
政資料収集、市の説明依頼など引き受けます。

事務所ZQf”ﾘﾒ鎧を置いてあります。市民活動等

で印刷したいものがありましたら、お気軽に。

印刷はセルフサービス、用紙は要持参、製版・イン

ク代実饗負担です。

◆議会だよりをもっと多くの方に読んでいただくた

めに、配布してくださる方を募集中です。お近く

で配布可能なところがありましたら、お手伝いよ

ろしくお願いいたします｡できる範囲で結構です。

◆議会だより本文を横書きにして左綴じにしてみま

した。いかがでしょうか？

２０００．４発行

連絡先：いけぶち佐知子事務所（千里山西5-2-5ｱｸﾈﾋ゙ ﾙ2Ftel&fhx4861-7418）発行部数２７５００部

園Ｅ鷺三f蕊iX難fR蟻！
◆いけぶち佐知子事務所は下記のように市民活動を

支援いたします。（ただし､ネットワークとして賛

同できる活動に限ります）

６Ｍナさぐち雀主夷可子妄舌露ｵ臼畠毒

いけぶち佐知子事務所(mLEAX4861-7418）毎週月･水･金午前１０時から午後３時まで開設

◆事務所でテイーサロン（原則、毎月第１土曜午前１０時から正午まで）ただし４月、５月は第３土曜日に開きます。

吹田いきいき市唇ネットワーク

☆いけぶちホームページ：ｈｔｍ:/ｿwww､nejp/asahi/９０９０/netノ☆いきいきホームページ：http:"ildikiT,@t／

雲I熱息:鳥新入生､新学期､新入社員…｢新｣の字が街にあふれています｡緊醗魚鳥
なにか新しいことを始めたくなる季節ですね。私もまた、新たな気持ちで活動してまいります。

