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　２０１８年５月２２日、いけぶち佐知子は、これまでの会派「すいた
市民自治」を解散し、３人の議員（梶川文代、馬場慶次郎、五十川有香
各氏）とともに会派「市民と歩む議員の会」を結成しました。

　議会運営に関わる議会運営委員会の委員になるためには、
３人以上の会派（交渉会派）になる必要があります。１人
より４人。これまで以上に市民のための政治、議会改革の
実現に向け、精進してまいります。
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　議員は地域で得た情報を議長に届け、議長は議
会事務局長を通じて災害対策本部会議に報告しま
した。
　また、災害対策本部会議の報告概要の報告が、
議会事務局から全議員に対してありました。議会
運営委員会を２５日に開き、２６日から本会議を
再開することを決めました。

　６月２６日　本会議再開
　本会議場の天井(つり天井)が既存不適格のため、
大きな余震が起これば危険であることから、議場
の傍聴席は使わず、別室でのインターネット放映
の視聴傍聴としました。
　議員や議会事務局職員、市長以下、幹部職員は
ヘルメットを側に置いた状態で議会再開しました。
　また、市職員が答弁調整などよりも優先的に災
害対応に当たることができるよう、地震に関係す
る質問は自粛することを、議会運営委員会で決め
ました。

　７月４日　定例会閉会
　７月１１日　吹田市の被災状況及び対応状況に
ついての市議会議員への報告の場の開催
　市長、危機管理監、各部長から災害状況や対応
の報告がありました。事前に会派でまとめた質問
に対する回答もありました。（→P4に関連記事）

〇 監査結果の措置状況報告を生かせ

　 報告の分析結果／リスクマネジメント／職員研 

　 修／コンプライアンス意識

〇 オオキンケイギク（特定外来生物）を駆除せよ

　 防除計画の策定／市民協働で駆除する仕組み

〇 横断防止策の足元にミニ植樹帯を増やせ

〇 学校給食会計の公会計化を進めよ

〇 公共施設の階段　踏み外し事故を防げ

〇 2月定例会の附帯決議の対応はどうだったのか

　中面に主な質問内容を掲載しています。
　詳細な内容は、吹田市議会の会議録をご覧くだ
さい。
　会議録は、市役所の市民総務室（情報公開）、
図書館等に備えています。
　また、市議会のホームページでは、会議録の検
索・閲覧、本会議の録画放映の視聴ができます。

　６月１８日　地震発生、本会議延期。
　朝７時５８分に地震が発生。議会事務局から議
員への緊急連絡、安否確認メールがありました。
　当日、開催予定であった本会議を急遽中止し、
その後２５日まで休会しました。市職員に優先的
に災害対応をしていただくためです。

　６月１８日～２５日　本会議休会



吹田市議会で定期的に、総合的な問題を採りあげ政策・議論を行います。

　いけぶち質問
　『事務の手引』を配付し、この冊子も活用した実務研
修を行い、あわせて確認テストも実施しているとのこと
でしたが、その結果はどうだったのでしょうか。

　人材育成・女性活躍担当理事
　事務の手引を活用した実務研修の確認テストにつきま
しては、実務担当者に加えて実務経験が少ない採用３年
目までの若手職員も多く受講し研修で学んだ内容のおお
むね７割から８割の理解度という結果でした。

　いけぶちコメント
　７割、８割の研修の成果は低いです。間違いのない事
務処理をするためには１００点満点を目指していただき
たい。

　いけぶち質問
　内部統制として各所管で事務執行におけるリスクの洗
い出しやその対応策の検討に取り組み、リスクチェック
シートを作成したとのことですが、リスクマネジメント
ができていないのではないでしょうか。

