェスタを実施します。 

ネウボラって何？ 

フィンランドにおいて、妊娠期から出産、子供の就学

前までの間、母子とその家族を支援する目的で、地方

自治体が設置、運営する拠点。また、出産・子育て支

援制度のこともいう。「ｎｅｕｖｏ」は助言やアドバ

イス、「ｌａ」は場・場所を意味するフィンランド語。

（『日本大百科全書』から抜粋引用） 

 

 

すいた市民自治のいけぶち佐知子です。２月２４日から３月２２日まで２月定例会が開催されました。 

新年度(平成２９年度)の当初予算を審査する定例会ですので、本会議質問も、委員会審査もみっちり、ば

っちり行います。今回も本会議質問の時間は、質問だけで１５分間と短いため、いろいろ質問したいことが

あっても、最小限に絞って質問しました。 

本会議および委員会の議事録（公式記録）は吹田市議会のホームページや市立図書館でご覧ください。 



２月定例会いけぶち質問から 

＜男女共同参画社会実現＞ 

現状と質問の背景 

就任後初の任期 4 年間についての施政方針では、

「すべての人が性別にかかわりなくいきいきと活躍

し安心して暮らすことのできる豊かなまちの実現の

ために」と述べられ、平成 28 年度の施政方針でも、

同様の言葉が出てきます。「性別にかかわりなく」と

いう言葉がキーワードです。しかし、今回の施政方針

では、「すべての人がいきいきと活躍し、云々」とな

っており「性別にかかわりなく」は消えています。 

質 問 

今回の施政方針では、かろうじて「男女が共に参画

する子育ての促進」というフレーズの中に「男女」と

いう言葉は出てきますが、男女共同参画社会は子育て

の分野だけではありません。 

市長は、今の吹田市の状況について、子育て以外の

分野では男女共同参画社会は実現したと考えている

のでしょうか？ 

回答（市民部長）  

今回は、男性、女性の別を想起する「性別にかかわ

りなく」という言葉を「すべての人」という言葉に包

含した形で表現したところであり、決して、男女共同

参画社会の実現に向けた取り組みがトーンダウンし

たものではありません。 

男女共同参画社会の実現については、まだまだ実現

への途上と考えており、こうしたことを踏まえ、第４

次男女共同参画プランを策定してまいります。 

回答（市長） 

 男女共同参画社会の実現に関してトーンダウンし

ていません。我が国としても男女共同参画社会の実現

に一歩づつは進んでいるが、まだまだ実現したとは考

えていません。 

 

＜市民とのタウンミーティング＞ 

現状と質問の背景 

昨年１１月定例会で、市長は（仮称）吹田市地域自

治会意見交換会議や市長と連合自治会との懇談会を

開催すると述べました。これまでの市長も、連合自治

会単位での懇談会を開いていました。自治会への加入

率が半分に満たない地域もある中で、自治会だけを対

象にするのではなく、そうでない方も参加できる懇談

会を開催してはどうかと提案したことがあります。 

質 問 

連合自治会の皆さんとの懇談を否定するわけでは

ありませんが、自治会に入っていない市民、また自治

会の役員以外の市民を含めて、市民が参加できるタウ

ンミーティングのようなものは考えていないのでし

ょうか。 

回答（市民部長） 

平成２９年度（２０１７年度）から予定している（仮

称）吹田市地域自治会意見交換会議及び、懇談会につ

きましては、まずは各連合自治会の皆様と始めさせて

いただき、市民とのタウンミーティングは、状況をみ

ながら検討していきたいと考えています。 

回答（市長） 

 時間と体の許す限り、地域の皆様と直接意見交換を

する場を持たせていただきたい。 

 

