すいた市民自治のいけぶち佐知子です。１１月定例会が終わりました。例年ですと１２月定例会で、年末ぎ
りぎりまで議会に追われているのですが、今年は、１２月１５日に閉会しましたので、少し余裕の年末年始
となりました。とはいえ、仕事納めの２８日までは、毎日、なにやかやと議会のこと、市民活動のことで会
議が続きました。２０１７年もしっかり働きますので、よろしくお願いします。
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。

＜１１月定例会いけぶち佐知子質問項目＞

１１月定例会から TOPICS－１

１．空き家の有効活用

＜市長など特別職と議員の期末手当増額＞

１）以前、空き家バンク制度があったが、なぜな
くなったのか
２）不動産事業者団体と連携した空き家の情報収
集と情報発信の取り組みの現状を示せ
３）空き店舗活用事業を準用した空き家活用事業
を創設せよ
２．農業体験農園設置事業、体験学習協働型市民農園
管理運営事業
１）起案文書の不備、廃棄となった要因・原因と
未然防止策を示せ
２）閉園手続きは済んだのか。その際、開設整備
事業補助金に関する指示はしたのか
３．吹田市旅費条例
１）内閣官房行政経営推進室の旅費業務見直しに
沿った吹田市の見直しの状況を示せ
２）宿泊料は上限額を決め実費支払いに変更せよ
４．小・中学校

人事院勧告に沿って、一般職の市職員の給与等が増
額されることになり、一般職と特別職、議員の増額に
関する条例改正案が提案されました。
条例改正案に対し「特別職の報酬等審議会に諮問し
ないのか」と質疑しました。総務部長は「大幅な制度
変更や給与月額の変更ではなく、一般職の改定に準じ
て行う期末手当の支給率改定は審議会での検討には
なじまない」と答えました。
審議会は市長の諮問機関ですので、市長が諮問しな
ければ開くことができません。人事院勧告は国家公務
員の給与等に関する勧告で、地方公務員の一般職職員
に準用することは、一定理解できます。しかし、特別
職や議員の期末手当支給率改定について、審議会の検
討になじまないかどうかを当事者の一人である市長
が決めるのではなく、そのこと自体を審議会に諮問す
る必要があるのではないか、と考えます。よって、手
続き的に問題があるという趣旨の討論をして、条例案

１）理科実験等で出た廃液処理を計画的に進めよ

に反対しました。(賛成２５人反対１０人で可決)

２）読書活動支援者の研修実施、

＜特別職・議員の給与改定に伴う
平成 28 年度年間増加見込額＞

情報交換・共有の場を作れ
３）学校図書館のあり方検討委員会
を設置せよ
５．中核市移行に取り組む意欲を示せ

市 長

141,120 円 副市長

教育長

108,864 円 常勤監査委員

議 長

88,800 円 副議長

議 員

78,000 円

123,648 円
76,608 円
84,000 円

１１月定例会いけぶち質問から
＜空き家の有効活用を進めたい＞
現状と質問の視点

＜旅費条例を見直せ＞
現状と質問の視点

国の平成 25 年住宅・土地統計調査によると、吹田

現在の吹田市の旅費条例では、宿泊料は１夜あたり

市の空き家総数は 26,440 戸で、そのうち老朽や破

の定額により支給すると決まっています。市長や特別

損していないものは 18,850 戸です。また、そのま

職、議員は１夜１５，０００円で、一般職員は１夜

ま放置しておくと危険な「特定空家」は、市内に 1

１４，０００円です。原則、その金額よりも実際の宿

戸とのことです。

泊料が安いときも差額を返金することはありません。

そのまま利活用できる空き家も多いと考えられる

また特別職や議員は、特急片道１００キロ以上、急行

ので、市民活動が活発な吹田市の特徴を生かした利活

片道５０キロ以上の場合、特別車両（グリーン車両）

用の方法がないかと考え、質問しました。

に乗車することができます。

質

問

宿泊料は上限額の範囲内で実費支払にすることや

１）数年前、空き家バンク制度を立ち上げ、空き家等

特別車両（グリーン車両）を利用しないようにできな

バンク台帳整備、ホームページで物件の概要情報を

いかと考えています。なお、議会の行政視察では、以

公表、利用希望登録など行ったが、その成果はどう

前は、全員特別車両（グリーン車両）でしたが、今は

であったのか。

普通車両との選択制になっており、いけぶちは普通車

２）
「吹田市住宅マスタープラン」に不動産事業者団

両に乗車しています。

体と連携した空き家の情報収集と情報発信が書か

質

れているが、今後の予定を示せ。

１）内閣官房の「旅費業務の効率化に向けた改善計画」

３）市民活動が活発な吹田市として空
き家を市民活動の場として活用する
ために助成制度を作ってはどうか。

問

に準じて、見直しはしているか。
２）他市で行われているように、宿泊料は上限額を決
めて実費支払としてはどうか。

(行政経営部長)

