
 

 

 

 

 

＜９月定例会いけぶち佐知子質問項目＞ 

１ 組織改正の基本あ方針（素案）と組織改正（案） 

２ 第４次総合計画の策定を前倒しで取り組む 

３ まち・ひと・しごと創生総合戦略と人口ビジョン 

４ パブリックコメントは市民からの意見を聴取す

るために行っているか 

５ 行政組織の縦割りと施設の縦割り 

６ 施政方針に関連して、市長に問う 

７ フューチャー・デザイン。未来アセス会議につい

て市長が考えていることを問う 

９月定例会 いけぶち質問から 

＜人口減少は悪いことなのだろうか＞ 

将来の吹田市を考える上で、人口ビジョン(人

口の将来推計)はとても重要です。議会としても

十分な議論が必要だと考えています。 

国全体で人口が減少していく中で、吹田市だけ

人口増加あるいは維持するということは、難しい

のではないでしょうか。 

質問 人口減少に対する市長の考えを問う。 

 

回答 本市の将来人口は長期的に減少すると予

想している。３６平方キロメートルの狭い市域に

おいて、良好な住環境のもとで快適に利便性高く

暮らす上で、適正な人口規模を考えなければなら

ない。人口規模によって、長期的な政策も人口減

少の評価も大きく変わってくる。今後、総合計画

策定の過程で、適正人口について議論を始めたい。 

 

 

            

 

 

 

 

＜市長の傾聴と対話の対象に議会はあるのか＞ 

市長は施政方針の中で、「議会の皆様と力を合

わせて」など、「議会」を１３回使っています。 

質問 市長と議会は、二元代表制である。双方が

なれ合いになっても、議会提案前の事前審査にな

ってもいけないが、政策や計画を議会に提案する

までに、もっと議会に対して情報提供や説明があ

ってもいいのではないか。市長の考えを問う。 

 

回答 議決権は議会に与えられたものであり、議

員個人に与えられたものではないが、議員が判断

するために必要な情報を提供し、行政の考えを具

体的に伝えなければならない。行政内部でメリッ

ト、デメリットを集中的に議論し、議会に複数案

を提示し、議会で質疑、応答、議論をして熟度を

高めていく、民主的なプロセスを大事にしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すいた市民自治のいけぶち佐知子です。決算審査が終わってからの作成になりましたので、通信の

発行が遅くなりました。９月定例会と決算審査の質問や質疑、また研修報告など掲載しています。 

議事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。 



＜第３次総合計画中間見直しの反省を生かせ＞ 

以前、第３次総合計画の中間見直しと言いなが

ら、総合計画全体を再構築する抜本的な見直しや

地域別計画をなくす、など、大幅な変更が提案さ

れました。議会が修正を求めたが、すでに総合計

画審議会は解散しているので、議会からの意見を

審議会に戻せないとのことで、委員会で何度も継

続審査となり、結局、議会としては否決しました。 

質問 この第３次総合計画中間見直しの際の反

省を踏まえ、第４次総合計画策定はどのようにす

るつもりなのか？ 

 

回答 議会の意見をしっかり反映できるような

形で進めることは、非常に重要であると考えてい

る。市民の代表者である議会の意見をしっかり聞

きながら進めていきたい。 

 

質問 市長は総合計画に長期の財政計画を組み

込むと言われた。総合計画の期間との関係を問う。 

 

回答 総合計画は、市の将来を見据え、総合的か

つ計画的な街づくりを進めるための基本である。

現時点では、総合計画実現のために策定する実施

計画に合わせて、総合計画と同じ期間で財政計画

を示したいと考えている。 

 

質問 立地適正化計画は総合計画や都市計画マ

スタープランに関係し、また、公的不動産の活用、

公共施設の最適化にもかかわる重要な計画だと

考えるが、いかがか。 

 

回答 立地適正化計画は、都市機能を計画的に立

地誘導し、持続可能な都市を目指すものである。

関係部局の各種計画等と調整、連携を図り、作成

を検討したい。公共施設等の総合的かつ計画的な

管理の推進について、(仮称)公共施設等総合管理

計画を策定し、今後の方針を固めていきたい。 

 

いけぶちコメント 行政は計画を立てるのが得

意ですが、立てるだけではダメです。相互に関連

している計画については齟齬（そご）がないよう、

連携して動くように考えていただきたいと思い

ます。 

＜フューチャー・デザイン、未来アセス会議＞ 

質問 市長が報告者、パネリストとして発言した

大阪大学のシンポジウムに参加した。「フューチ

ャー・デザイン」や「未来アセス会議」という初

耳の言葉がでてきたが、市長は、どのような意味

で、何をしようと考えているのか。 

 