さて、３月議会は、３月１日から２９日まで開かれ、平成１２年度予算、４月１日から始まった介謹

保険制度関連条例、地方分権法関連条例、「オウム真理教大阪支部の立ち退き等を求める決議」など、

５５誌案を群議、「包括的個人情報保謹法の制定を求める意見書」など５意見書、を採択して閉会いたし

ました,、

吹田市新年懇談会

消防出初式

吹田薬剤師会新年互礼会

みのお財政学習会参加

老健施設つくも竣工式典

千二公民館威座参加

５
９
６
８
９
１

１
１
１
２

月１

蝿献錨卿,溌蝋鳥:f霊懸、
平成１２年度市税収入額は、３年連続対前年度

比マイナスになる兄込みで、恒久的減税に伴う税

収の一部補てんのため、９億６千万円の補てん債

の発行が必要となり、赤字特例債の累積発行額は

約１７７億円になる見込みと発表されました。

また、平成１１年度末に財政調整基金として約

３４億円が積み立てられたものの、平成１２年度

では税収不足を補うため、３３億円を取り崩すこ

と前提とした予算編成となっていること、平成

１０年度決算の経常収支比率が９５％となるな

ど、決してゆとりのある財政状況とはいえません。

民生費幻徽塑参ぐ
一般会計の目的別歳出決算額の変化をグラフ

にしてみました（ただし平成１２年度は当初予算

額)。社会福祉費、老人福祉饗、児童福祉費を含

む民生費は、吹田市の高齢化率を反映して、増加

の一途をたどっており、平成１２年度一般会計当

初予算額約１０５０億６千万円の３６．７％を占

めています。一方、土木饗は徐々に減少し、同予

算額の１３．１％となっています。また、借金返

済金である公債費は徐々に増加を続け、同予算額

の８．２％を占めています。

j勿季)噸f政奮営”ため産
吹田市の高齢化率（６５歳以上の総人口に占め

る比率）は平成１２年１２．５％で、平成１６年

壷
餓

おし らせ

卵
柘
佃
弱
鋤
西
麺
幅
、
５
０

ⅨＩ

より
学習会を開き 千里山地区への図書館建

時代のまちづくり、など

雨Ｉ－ＷＩ－ＢＨ９Ｈ1０Ｈ1１Ｈ1２

萎昔ﾉf,か？

設構想、市財政問題、分権時代のまちづく

など。お気軽にお声をかけてください。 山田駅周辺交通問題懇談会オブザーバー参加

２２大阪ＹＷＣＡシヤロン千里竣工式典

２フ吹田市ＰＴＡ大会参加

２８千二公民館識座参加

３１高寿園デイサービスセンター竣工式典

2月１市税審議会傍聴

２～４建設常任委員会視察（報告の詳細はお問い

５事務所でティーサロンあわせください）

１ｏ市民病院経営審議会傍聴

１２介護保険説明会参加

１４教育フェスティバル参加

１７吹田操車場跡地等利用特別委員会傍聴

１８蓮境審雄会

２１市営住宅審蔑会傍聴

都市環境整備対策特別委員会

２４水道経営審議会傍聴

２５行財政改革推進市民会議傍聴

２６折鍵自治体政策フォーラム参加

３月１３月議会（提案説明）

４事務所でティーサロン

８～１３議会（代表質問、個人質問）

１３山田駅周辺交通問題悪談会オブザーバー参加

１４～１７議会（建設常任委員会）

２２ヒメボタル保護の話合い

２７山田駅周辺交通問題懇談会オブザーバー参加

２８．２９雄会（討誌、採決）

－〃言謡Eﾖ匡乙沙つ鍔三ｆ､

いたします。又、必要な行

とき：５月２８日（日）午後２時－４時

には１４．６％になると予想されており、今後も

老人福祉費､介護保険関連費の支出増は必至です。

また、大型公共建築物の管理・運営・修緋澱はも

ちろん、とりあえず延命策をとっているものの焼

却炉の耐用年数を過ぎつつある北工場の建て替え

饗用も必要です。

今、行財政改革、事務事業見直し、財政健全化

計画など進められていますが、基本となるのは、

少ない予算で、何を切り詰め、何を優先しなけれ

ばならないかという的確な判断です。判断のもと

となる現状認識、現状分析も欠かせません。

財政について勉強しなければと考えています。

決虹年獲

報酬公開（1999.5~2000.3）

・・企･‐･衛生畳

愈 一"
目銀蝿出決凋q顔(平成12f耗逼表両弼、

いけぶち佐知子誰員活動

予定に入力ておいてくださいね。

３.出し物いろいろ

主催：いけぶち佐知子応援団

ところ：市民会館大ホール

参加費：５ＣＯ円（お茶代）

1.議会活動報告

2.みんなでチェックいけぶち佐知子の『通信簿」
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蕊識蕊霧蕊蕊霧蕊識
5二5二葛：三祷漂、

議員報酬

期末手当

審議会等報酬

収 入 合計

所得税・住民税

国民年金

共済掛け金

国民健康保険

議員会費

生活費

活動費＊

６．６０４，８３８

２．６５９． ８ ０ ０

４３．２００

９．３０７．８３８

４１０．６５８

１１９，７００

６９０．８９５

２４１，０７０

３６，４５０

２．７４０，６５８

５．０６８．４０７

*活動費内訳

事務所維持費

電話・通信費

交通・がｿﾘﾝ費

事務用品・機器

諸会愛･交際費

その他必要経饗

借入今振令

機器砿入濡方今

調研費不足分☆

活動費支出計

２，６０９，７６９

４０，０６６

７０，３８０

５０９，３７１

１４５， ０５８

８５，４７６

６７５，１３９

５００，ＯＯＯ

４９．７５０

４．６８５．００９

調査研究費使途公開

(1999.6~2000.3）

調査研究費＠１１万円／月

１０か月分１．１００，０００

資料費４７３．２８８

通 信 喪 ３ ５ ５ ， １ ２ １

事務雑費３００，９９０

研修喪１３，３７０

会 議 費 ５ ． ４ ８ １

借料及び損料１．５ＣＯ

支出合計１，１４９，７５０

支出合計 ９，３０７，８３８ 欠期繰越金 ３８３‘３９８ 調査研究費不足分☆４９’７５０
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騨塞獄遡鴬