回答（行政経営部長・都市計画部長）

回答

１）２年間運用したが、空き家を貸したいとの申請が

１）「改善計画」に沿った旅費業務の見直しはしてい

１件、借りたいという申請はなく、空き家を活用し

ないが、独自の見直しとして「近隣市町村への日帰

た実績がなかったため事業を廃止した。

り出張の日当廃止」「一般職員へのグリーン料金の

２）大阪府は、市町村の空き家バンク情報を取りまと

支給を原則廃止」をした。また、「特別職等のグリ

めた全国初の「大阪版・空き家バンク」を設置する

ーン料金の支給」は今後の課題と認識している。

と聞いている。吹田市も、一度、廃止した空き家バ

２）事務の簡素化を図るため、宿泊料を定額支給して

ンクを改めて有効活用できないか検討したい。
３）利用可能な空き家を地域の資源として捉え、市場

きたが、上限額を定め実費支払している他市事例を
参考に調査研究する。

流通や活用の促進を図っていくことは空き家対策
を進めるうえで重要であると認識している。
空き家について、地域社会の活性化を図るため、

＜ご参考に＞
「グリーン車両に乗りたい人だけ差額を自腹で払っ

高齢者同士の集まりや小さな子どもを持つ家族の

て乗ればよいのでは？」と思われかもしれません。し

交流の場とし気軽に利用できる地域サロンや福祉

かし、旅費条例では、乗車した分は支払うことになっ

拠点の充実、子育て支援等、住宅以外での多様な

ており、差額を自己負担することができなくなってい

用途での活用が考えられる。空き家の活用方策が

ます。

地域ニーズにかなっているか、行政の支援のあり

＊新幹線で京都から東京に行く場合＊

方などについて他市事例も参考に

乗車料金の 8,210 円に加えて、特急料金として、A）

検討したい。

自由席では 4,870 円、B）座席指定では 5,900 円、
C）特別車両（グリーン車両）では 10,480 円が必
要となります。C）は B）の 2 倍弱になります。

＜読書活動支援者への研修、情報交換が必要＞
現状と質問の視点
市立小・中学校の学校図書館への読書活動支援者配
置は、一人１校配置を計画的に進めていますが、まだ
２校兼務の読書活動支援者がいます。
行政視察で訪れた千葉県柏市では、「学校図書館Ｏ

件を吹田市は満たすことができず、移行できませんで
した。その後、面積要件が緩和され、人口要件のみに
なりましたので、吹田市も中核市に移行できることに
なりました。
後藤市長も中核市移行を目指すと、本会議において
表明しています。中核市移行のためには、市議会の議

NE LINE」を運営し、学校図書館運営マニュアルの

決が必要であるため、議会としても中核市移行を了解

共有や学校図書館だよりが市民にも見えるようにし

するか否か、決めるためにはまず調査を！ということ

ています。また、人やモノ（本）の連携と学校間、学

で、中核市移行に関する調査特別委員会が今年度から

校と公立図書館間の集配本システムも運用されてお

設置されました。改めて市長の意志を聞きました。

り、人の配置だけでなくソフト面でも充実しています。 質
吹田市も、単に読書活動支援者を学校に配置する
だけではなく、学校司書教諭、学校図書館担当者、読
書活動支援者のお互いの情報交換や研修が必要だと

問

中核市への移行による市民のメリットは何か。

(特命総括監)

回答

「健康寿命の延伸」ということは、高齢者のみなら

考えています。

ず、障害のある方、難病を戦う方、小児で何らかの疾

質

病を抱えて支援が必要な方々など、すべての保健や医

問

１）学校司書として、読
書 活動 支援 者に 対す
る研修を実施せよ。

療を必要とされる方々に支援を行っていくことは行
政の務めであり義務であると考えている。
中核市に移行し、保健所を持つことによって、今ま

また、読書活動支援者が情報交換・情報共有でき

で保健センターで行ってきた部分だけでなく、健康や

る場を設置せよ。

医療に係る行政分野を預かることで、できる範囲が広

２）市立図書館にある図書館協議会のように、学校図
書館のあり方を検討する委員会を設置せよ。

回答

(学校教育部長)

１）読書活動支援者の配置前のオリエンテーションや
任用時に蔵書管理のためのプログラム操作の研修
を実施している。また、情報共有は、現在、各校の
学校図書館担当者を通して行っている。今後、各中

がり、幅広い方々に対して保健医療のサポートが充実
して行えるようになると考えている。

質

問

中核市移行の意欲、意志の強さを示せ。

回答

(市長)