回答 (市長) 「フューチャー・デザイン」は、

将来に大きな影響を及ぼすであろう意思決定を

するときに、将来世代の視点を取り入れるための

考え方である。この考え方をシステムとして市政

に導入することは、私の公約である。 

 「未来アセス会議」は「フューチャー・デザイ

ン」を市政に実装するとすれば、ということで仮

に名称を付けたものである。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

いが、２０年、３０年後を考えると、今この投資

が必要である、というような視点を、必ず政策策

定の場で入れていきたいと考えている。 

 

いけぶちコメント 大学など研究機関は理論を

立て、その理論の実践の場を求めています。一方、

行政は実践するための裏付けとなる理論を求め

ています。双方互いに協力し合えば WIN・WIN

の関係になります。 

 このような関係を深め、広げ

ることはぜひ進めていただき

たいと思っており、これこそ、

市内に多数の大学や研究機関

を持つ吹田市のメリットであ

り、ブランド力であると思います。 

 そのためにも、議会に対して必要な手続きや心

配りは、怠りなくしていただきたいと思います。 

 

回答 (市長) 市政に未来、将来世代のことを要

素に入れて政策を作るときには、議会とともに構

築しなければならない。 

 そういう意味で、早い段階、初期の構想の段階

で、議会に対して情報提供もさせていただき、 

未来に対する議論を可能な限り、議会とともに進

めていきたいと考えている。 

 

 



決算審査特別委員会 

質問 補助金は、透明性、公平性が求められる。

市が会員でない市民団体について、その団体固有

の活動費、たとえば総会案内の郵送料などを市が

負担することは、団体に対する補助をしているこ

とになり、不公平ではないか。昨年の決算委員会

で検証すると答えた副市長に、結果を問う。 

 

回答 (副市長) 自主的な活動をしている団体

について、団体固有の通信を、市の公用の郵便の

中で処理するのは、基本的にふさわしくないと思

っている。 

一方、法律に基づくもの、市の政策を進めるう

えで、市の仕事と位置付けることができるものに

ついては、団体固有の活動費であっても、必要な

支援はしていく。 

 

いけぶちコメント 「公用郵便で処理するのはふ

さわしくない」との答弁を聞き、「やったー。伝

わった」と喜びましたが、そのあとの「必要な支

援はしていく」を聞き、がっかりしました。 

「市の仕事と位置付けることができる」という判

断を市自らが行う限り、恣意的なものが入る可能

性があります。大きくとらえて質問してもあいま

いな答えしか得られませんでした。今後は、個別

具体に質していきます。 

 

質問 昨年の決算審査時、職員が通勤定期と同じ

区間を移動して出張しても、旅費が出る部署と、

出ない部署があった。通勤定期を使えば、旅費を

出す必要はないと提案したが、どうなったのか。 

 

回答 出張区間に通勤定期がある場合の統一的

な処理について、各部署の責任者に通知した。現

在は、通勤定期区間と重なる分の出張旅費は支払

っていない。 

 

いけぶちコメント 金額と少なくても、無駄は無

駄として指摘し、改善できました。 

 

 

 

 

その他、定例会等で訴えてきたことについて、平

成２６年度の実績、評価について質問しました。 

＜母子家庭等の母の就労支援 実績は？＞ 

質問 寡婦福祉法に基づき、母子家庭等の母の就

労支援として、本市の臨時雇用員に優先採用して

はどうかと議会で提案した。その結果、平成２６

年度３人採用したとのことである。この事業の内

容と評価を問う。 

 

回答 本市として公的責任を果たす観点から、大

阪府母子寡婦福祉連合会と連携して、事業を行っ

ている。同連絡会から推薦された要支援者（母子

家庭等の母）を臨時雇用員として雇用している。

臨時雇用期間は１年間であるが、その後、次の職

にも就いており、就労支援につながっていると評

価している。 

 

いけぶちコメント 他市からも問い合わせがあ

るとのこと。よい事業は他市も実施してほしい。 

 

＜障がい者就労支援を推進せよ＞ 

質問 平成２６年度は、障がい者優先調達推進法

に基づく契約の実績額において、役務に関する発

注額は目標値に達したが、物品購入額が伸び悩ん

でいる。役務の発注目標額を高くし、調達額全体

を増やせないのか。 

 