せっかく「人権尊重の社会をめざす条例」が制

定されるのですから、内容の充実した条例にして

いきたいと思います。そのためには、人権意識の

ある審議会委員の選出、よどみを生まないための

委員の再任制限が必要であり、また、女性の政策

決定の場への参画を進めるために女性委員３ｏ％

以上の規定も必要です。さらに、苦情処理、人権

侵害被害者救済などのための人権オンブズパーソ

ンを置く必要があると考え、質問しました。

唖審議会委員は公募市民3名を含む定員’２
名で､女性委員が３０％以上になるように努める。

また、長期在任にならないよう留意する。人権オ

ンブズパーソン設侭については、国の人権擁護推

進審議会の「人権侵害時の被害者の救済に関する

施策の充実」についての審議動向を見極めていき

たい。

【国の動向も大切でしょうが、吹田市としての主

体性が感じられません。条例を制定すれば人権尊

重の社会ができるのではなく、具体化していくプ

ロセスが大切です。今後もチェックしていきます】

地区公民館を

もっと使いやすぐ
＃

地区公民館活動への住民参加をさらに進めるた

めに、平成１１年に社会教育法が改正され、住民

による協議会や委員会を設憧するなど運営方法を

自由に工夫できるようになりました。

また、事務員の窓口対応はとても大切で、手続

きの公正さ確保と責任の所在を明確にするための

「行政手続条例」など、窓口研修をされているか

質問しました。

函生涯学習の拠点施設として､実情に即した
公民館運営が図れるような運営組織や選出方法等

について検討していきたい。

事務員に毎年接遇研修を実施。行政手続き条例

についても研修､運用マニュアルを全館に配布し、

対応の統一性を図っている。

【いちばん身近な生涯学習施設として、地区公民

館をもっと有効活用するためのご意見、ご要望な

どをお聞かせください】

女性・中高年の起業

ＮＰＯの活動支援を

届

ﾄﾛﾓ」

｜‘． 静
７月議会で約束された「女性･中高年の起業家が

求めている支援を考えるためのアンケート調査」

について質問したところ、「まだ実施していない

が、早急にアンケート調査を実施していきたい」

との回答でした。

施政方針の空き店舗等の活用法として情報提供

と貸借の職旋、家賃補助などの起業支援について

は、「府の窓口である空き店舗総合支援センター

と連携を図りながら、起業家への支援を行ってい

きたい」という回答を得ました。

また､公益的役割を担うＮＰＯの支援策として、

活動初期においては、活動拠点として自由に使え

る空間の提供、さらに、事務機器（たとえばコピ

ー椎、印刷機、パソコンなど）やロッカーの設置

が有効ではとの質問に対し、「今は既存の公共施

設の有効活用を考えているが、今後、公募の市民

会議などを設置し市民と協働し考えていきたい」

という回答を得ました。

【空き店舗総合支援センターがホームページを開

いています。吹田市ホームページの産業経済室の

コーナーに同センターとのリンクをはることから

連携を図ってIまいかがでしょうか】

蕊費
ニュータウン地区など少子高齢化が進んだ地域

では１学年ｌクラスの学校が、逆に佐井寺地区な

ど土地開発による人口急増地域では過密校が生じ

ています。しかし数合わせだけで統廃合を決めた

り、校区を変更すると、子どもや保護者に不安や

混乱をまねきかねません。保護者、地域住民の思

い、意見を聴くための意見交換会が必要ではない

かと質問しました。

函学校適正規模等検討会において､学校規模
の現状、問題点、法令等における学校規模の取扱

などについてまとめ、平成１２年度末には提言を

受け、最終的に教育委員会としての考え方をまと

めたい。

【検討会議に参加できない多くの方々の思いや意

見についてできるだけ聞く方法について十分検討

し、地域の理解と協力のもとに適正化を進めてい

きたいという回答も得られて、よかったです】

みんなで

子育て支援を！
Ｉ 鱒‘
ホームページを作成するなど情報システムのノ

ウハウをもつ市民や子育て支援情報を収集発信し

ている市民などと、もっと主体的に吹田市の子育

て・保育情報ネットワークをつくりあげるべきで

あると質問しました。

唖地域ﾆー ズに応じた情報提供について､おお
さか子育て。保育情報ネットワークシステムだけ