＜納得できなくても理解できる説明を！！＞ 

現状と質問の背景 

市長は施政方針の最後に「改革が必要な場合には臆

することなく決断する」と述べました。それはもちろ

ん最後の責任は自分が持つからということを踏まえ

てのことだとは思いますし、市長として市全体のこと

を考えて決断する時があるとは思います。 

ただし、市民や関係する当事者への十分な説明は必

要です。全員賛成とならず反対する人がいたとしても、

説明責任を果たし、納得できないが理解するというレ

ベルに至ることが大事ではないでしょうか。 

質 問 

決断の前に説明は尽くす、ということについて、 

どのように考えていますか。 

回答（市民部長）  

施策の実施の際には、市民や関係する当事者へ十分

な説明は必要で、われわれ行政職員にはその説明責任

があります。また、説明だけではなく、十分にご意見

や考え方を聴くこと、また、情報を共有することも、

市政運営には必要です。 

回答（市長） 

 説明を尽くすという姿勢が大切なのはご指摘の通

りであり、決断をする際には、当然、説明責任を果た

します。一方で、時には重い

結果責任を負うことを覚悟

した決断も必要となること

もご理解いただきたい。 



＜第４次総合計画の策定に向けて＞ 

現 状 

現在、総合計画審議会で総合計画について議論して

いただいています。議会としても特別委員会を設置し

議論しています。 

総合計画とは、「これからの市のめざすべき将来像

を見通し、福祉、安心安全、環境、教育、産業などの

各分野における取組を総合的かつ計画的に推進する

ための指針」です。 

質 問 

経済・社会・環境の持続可能性を図るために、新し

い総合計画に組み込もうとしていることは何か、お尋

ねします。 

回答（行政経営部長）  

持続可能性に関しては、第４次総合計画においても、

特に重要な視点として捉え、基本構想（素案）の将来

像では、「目標年次となる１０年後よりも先の未来を

見据え、本市の魅力を確実に将来世代へつなげる必要

性がある」旨を記載しています。 

また、持続可能な行財政運営を図る観点から、第４

次総合計画では、新たに中長期財政計画を盛り込むこ

とを予定しています。 

経済・社会・環境の持続可能性を図る観点について

は、総合計画審議会において、そのような知見をもつ

学識経験者の方に参画いただき、ご審議いただいてい

るところであり、引き続き、分野横断的に幅広い視野

からの検討に努めてまいります。 

 