　行政経営部長
　吹田市内部統制に関する指針に基づき、各室課でリス
クチェックシートを作成し、リスクマネジメントに取り
組んでいますが、近年の事務処理上の過失等の発生状況
を見ますと、日々の業務の中にリスクマネジメントが十
分に組み込めていないのではないかと感じています。
　また、新たに運用が始まった特定個人情報にかかわる
ものや、本市における大規模な業務システムの更新に伴
うものなど、変化に伴う新たなリスクの把握に課題が見
られたものもあります。
　職員一人一人がリスクマネジメントの重要性を具体的
認識しながら取り組むことができるよう、内部統制の取
り組みの強化を図っていきます。

　人材育成・女性活躍担当理事
　今回監査結果で指摘を受けた内容やリスクチェックシ
ートを精査し、職員のリスクマネジメント力向上につな
がる研修を実施します。

　いけぶち質問
　効果があらわれる研修について考えていることとして、
どのようなことがありますか。

　人材育成・女性活躍担当理事
　今年度から新たに、文書事務や契約事務、会計事務な
ど実務基礎能力の目安を明確にし、職員の共通認識とし
ながら能能力取得の促進を図ることを目的に、実務基礎
能力取得報告書を作成しました。

　この報告書を使って、職員本人が直属の上司と相談し
ながら実務基礎能力の取得状況を自己チェックし、所属
長がそれを確認するとともにＯＪＴや業務分担、研修へ
の参加指導などに活用することで、職場全体で職員の能
力取得の促進につなげていきたいと考えています。
　職場での指導、育成を進めるとともに、研修後におい
ても実務に生かせるよう、職員一人一人が事務処理に必
要な知識を習得し、理解度をシステム的に自己チェック
する仕組みをつくるなど、適正な事務処理につながる取
り組みを進めていきます。

　いけぶち質問
　職員は、少しぐらい事務処理が間違っていても、日付
ぐらい違っていても、実害がないなら問題がないとでも
思っているのではないでしょうか。
　行政というのは、法令などいろんな決まりごとに沿っ
て事務処理を行っていくところです。大きな過ちをさか
のぼって調べていけば、必ず小さな間違いの積み重ね、
予兆があります。
　先日報道があった公金横領の事件についても、金銭を
扱う人が複数いれば、また、たとえ一時一人であったと
しても部署内での点検がされていれば、未然に防げたの
ではないでしょうか。

　副市長
　適正な事務処理の徹底につきましては、これまでも内
部統制や職員研修等により取り組んでまいりましたが、
まだまだ不十分であると痛感しております。行政の役割
が多様化し、複雑化している中、個々の職員の理解不足
や不注意によるミス、また、マニュアルによる組織的な
チェック機能が十分働いていないなどが主な原因である
と認識しております。
　今後は原点に立ち返り、職場でのＯＪＴや研修を充実
させ、個々の職員の予算事務、会計事務、契約事務、文
書事務などの基本的事務の習熟度を高めるとともに、マ
ニュアルによる組織的なチェック機能が十分働くような
対策を講じ、市民から信頼され、質の高い行政サービス
を提供できるように早急に取り組んでいきます。

　以前、後藤市長が道路公園部長だったときに質問した
部長答弁は以下の通りでした。

　「横断防止柵の足元のいわゆるミニ植樹帯は、道路改
良工事に伴い、豊津から江坂地域にかけて、マツバギク
などの地衣類を植栽したもので、歩道が狭い場所では、
植樹帯や植樹ますなどの設置が困難なだけに、このよう
な工夫により、少しでもまちに潤いを演出しようと、こ
れまで取り組んできました。今後も御提案どおり道路改
良工事の際には、足元のスペースを利用した緑化に努め
ていきます。」

　昨年10月の決算審査では研修と内部統制について総括
質疑し、副市長答弁として、「研修の一層の充実」「内
部統制の強化」「ミスを発生させない職場環境の整備」
に努めるとのことでした。

　いけぶち質問
　平成２９年度（２０１７年度）監査結果に係る措置状
況報告では、これまで以上に指摘件数が増えていました。
どんなことが原因、誘因としてあるのか、分析結果はど
うだったでしょうか。