回答 障がい者作業所の商品は、公費で購入する

ものが非常に少ない。職員の名刺を印刷している

が、優先調達の対象ではない。しかし、障がい者

の就労工賃に跳ね返る数字なので、優先調達に反

映するか否かによらず、

工賃につながるよう努

力している。健康医療

都市の緑の遊歩道の草

引きを、働く場事業団

で請け負いたいと努力

している。 

 

 

 

 

 

昨年の一般会計・特別会計決算審査特別委員会に引き続き、今年も決算審査の委員になりました。

昨年の審査で宿題としたことについて、質疑を重ね、結果を得たものもありますし、またもや 

「ごまかされた」感のあるものもありました。５期目議員とはいえ、まだまだ修行不足です。 



視察、研修の報告 

いけぶちが、政務活動費を用いて視察や研修に行った

内容について、以下、ご報告いたします。 

＜平成 27 年度 地域公共交通セミナー＞ 

○日時 7 月 14 日（木）10 時～17 時 

○主催 

NPO 法人持続可能なまちと交通を目指す再生塾 

○感想・考察 

海外、とくに欧州では、公共交通として民間の交通

事業者であっても、日本よりずっと多くの公的補助金

が出ています。ビルの中で上下移動するためにエレベ

ータがあるのと同様、まちの中を移動するための公共

交通に公費を出すのは当然という考えからだとのこ

とでした。 

講師が述べた「公共交通の「赤字」は地域への「投

資」」というフレーズは、目からうろこでした。費用

対効果というと、目先のことだけ、直接の効果だけ見

がちですが、「公共交通システムで、いかなる価値を

提供できるのか」ということをクロスセクター・ベネ

フィットで考えることが必要だと理解しました。 

また、「環境の時代・高齢化の時代は公共交通に追

い風」ということに加えて、元気な高齢者だけでなく、

収入の少ない若者にとっての公共交通も考える必要

があると思いました。 

 

 

 

 

 

 

＜平成 27 年度市町村議会議員特別セミナー＞

～災害に強い地域づくり～ 

○日時 10 月 26 日（月）13 時 30 分～16 時 45

分、27 日（火）9 時～12 時 

○主催 

市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） 

○感想・考察 

 講演者の一人である鍵屋氏は、元板橋区職員として、

議会事務局、防災担当をしていたそうです。東日本大

震災にも応援に行き、その経験をもとに話をされたの

で、とても具体的でわかりやすかったです。 

 また、山梨学院大学教授の江藤氏の講演では、人格

を持った議会として、計画を立て、実際に動くよう訓

練することの重要性を学びました。 

先進事例として議会の BCP(事業継続計画)を立て

た大津市議会や、阪神淡路大震災時、毎朝定時に議員

が集まり、それぞれ持ち寄った情報をもとに議長が災

害対策本部に要望したり、災害対策本部の情報を議員

に伝えたという芦屋市

議会の例も教えていた

だいたので、ぜひ吹田

市議会も習って災害時

の対応を考えたいと思

いました。 

↑相馬市の防災倉庫にある大鍋  

           

 

                  

 

 

平成 27 年(2015 年)４月～９月の議員会計報告 

収 

入 

議員報酬(*１) 3,780,483 いけぶち個人から  400,000 

*１：前任期である 5 月までは、議員報酬

を 10%減額しています。 

*2：「応援団へ」には事務所１F 家賃、

水光熱費、事務費、通信費、人件費を

含みます。 

*3：議員共済がなくなったので、 

ほぼ同額を個人で掛けています。 

*４：20 万円/月＋期末 375,000 円 

＊ 広報費がかさんだため個人から 

40 万円入金しています。 

議員報酬(期末) 1,462,500 前期より繰越 △426,649 

  収 入 計 5,216,334 

支 

 

出 

事務所 2F 家賃 300,000 応援団へ（*2） 410,000 

事 務 雑 費 13,957 税  金 906,758 

交 通 費 178,573 共済・互助会（*3） 726,000 

通 信 費 61,938 年金・国保 340,000 

広 報 費 ７52,854 生活費(*4) 1,575,000 

活 動 費 152,194 次期へ繰越 △200,940 

  支 出 計 5,216,334 

有志議員による吹田市議会報告会を５月と９月に開催しました。 

報告会の内容は、ブログやフェイスブックからご覧いただけます。 

Blog http://blog.goo.ne.jp/suita-gikai  

FB https://www.facebook.com/suita.gikai.yushi  

 