＜平成２９（２０１７）年度の新規事業から＞ 

★ひとり親家庭自立支援として、就業支援専門員を

配置し、養育費等の専門相談を実施します  

★子育て支援コンシェルジュとして、高野台のびの

びルーム、保育幼稚園室の窓口に利用者支援専門員

を配置します 

★新成人応援として、新成人を市立吹田サッカースタ

ジアムでのガンバ大阪の試合へ招待します 

★市内事業者の車へのドライブレコーダー設置補助

をします 

★高齢者の特殊詐欺被害等防止対策として、固定電

話に接続する防止対策機器を高齢者に無償で貸し

出します  

★岸辺駅近くに(仮称)建都ライブラリー(図書館)を建

てます 

★千里南公園内にパークカフェを整備します 

★千里山地区における交通対策の検討を実施します 

★議会だよりの点字版を発行します 

＜フューチャー・デザインの実装とは＞ 

質問の背景 

平成２７年（２０１５年)９月定例会において、フ

ューチャー・デザインについて市長に質問しました。 

市長は、「大阪大学環境イノベーションデザインセ

ンター（ＣＥＩＤＳ）が提唱いたしますフューチャー・

デザインという考え方は、将来に大きな影響を及ぼす

であろう意思決定に際して、将来世代の視点を取り入

れるための考え方や枠組みをあらわしたものであり、

この考え方は行政や政治本来の使命であり、システム

として市政に導入することは私の公約でもある」と答

弁しました。 

質 問 

総合計画を策定する過程にこそ、未来、将来世代に

とってのプラス、マイナス、時には、現在の市民にと

って必ずしもプラスにならないかもしれないけれど

も、20 年、30 年後を考えて総合計画を策定すると

いうことが必要であると思います。 

 今回、第４次総合計画策定に際し、中学生会議をは

じめ、若い世代の意見や市民や市民団体からの意見を

取り入れようとしてはいますが、どれも単発的であり、

市長の言うフューチャー・デザインの実装には至って

いないと考えますが、いかがでしょうか。 

回答（行政経営部長） 

 第４次総合計画の策定のための、市民参画の取組に

ついては、多様・多層な市民の皆様にできる限り多く

のご意見をいただく観点から、様々な手法により実施

し、それらを踏まえながら検討を進めています。 

フューチャー・デザインのシステムによる検討につ

いては、現段階では予定していませんが、総合計画の

検討にあたって、長期的な将来を見据えることは重要

な視点として認識しています。 

引き続き、将来人口の推計や中長期の財政収支見通

し等を踏まえながら検討を進めていきます。 

回答（市長） 

フューチャー・デザインは、現在市民と将来市民の

利害関係の調整が目的です。発言のできない将来市民

に成り代わって、現在市民が受ける不利益を調整する

こと、それをシステムとして実装できている社会はい

まだ国内に見当たりませんし、本市でも実装するに至

っていません。それでも少しずつでも持続可能な社会

づくりに地域からのチャレンジを重ねたいと考えて

います。 



２月定例会から TOPICS－２ 

 本会議質問や建設委員会での質疑の内容の中から、

一部ですが報告いたします。なお、以下は、あくまで

も、いけぶちがメモした内容であり、正式な議事録か

ら抜粋していませんので、その旨、ご了解ください。 

＜子ども医療費助成の所得制限＞ 

現在、吹田市の場合、就学前のこどもは所得制限が

ありませんが、小中学生の医療費は所得制限があり

ます。他の自治体では所得制限をなくしたり、また年

限を１８歳まで拡大したり、したところもあり、本市

も所得制限をなくすことを求める質問がありました。 

所得制限をなくした場合、必要となる費用（予算）

は、小学生は１億６千万円、中学生は９千万円とのこ

とでした。 

市長は、以下の１）～３）を踏まえ所得制限をなく

すことについて平成２９年度中に検討し、一定の決

定をしたいと答弁しました。 

１）これまでは国の施策として子どもの医療費助成を

求めてきた 

２）府内４３市町のうち２９市町が所得制限をなくし

ている現状を踏まえると、すべての子ども家庭への

事業と考え直す必要がある 

３）一方、持続可能な財政運営は必要である 

 

＜（仮称）岸部中住宅統合建替事業＞ 

市営岸部中（北）（南）住宅は、老朽化と耐震性の

問題があり、建て替えが必要だとして、９６戸を岸部

中（南）の敷地に統合建替えようとする事業です。 

本会議や委員会では以下のような意見が出ました。

○今年５月から入居が始まる、老朽化した市営住宅の

集約建替えによる新佐竹台市営住宅が、「集約」とし

つつ、転居を望まない方もいらっしゃるため、１００

戸が空くとのことである。であれば９６戸を新たに建

設する必要はないのではないか。 

○建設しても、本当に転居されるのか。建設戸数を精

査しなおす必要があるのではないか。 

○公共施設最適化計画ができているのだから、計画に

照らして検討しなおす必要があるのではないか。 

行政からは、地域住宅計画に沿ってすでに政策決定

されたものであり、市営住宅への入居募集に対する応

募倍率が１０倍以上ある現状では、目標管理戸数とし

て約１３００戸を満たすためには、９６戸の建て替え

は必要である、というような答弁がありました。 

結局、議会最終日２２日に、この統合建替事業に関

する債務負担行為及び当初予算額を減額するための

「予算組み替えを求める動議」が出ました。が、賛成

者少数（11対 24）で動議は否決されました。 

 

＜児童館 児童センターでの一時預かり事業＞ 

保育所等でも一時預かり事業を実施しているが、乳

幼児の一時預かりを希望する市民が多く、そのニーズ

を満たすために、まずは豊一児童センターでの一時預

かり事業を実施するための条例改正と改修工事費及

び人件費の予算が提案されました。 

 本会議でも委員会でも熱心な質疑が行われました。

○条例改正に必要とされるパブリックコメントがさ

れていなかった。（執行部は前に条例改正を提案した

ときに行ったので改めてのパブリックコメントは不

要との見解でしたが、不要の理由を提示しなければな

らないのに、議員から指摘があって初めて行った） 

○そもそも児童館・児童センターは保育所とは設置根

拠の法令が違い、一時預かり事業はできないのではな

いか。 

といった意見がでて、議会最終日には、いけぶちも

含めいくつかの会派が反対討論をしましたが、最終的

には賛成者多数（２０対１５）で条例は可決しました。 

 

吹田市議会の HP でご覧いただけます 

１）議決結果と各議員の賛否一覧表 

２）会議録(本会議、委員会)…文字検索できます 

３）議会中継（生、録画） 

４）議会に提案された議案、参考資料 

 