中核市移行のために必要なことは、下記の２点です。
①市役所すべての職員に対して中核市移行のビジョ

学校ブロックで学校図書館担当者と読書活動支援

ンや思いをしっかりと伝え、納得いくまで議論し、

者が共に集まる機会を設け、情報交流等を行えるよ

一丸となって吹田市らしい中核市の行政機構を作

う、各校に働きかけていく。

り上げる環境を醸成すること

２）各校に位置付けている学校図書館担当者と吹田市

②市民と議会に対し、中核市移行による行政サービス

小学校教育研究会学校図書館部が連携する中で、学

の向上や市民にとってのメリット、将来への希望を

校図書館が子どもたちにとってより一層充実した

丁寧に伝えること

ものになるよう、他市の取り組みも参考に、今後も

すなわち、誠意を持って内外への説明責任を果たすこ

検討していく。

とと認識している。
議会の理解を得て、移行準備を始めることになれば、

＜中核市への移行の意欲を示せ＞
現状と質問の視点
これまで阪口市長の時代、井上市長の時代にも中核
市移行への意欲が示され、検討もされたようですが、

①私（市長）自身が幹部職員とともにリーダーシップ
を発揮して、中核市移行の詳細な議論をけん引し
ていく。
②中核市移行に関し、情熱と力量を持った職員を専任

実現には至っていません。もともと吹田市が一般市か

配置し、円滑な移行準備を進めることができる組織

ら特例市になったときは、中核市になるための面積要

体制を構築する。

１１月定例会から TOPICS－２
＜政務活動費に関する質問＞
他の議員から政務活動費についての質問がありま

＜質問の持ち時間が減ることに反対です＞
吹田市議会では議員一人あたり２０分間(今は暫定

した。質問の要点は、１）
政務活動費の額を減らせ ２） 的に１５分間）×会派人数で会派全体の質問時間が決
政務活動費は後払いにせよ

３）第三者機関にチェッ

まります。その中から、会派代表質問をする場合は、

クさせよ

６０分間を上限として使い、残りを会派の個人質問で

の３点だったと思います。

使います。

以前の兵庫県議会議員のことや、富山市議会議員な

「議会の開催時間が長くなっていて、職員の残業が

ど、立て続けに政務活動費の不正な使途について、ニ

増えている。決算審査で職員の残業を減らせと言って

ュースになりました。これまでは、性善説に立って、

いる議会が残業を増やしていることになっているの

議員は悪いことはしない、ずるいことはしない、とい

で、質問時間を減らそう」との意見が議会運営委員会

うことで、政務活動費の使途目的をしっかり条例で決

の中であり、今、試験的に一人１５分になっています。

めておけば、間違った使い方はしないだろうというこ

今までは正副議長の会派は、実際には質問しない正

とだったと思います。しかし、不正発覚は後を絶たず、

副議長の分も人数の計算に入っており、それはおかし

出るわ、出るわ のオンパレードでした。

いと思っていました。同様の意見が議会運営委員会で

「ちょっとくらい、これぐらい、大丈夫だろう」
「誰
にもばれなかったら問題ない」と思って使っているこ
とが諸悪の根源であったと思います。

も出て、今回から正副議長は人数に入れないことにな
りました。
さて、議員が議会で質問、質疑することは大事な役

以前から、吹田市議会の政務活動費は情報公開対象

目の一つです。また、吹田市議会は質問と質疑とを混

ですし、また市議会ホームページ上で支出合計額につ

合して行いますが、他の議会では議案質疑は別の時間

いては公開してきました。しかし、公開は、あくまで

になっていますので、実質、吹田市議会の時間はもと

も最終的に使った総額と、使途別の金額の小計がでる

もと短い議会です。

だけで、一つ一つの使い道、使った額まで見えるよう
になっていませんでした。また、兵庫県議は領収書な
しで支払証明だけで支出したり、富山市議は領収書の
金額を改ざんしたり、していました。

また、職員の残業時間が多いことと議会の時間が長
いこととの関連性は証明できません。
また、質問時間の長短をいうよりも、まず、質問・
質疑の質や効果など、内容さらに充実させるにはどう

このことから、吹田市議会でも支払伝票や支出を証

すればいいか、ということが大事ではないかと思いま

明する領収書等の公開が必要との声が、今まで以上に

す。したがって、質問時間だけをとりあげての削減に

大きくなり、結果、議会運営委員会で、平成２８年度

は反対です。

(２０１６年度)の政務活動費から、市議会ホームペー
ジで公開することになりました。
2 月定例会（予定）

２０１６年１月～１２月議員会計報告
議員報酬

１１，１７３，５００

前期より

△１６，５６４

活動費（＊２）

１，０８８，４９３

収入合計

１１，１５６，９３６

応援団（＊３）

１，０８０，０００

所得税、市府民税

１，８９９，０１０

＊１：事務所２F 家賃、事務雑費

事務所費（＊１）

2/24

＊２：交通費、通信費、諸会費、 所得税、市府民税（年末調整）
印刷費など

議員互助会・積立

＊３：事務所１F 家賃、人件費、 国民年金・国民健康保険
事務雑費、水光熱費など

生活費
次期へ繰り越し
支出合計

６２３，１５５

△２９５，３１０
１，４７８，０００

本会議（提案説明）
3/3～3/8
本会議（質問）
3/9～3/15
常任委員会（議案審査）
3/22

１，０２５，５１０

本会議（討論・採決）

４，０３７，５００

いずれも 10 時開催予定

２２０，５７８
１１，１５６，９３６

3/3，６の本会議は託児可
能です（要申込み）

