
 

＜２月定例会いけぶち佐知子質問項目＞ 

１． ２０２０年４月施行の改正地方公務員法に

関して 

非正規職員はすべて会計年度任用職員へ移

行するのか 

 

２．２０２０年４月施行の改正民法で、時効や

保証制度はどう変わるのか 

 市民生活への影響はあるか。 

 

３．定期予防接種で得た免疫が失われた場合の

ワクチン再接種に助成せよ 

小児がんなどの病気治療により免疫が失わ

れる。現在自己負担になっている再接種費

用に助成できないのか 

 

４．大規模開発時の駐車場付置義務台数の緩和 

 立地条件により台数を減数、緩和することが

できないのか。 

 

５．市民の手で公共スペースの   

活用を、というが・・・ 

 

 

 

２月定例会 TOPICS その１ 

＜当初予算附帯決議 可決までの道のり＞ 

議会最終日の２６日に附帯決議案を提案するには、

２２日には案文を作成、２３日の議会運営委員会に提

出、同委員会で決議案の取り扱いを協議、決定します。 

●予算委員会終了後、有志議員で協議し、各会派の質

疑や討論の内容のうち共通するところをまとめ、附帯

決議の形にすることにしました。 

●有志以外の会派に一緒に提案しませんか、と打診し

ましたが、「文案を見てから（考える）」とのこと。 

●たたき案を作成。すべての会派に、「提案者になっ

てもらえるか」「賛成してもらえるか」「全会一致で可

決できるよう文言修正可能です」と、何度も足を運び、

他の会派の意見もお伺いし、最終案を作成しました。 

●２３日の議会運営委員会に案を提出。２６日の本会

議で予算案可決後、附帯決議案を提案、質疑、討論、

採決することに決まりました。 

●２６日議会前にも、できる限り会派控室を回り、賛

成してもらえるようお願いしました。 

そして、平成３０年度（２０１８年度）一般会計予

算案可決後、３つの附帯決議案を提案し、賛成多数で

可決しました。 

各会派いろんな意見があり、全会一致にはなりませ

んでしたが、議会として附帯決議案が可決し、ほんと

よかったです。 

 

すいた市民自治のいけぶち佐知子です。２月２２日から３月２６日まで２月定例会でした。平成３０年度

（２０１８年度）一般会計、特別会計、企業会計の当初予算案が提案され、また多くの条例改正案も提案さ

れ、ハードな議会日程でした。私が所属している建設環境委員会では、自転車駐車場条例の改正案を承認後、

附帯決議を承認し、定例会最終日には議会として附帯決議を全会一致で可決しました。また予算案について

は、賛成多数で可決しましたが、最終日に議員有志で附帯決議案を提案し、賛成多数で可決しました。 

＊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。 



 

 

＜市営住宅保証人制度の免除を検討せよ＞ 

現状と質問の背景 

2020 年 4 月から改正民法が施行されます。債権

について、消滅時効期間、時効の更新・完成猶予、保

証人の保護などが変わります。市民の暮らしにどの

ように影響するのか、という視点で質問しました。 

 質問  

改正民法施行により、市民生活にどのような影響が

あるのか。主なものとして、何があるのか。 

 答弁（総務部長）  

一般債権の消滅時効期間が１０年から５年に変更

され、短期消滅時効制度が廃止される。 

たとえば水道料金や病院の診察料などの消滅時効

期間は、原則として５年に統一される。 

また、新たに時効の完成猶予（これまで「停止」と

呼んでいたこと）の理由として協議合意が追加される。 

保証人への情報提供義務として、保証人が債務の状

況を知ることができる手段が新たにできる。 

法定利率が引き下げられ、年５％の固定利率が、改

正民法施行後は年３％、その後３年ごとに変動する。 

 質問  

市営住宅の入居時に保証人が必要となっているが、

改正民法により、どのように変わるのか。 

 答弁（都市計画部長）  

保証人は入居者が家賃等を納付する義務を履行し

ない時など、履行する一切の責任を負うことを誓約し

ている。改正法が施行すると、保証する限度額を明示

する必要があり、限度額が高額であると保証人になる

ことをためらう人が出てきて、保証人を選任できない

かもしれない。適正な限度額の設定を検討したい。 

 

いけぶちコメント 

吹田市営住宅に入居するためには保証人が必要で、

もし保証人が選任できず入居もできない場合が想定

される。公営住宅法第一条にある「健康で文化的な

生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に

困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸

し、又は転貸する」という目的に反することになる。

保証人免除規定が条例にある自治体もあり、吹田市

も検討すべきです。 

 

 

 