でなく、吹田市のホームページも含め大阪府や関

係部局と協議、検討していきたい。

【総合的な子育て支援を行うために、子育て支援

課をキーステーションとして、子育て支援を行っ

ている他部署や、既に子育て情報を収集発信して

いる市民グループとの連携を積極的に行っていた

だくよう強く求めました】

地域で子どもを

育てよう！

文部省は、全国子どもプラン（緊急３カ年計画）

として、「子どもセンター」（情報連絡組織）を３

年で全国の市・郡単位ぐらいに１箇所を目標に設

置することとしています。当然、吹田市にも設憧

されます。取り組み状況について質問しました。

圃親や子どもたちに様々 な活動の情報提供を
行う「子どもセンター」の設置をはじめとする「全

国子どもプラン」の取り組みについて、２００２

年の学校完全週５日制の実施をＮ前に、子どもた

ちが心豊かに育つよう見守る地域づくりの中で考

えていきたい。

【子ども施策関連部署は、人権、福祉保健、児童、

教育委員会など多岐。推進のための中心部署を決

め、役割分担をしつつきちんと連携をとり、総合

的、縦断的に施策を進めていくようチェックして

いきます】

言一~苦・▽:=ﾛﾛﾛﾛ･ﾛﾛﾛー ﾛﾛﾛﾛﾛﾛ･ロﾛ・ロー･･････｛ニー

;寺尾代表質問項目は以下のとおりです。

:国立循環器病センターの遺伝子情報、介謹保サー：
;ビスの評価システム構築、苦情への対応●まちづｉ

;くりに関する合意形成、市民と行政の意見交換に！

;ついて●施設整備計画、地域整備計画③財政改革：

；の効果●今後３カ年の収支見通し

；（詳細は寺尾事務所にお問い合わせください

TEL＆FAX06.-6875-6471）恥■●■c･●p●g●●g●●◆◆●0●◆●◆･◆●●0◆■6･●●◆b●ｅＧｂ●●■■●■●●■｡ｐ●｡■●各●G■●ＣＤ■■■■●■｡●曲｡●■▲■■凸■■■■■■■■■凸■＆凸型■凸▲■凸一生▲▲一

建騨鱗鵜会が議麿軟蕊ｱ蜜載 鰯;）
☆水道部☆

◎高層住宅の直結給水について、３階までは全市

域直結可能、５階までは現在市内８割の地域で可

能。将来１０階まで直結給水を目指し検討中。

【直結給水になると貯水槽設置が不要になり、水

質面でも良いことから、早期実現を望みます】

◎今年１０月から府営水道料金が値上げ（１㎡当た

り７４．５円が８８．１円に)。一部府水を購入して

いる吹田市への影響は平成１２年度１．５億円弱、

１３年度以降は３．６億円弱負担増の見込み。

【営業努力と経費節約で値上げなしを望みます】
☆下水道部☆

◎江坂南吹田地区は下水管が他に比べ細く、また

下水処理場との高低差も少ないため、ここ数年集

中豪雨時に浸水。地下に雨水を浸透させる桝の設
悩や豊津第二小のグラウンド周囲をかさあげし一

時的に雨水を貯留する浸水対策工事を行う。雨上

がり後、グラウンドに溜まった雨水は２時間ぐら
いで排水できるとのこと。

【最小の投資で最大の効果を得るアイデア勝負】
☆都市整備部☆

◎ワークショップ方式でまちづくりを考えるIlII1I

駅周辺交通問題懇談会が１月２１１．１から始まっ
た。

【情報公開と、市民･行政･事業者の相互の理解と信

頼、開かれた侭議の場が必須条件。市民参画のまち
づくりの第一歩として見守っていきます】

遥篭睡織が認市営駐輪場一時預かりのチケットが１ｏ枚

単位でまとめ買いできます。回数券ではないので割引はあり

ませんが、小銭の持ち合わせがなくてももう大丈夫です。（た

だし、チケット紛失に備え、住所・氏名・連絡先電話番号を

届けなければならないそうですが）定期利用者用自動ゲート

も調査研究中とのこと。詳細は交通対策室へ

またまた部・室・課の名称変更

例えば、まちづくり室は挫構改革の度に名称変更。

、平成元年都市計画室（はじめて『室｣_となる）
＝ 平 成 ４ 年 市 街 地 整 備 室 ＝

＝ 平 成 １ ０ 年 ま ち づ く り 室

＝今回都市薬慌宰

機構改革が４月中にありますが、名前や部屋の配置が

変わっただけに終わると困ります。前回（平成Ｔｏ年）
の機構改革時には、間仕切改修・庁内電話工事・案内

；雇

図変更などで約５４０万円の予算が使われ、今回の予

算は３０ｏ万円（電話工事費を除く）です。少なくと
もかかった費用分の行政効果はあげてもらわねば…


