■ 代表質問

少人数学級の前倒し実施を
求める、
本市の課題を問う
質問 保護者や関係者の要求が実
り、40年ぶりに小学２年生以降に
つ い て も 国 の 責 任 で 順 次（ ５ 年
間）１クラス35人学級となる。す
でに高槻市や豊中市では独自に
拡大されており、吹田市も前倒し
で実施すべき。実施にあたっての
課題を示せ。

答弁（学校教育部長）実施により丁
寧できめ細かな指導につながる
と認識している。課題としては教
職 員 の 確 保 と と も に 、本 市 は 児
童・生徒数が増加傾向にあり、教
室確保が困難となる小学校が多
数見込まれる。

質問 今年１月に国連で核兵器禁
止条約が発効し、核兵器が違法な
兵器となった。非核平和都市宣言
の立場と平和首長会議の一員で
ある吹田市としての評価、改めて
市民への啓発と具体的な取り組
みを求める。

答弁（市民部長）多くの国が核兵器
禁止条約に賛同していることは、
恒久平和の実現と核兵器廃絶と
いう理想の実現にむけた大きな
一歩であると認識。平和祈念資料
館における展示や企画、啓発パネ
ル展や講演会など努めていく。

核兵器禁止条約を歓迎し、
いっそうの取り組みを求める

質問 山田保育園と南山田幼稚園
の複合化建替えをする理由及び
複合化により定員を減らす根拠
について聞く。
答弁（児童部長）山田保育園は築50

年を経過し老朽化が顕著であり、
南山田幼稚園は年々園児数が減
少し、2021年度は100名の定員に

対し23名の入園予定である。就学
前児童数は、2017年をピークに
年々減少しており、地域の保育需
要に応えられると考える。千里丘
地域唯一の公立保
育施設の継続運用
等の観点から複合
化を行う。

学校へのタブレット導入による家庭での
通信環境と電磁波過敏症について
質問 家庭での通信環境に必要な
ルーターの貸し出しの継続と就学
援助の対象とするように求める。ま
たタブレットの導入により電磁波
過敏症によるこどもの健康被害も
懸念される。マニュアルを持つなど
対応が必要ではないか。

答弁（教育監）各家庭のインター
ネット環境に配慮して進めてい
き た い 。体 の 不 調 が 想
定される児童への配慮
は検討する必要がある
と認識している。
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再生紙を使用しています。

質問 中の島公園の管理運営等にパークPFI制
度を検討していくとしているが、運動公園の
特色が強く、地域住民や体育振興会、各スポー
ツ団体等の公園利用者と、丁寧な議論を重ね
ることが求められている。先行する桃山公園
等で出されている問題や経験を今後に活かす
為、計画は立ち止まるべきではないか。
答弁（土木部理事）公園内にスポーツ施設を有
することから関係所管とも連携し、市民への
丁寧な説明や意見聴取に努めていく。

２月19日から３月23日まで２月定例会が開催されました。
新型コロナ感染症による世界的流行（パンデミック）の発生か
ら１年以上が経過しました。市民生活に深刻な実態が広がる
中、困窮する市民に寄り添った施策をどうすすめていくのかが
問われた議会となりました。日本共産党は代表質問で、市民生
活に必要な施策について引き続き機敏で思い切った財政出動
を求めました。また生活保護制度は国民の権利としてより申請
しやすい制度改善やひとり親家庭への支援の充実など求めま
した。
2021年度一般会計当初予算について、保健所職員の増員
（計画定数より９名増）やまちづくり等で市民要求が実現する

介護従事者へのPCR検査実施は
対象者を拡大せよ
質問 コロナ禍のもとで介護サー
ビス従事者は、常に高齢者に新型
コロナ感染を広げているかもし
れないという不安の中で働いて
おられる。介護従事者へのPCR検
査の実施は、入所施設従事者に限
定せず、通所介護・訪問介護等の
従事者にも対象を拡大するべき。