　人材育成・女性活躍担当理事
　指摘事項の特徴は、特定の項目に集中して増加してい
る状況であり、事務処理に関する事項の決裁事務におけ
る決裁区分の誤りや切手管理事務における切手管理簿の
記載漏れ、続いて、支出に関する事務における支出負担
行為の遅延、契約に関する事務の履行途中における必要
書類の不備などです。
　その原因は、職員の前例踏襲で事務処理が行われるこ
とによる事務の根拠の確認不足や関係規程等の理解不足、
業務量の増加やシステムへの依存による事務処理過程に
おけるチェックの不徹底に起因するものであると考えて
います。

　行政経営部長
　分析結果として、【１】予算執行に関しては、（原因）
各手続や添付書類の意義について理解不足（結果）日付
の誤りや、添付書類の不備など
【２】組織の意思決定手段である起案文書については、
（原因）起案処理の目的や重要性についての起案者及び
専決者の認識不足、また事務処理規程などと照合する意
識の欠如（結果）専決区分の誤りが多い
【３】その他として、（原因）業務における行為の細部
において、その適正を図るための取り決めがあるという
ことを認識できていない（結果）公印の押印手続や、出
勤簿の管理ミスでした。

　いけぶちコメント
　昨年の決算での総括質疑で、監査結果で指摘された基
本的な事務処理の誤りについての項目を中心に、事務処
理の適正な執行を確保することを目的として、契約事務
や会計事務の実務研修を実施したとのことでしたが、答
弁されたことの効果があらわれていません。

　いけぶち質問
　防護柵の足元はデッドスペースになっています。ここ
を緑化すれば土壌があるということで透水性という点か
らもメリットがあると思います。ぜひ、吹田市のスタン
ダードモデルとして市内に広げていただきたいと思って
いますが、いかがでしょうか。

　土木部長　
　犬のふんや日射によるコンクリートの温度上昇などに
より、良好な生育状況が保てない箇所もあることから、
今後も交通量や幅員、日照など現場条件を勘案しながら、
防護柵の足元などの狭小スペースも少しでも有効利用し、
道路の緑化に努めていきます。

　いけぶちコメント
　市長は南千里から桃山台にかけて花畑構想（斜面のと
ころに緑やお花を植える）を考えておられるようです。
大きな構想もいいですが、市民が日ごろ歩く道のそばに
あるミニ植樹帯を、心ある市民に世話をしていただくこ
とで、街に潤いが生まれることも大事だと思います。

　いけぶち質問
　本市の学校給食会計は学校単位の私会計です。前教育
長に、教職員等の負担軽減と会計の透明化のため、市
（教育委員会）が管理する公会計への移行するよう質問
をし、「今後、制度設計をし、関係部局と協議していく」
と答弁がありました。その後、公会計化は進んでいますか。

　学校教育部長
　学校給食会計の公会計化は、学校給食運営の透明性の
確保に加え、給食費に係る教職員などの負担軽減という
メリットがあり、本市教育委員会においても、取り組む
必要があると考えています。
　現在、先進事例を参考にしながら、最も効果的な制度
設計となるよう情報システム上の課題などを把握しなが
ら検討を進めています。今後、関係部局とも連携し、学
校給食の公会計化が速やかに図られるよう取り組みます。

　教育長
　学校給食の公会計化について、必要性を強く感じてお
り、学校教職員等の負担軽減を図るためにも、本市の実
情を踏まえながら、公会計化を進めていきます。



市議会の出来事や話題などを取り上げて発信していきます！

1957年  和歌山県生まれ。
1979年  大阪大学薬学部卒業。薬剤師免許取得
1994年  吹田市立女性センターに就職。地域の開発
　　  　   問題をきっかけに政治に関心を持つ。
1999年  市民のための市政を求めて立候補し、当選。
2015年  市議会議員5期目スタート。現在に至る。
2018年  新会派「市民と歩む議員の会」で活動。

子育て・教育、福祉、環境、まちづくり
の市民活動にかかわる。
百条委員会委員(2012～13年度)。
吹田市監査委員(2013年度)。
議会事務局研究会会員。「女性を議会に
無党派・市民派ネットワーク」スタッフ。