＜小児がん患者等への助成＞ 

現状と質問の背景 

小児がんなどの病気で、骨髄移植手術を受けた子ど

もは、その影響で、接種済みのワクチンの抗体が失わ

れます。免疫力が低下するので、再接種が必要となり

ます。しかし国は定期接種へ助成をしても、定期外の

再接種の助成はなく、助成するかどうかは各自治体

の判断で、もちろん助成費も各自治体の負担、として

います。 

助成する自治体（＊）が徐々に増えてきていますが、

もし自己負担の場合は、例えば１０～１５種類で２０

万円ほどかかるとのことです。 

＊枚方市（H２８年４月）四日市市

（H29 年 4 月）船橋市（H30

年１月）など 

 質問  

小児がん等の病気により再接種が必要となった子

どもへの助成制度を創設してはどうか。 

 

 答弁（保健理事）   

年間２，３件程度、接種費用の助成に関する相談を

受けているが、予防接種法に基づく定期接種の対象

外であるため、費用助成ができず、課題であると認識

していた。 

大阪府は「骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再

接種費用補助事業」を新年度当初予算事業として府議

会に提案中と聞いているので、府の動向も見て実施

に向けた検討をしたい。 

 

いけぶちコメント 

 大阪府議会で再接種費用補助事業を含む予算が可

決されました。早ければ次の定例会に補正予算が提案

されるのではないかと期待し

ています。 

 

 

 

＊質問答弁の詳細は、インター

ネット録画放映、議事録でご覧ください。 

 



建設環境委員会 附帯決議 

いけぶちが所属する建設環境常任委員会では、条例

案、契約案件などを審査しました。 

審査の中で、ＪＲ岸辺駅北側の地下通路を利用した

自転車駐車場を開設する条例提案に対して、防犯上問

題であるとの意見が続出しました。 

１）自転車駐車場の管理人事務所が地上への出入り

口とは逆方向の地上にあること 

２）管理人の勤務時間が午前、午後各３時間の 1 日６

時間しかないこと 

３）非常ボタンは設置されているが、管理人がいない

時間帯は、一番近い他の駐車場管理者が駆けつけると

いうが、管理者（管理団体）が別であること 

以上が主な問題点でした。 

３）については、非常ボタンが押された場合、警察

や契約している警備会社に通報が行くということが

わかり、とりあえずは解決しました。 

しかし、非常ボタンが押さずにすむよう、未然に防

ぐことが重要です。 

 そこで、委員間で協議し、下記の附帯決議を委員会

として本会議に提出することにしました。 

＊定例会最終日に全会一致で可決しました。 

 

自転車駐車場条例の一部改正に対する附帯決議 

ＪＲ岸部駅前北自転車駐車場は、地下道を利用した

延長約１２０ｍの細長い施設であり、防犯・安全対策

が通常の施設以上に求められる。 

しかし、定期利用限定の駐車場であるため、管理事

務所は 1 か所しかなく、しかも利用者の出入口と正

反対の場所にある。また、管理人を配置している時間

帯は、午前３時間と午後３時間とのことである。市は、

防犯カメラや非常ベルを設置し、近隣の駐車場管理運

営委託事業者と非常時における連携協定を結ぶこと

にしているが、それでも防犯・安全対策が十分である

とは言えない。 

よって、本市議会は下記の事項を決議する。 

１．管理人の配置時間帯・ 

場所を変更すること。 

２．随時、巡回監視を行うなど、 

さらなる防犯・安全対策を 

採ること。 

 

予算常任委員会 

予算常任委員会では、４つの分科会ごとに審査し、委

員会全体で総括質疑、討論採決をしました。 

＜いけぶち総括質疑＞ 

現状と質問の背景 

市立吹田サッカースタジアムのネーミングライツ

（命名権）の売却益をもとに、11月定例会で創設し

たスポーツ推進基金に積み立てし、スポーツ推進事

業の費用として使うことにしています。 

大阪府は、２０１８年からの３年間、大阪万博 50

周年の 2020 年まで、万博公園外周道路の歩道を拡

幅し（自転車道を狭めて）劣化した舗装を改修するこ

とを計画しています。その改修工事の際に、同基金を

利用して、ガンバ大阪のイメージ

カラーである青色に塗ろうと

いう提案がありました。 

景観面、自転車道との対

比が必要という安全面につ

いて質問しました。 

 質問  

歩道部分をガンバ大阪の青色とアスファルトの黒

色の縞模様にすれば、塗料は半分で済む（費用が抑え

られる）ということを聞いたときは、なるほどと思っ

た。しかし、縞模様が何キロも続く風景は、景観的に

問題があるのではないか。 

歩道に隣接する自転車道の水色カラー舗装との対

比や相互干渉など、十分検討しなければならない。 

景観アドバイザーの意見を聞いてはどうか。 

 