　吹田市の被災情報・対応状況（吹田市ＨＰから）
　地震による本市の被害や対応（７月10日現在）。
　＊数値等は今後も変わることがあります。
【建物被害】１，４４２件（大規模半壊１件、半壊
　１件、一部損壊１，４４０件）
【人的被害】６２人（重症４人、中等症２５人、軽   
　症３３人）
【火災状況】０件
【水道】復旧済み。吹田市全域の水道水の濁りはほ
　ぼ解消したため、６月２０日午後６時で災害時給
　水拠点での応急給水活動を終了。
【電気・ガス】復旧済み。
【下水道】点検の結果異常なし。
【道路】藤白台５－８ 道路に亀裂あり、通行規制を
　実施。
【公園】家屋や道路に面した公園のブロック塀を６
　月１９日に吹田市職員が調査。
【公共交通機関】平常通り運行。
【避難所】当初、市内３６小学校、公民館等４施設、
　合計４０カ所開設し、市民が避難。６月２２日午
　後４時１０分に避難所をすべて閉鎖。
【市役所窓口業務】普段通り行っている。
【ごみ】資源循環エネルギーセンターにおいて、ご
　み焼却を再開。ごみ収集は通常どおり行っている。
【消防】エレベーター停止等に伴う救助件数が２９
　件あり、全て救助済み。
【教育施設】６月２０日から市内の全小中学校で授
　業を再開。また、市立の幼稚園・認定こども園、
　保育所では保育を再開。
　６月２３日、２４日にかけて、安全性の確認でき
なかった市内の小中学校１０校のブロック塀を撤去。
残りの小中学校についても、順次対応。小中学校の
通学路を巡回(６月１９日に実施)

　７月１１日午後１時から２時間程度、大阪府北部
地震における吹田市の被災状況及び対応状況につい
ての報告の場が全員協議会室で開催されました。
（議員は全員ではなく任意参加でした。）
　市長、副市長、部長、理事など出席し、それぞれ

から報告を受け、あらかじめ会派単位で提出してい
た質問に対する回答の一覧表が配布されました。
　最初に、現時点での報告であり、まだ数値や対応
が変わることがあり得るという前置きがあって、そ
の後、報告がありました。
　市民と歩む議員の会は、行政主催の報告会であっ
ても、市民の傍聴は認めるべきと訴えましたが、か
なわず、市民の音声傍聴はありませんでした。しか
し、市民も、現時点での報告であることをあらかじ
め断ったのち傍聴していただくことについては、何
ら問題ない内容だったように思います。
　ちなみに、同じように首長から議会に対して報告
があった島本町や高槻市では市民傍聴も可能だった
と聞いています。

　出席議員から様々な質問が出ましたが、私、いけ
ぶちは下記の３点について質問しました。

(１) 市民への報告の場は今後設定するのか？
　今はまだ考えていない。９月定例会などでの議会
質問に答弁することで市民への報告になると考えて
いる。

(２) 今日は中間報告ということだったが、今後、さ
らに報告はあるのか
　現時点では未定

(３) 各部の報告の中で検証しなければならないこと、
課題と考えていることがあったが、それらの検証、
検討、そして災害時のマニュアルの改訂など、どの
ようなスケジュールを考えているか
　避難所運営マニュアルは、今年度の改訂を予定し
ていたが、今回の検証もしたうえで、来年度中を目
途に改訂したい。
　というような内容のやりとりでした。

　(１)と(２)については、議会では議案に対する質
問、質疑もしなければならないので、災害対応、復
旧に対する質問は別途、今回のような場を設定して
いただきたいと要望しました。
　また、災害対応、復旧に関わっておられる職員さ
んは２４時間対応の連続で疲労困憊されている方も
いらっしゃる。職員さんが倒れられたら大変なので、
ここにおられる方々は上司になると思うので、ぜひ、
職員さんの心身へのケアをお願いしたいと要望しま
した。