 答弁（都市計画部長）  

 今回の事業は景観アドバイザー会議の対象ではな

いが、良好な景観まちづくりを推進するため、すでに

相談しており、アドバイザーの助言をいただく予定に

している。 

 答弁（都市魅力部長）  

スタジアム来場者の安全性や快適性を確保し、ガン

バ大阪をイメージしたデザインの路面塗装を行うこ

とにより、スタジアムへの誘導やガンバ大阪を応援す

る機運の高まり、賑わいの創出が図れると考えている。   

現在、府とともに景観アドバイザー会議に諮る協議

を行っている。 

 



本会議での討論 

私いけぶちは、基本的に議案に反対するとき、 

またやむなく退席や賛成するときにはその理由を討

論の形で発言することにしています。以下、２月定

例会で発言した賛成意見の概要です。 

＜一般会計予算案に対する討論＞ 

●パスポートセンターをＪＲ吹田駅前のさんくす 3

番館に設置するため、平成 30年度は約 1億 2千万

円、翌年から約 3千万円の予算がかかる。であれ

ば、平日昼間だけの開設ではなく、大阪府や近隣市

のように土曜または日曜、夜間にも開設すべき。 

●中核市移行について、健康医療のまちづくり、健

康寿命の延伸を進めるのであれば、まず保健所政令

市を目指し、次に中核市というように二段構えが良

いと考える。 

●（仮称）北消防署等複合施設の建設骨子案が市民

に公表されていない。「光の森」「学びの森」「病児病

後児保育所」を組み込むのであれば、当事者に意見

を聞くこと、骨子案に対する市民意見を募集すべき

である。 

以上のほか、他の事業で予算を認め難いものもあ

るが、市民生活、市民福祉向上のための予算もある

ため賛成する。事業実施までに、さらに精査してい

ただきたい。 

＜副市長の選任＞ 

●提案された方（Ｈ３０.３月末に大阪府を退職予

定）が最適かどうか、経歴書だけでは判断できな

い。「本市の諸課題に対して卓越した手腕をもって適

切に対処していただけると考え、副市長として最適

である」という市長の言葉を信じるしかない。 

●これまでの助役、副市長の選任、また大阪府の状

況、国の状況からみて、多くの市町村では当該自治

体の幹部職員から任命されることが多い。 

＊私が議員として務めている１９年間の助役、副市長は

１１人、そのうち２人のみ外部からの選任 

＊国から地方自治体の副市町村長に出向したのは 

平成２６年１０月現在、７８人（全国の地方自治体数

は１，７４１である） 

●「器が人を作る」「器が人を育てる」という言葉が

ある。職位や職階が上がっていき、役職者になり、

その過程において、器が人を育てていくように、副

市長に相応しい人が育つ、そういう吹田市であって

ほしい。 

２月定例会 TOPICS その２ 

環境まちづくり基金ができます。以下の内容は、

あくまでも、現時点で環境部が考えているものであ

り、必ず下記の通り実施するとは限りません。 

また、基金に積み立てたり、取り崩して事業に使

ったりする場合には予算提案、議決が必要です。 

●財源（案） 

環境配慮型入札で電力調達の効果額 

寄付金 

国の森林環境譲与税（仮称） 

売電益 

●基金を使う施策、事業（案） 

第２次環境基本計画等の行政計画に基づく公共施

設における率先実行施策、先進的な環境施策 

 公共施設における率先実行施策（案） 

 ・照明のＬＥＤ化 

 ・太陽光発電システムの導入 

 ・ＥＳＣＯ事業水維新費用 

 ・施設の木質化（森林環境譲与税の譲与額） 

 先進的な環境施策 

 ・地域新電力会社の設立 

 ・家庭向けヒートアイランド対策 

 ・家電買取補助金 

 ・ウッドスタート事業（赤ちゃんに木製玩具を贈る） 

 

５月定例議会開催予定（１０時から開催予定） 

５月３１日（木）本会議（提案説明） 

６月６日（水）～８日（金）本会議（役選） 

１５日（金）～２０日（水）本会議（質問） 

２１日（木）～２６日（火） 

常任委員会・予算委員会分科会 

２９日（金）予算委員会（総括質疑討論採決） 

７月４日（水）本会議（討論採決） 

★本会議質問の４日間とも傍聴時に子どもさんの一

時保育があります。手話通訳は、本会議傍聴時につけ

ることができます。 

いずれも、事前申し込みが必要ですので、議会事務局

（電話 6384-2644、 

ＦＡＸ6338-0920）まで 

お申し込みください。 

 

 