答弁（健康医療部長）厚労省からの
要請通知に基づき、高齢者等が生
活をともにする入所施設におい
てクラスターが急増したことか
ら、その施設従事
者に対し検査を
実施することと
している。

一方、桃山公園の再整備では多くの市民の声を聞かない姿勢
や北千里小学校跡地複合施設整備では専門性を考慮せずに
民間委託に突き進むなど、地方自治体のあるべき姿に逆行し
ているとして反対しました。

ワクチン接種に関するコールセンター
吹田市新型コロナワクチンコールセンター
（接種の予約、及び準備状況や接種場所などの相談）

TEL 0120-210-750

（フリーダイヤル）

接種予約は5月6日から（4月8日現在）

FAX 06-6339-7075

ジェンダー平等に
向けて更なる努力を

質問 日本のジェンダーギャップ指数は121位
で後進国。吹田市において、ジェンダー平等の
視点であらゆる課題に取り組むことを求める。
そのためにも指導的地位における女性職員の
割合を引き上げる必要があるが、現状はどう
なっているか。

村口くみ子

山根たけと

中の島公園の
あり方を市民と
真摯に議論せよ

山田保育園と南山田幼稚園の
複合化建替えは関係者に丁寧な説明を
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１月臨時会、２月定例会で提案され成立した主な内容を紹介します

大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
TEL06（6337）6853
FAX06（6337）6854

その他の質問 コロナ感染症拡大防止対策、保健所の体制強化、ひとり親家庭や学生等への支援、国民健康保険についてなど

■ 個人質問

吹田市新型コロナウイルス感染症 緊急対策アクションプラン

議会報告

ますだ洋平

塩見みゆき

竹村博之

柿原まき

中小企業等応援金
20万円を支給

実現！

市独自

休業要請支援金、小規模事業者応援金、すいたエール商品券取扱協力
店応援金、医療機関等への感染症対策応援金を受けておらず、2020年の
年間売り上げが前年比で30％以上減少している中小企業、個人事業主、
医療法人、
社会福祉法人、NPO法人等に20万円を支給します。

2020年度の施策

特定病院・ひとり親世帯等にすいたエール商品券を配布

市独自

新生児健やか子育て臨時給付金５万円を支給

市独自

すいたエール商品券の取扱協力店（中小規模）に20万円を支給

市独自

医療機関、介護・障がい福祉サービス事業所、保育所等に
応援金支給

市独自

2021年度の施策

生活困窮者に家賃相当額を支給

市・国

出産前のPCR検査費用を助成、感染した妊産婦への支援

市・国

事業者向けポータルサイトの運営等

市独自

販路拡大に向けたホームページや動画の作成、
オンライン展示会への出展を支援

市独自

介護サービス事業所・障がい福祉サービス事業所等に
かかり増し経費を補助

市・国・府

障がい福祉サービス事業所等に感染防止用物品等の
購入補助・配布

市・国
市・国・府

高齢者施設・障がい福祉施設等への入所に伴う
PCR検査等費用を補助

市独自

家族が陽性となった要介護者等の支援経費を補助

市独自

地域子育て支援拠点事業を実施する私立保育所への
ICT化導入経費の補助

受付時間：午前９時〜午後８時（土曜・日曜・祝日を含む）

意見書の結果

産党
日本共
などが
要求し
議会で

保育所等に感染防止用物品等の購入補助・配布、
職員研修費等補助

聴覚や発語に障がいのある方

答弁（総務部長）課長級23.6%、次長級14.5%、部
長級6.5%（昨年４月時点）となっている。
答弁（危機管理監）新型コロナ対策本部会議は市
長、部長等32名。うち女性は１名で３.１％となって
いる。

玉井みき子

みんなの声で市 政 を うごかす

［２月定例会での質問から］

日本共産党が提案

市立小・中学校の教育活動継続のための感染症対策

市・国

市立小・中学校にICTサポーターを配置

市・国

日本
共産党

特定商取引法及び預託法における契約書等の
電子化を拙速に導入しないことを求める意見書

否決

預託法及び特定商取引法の改正と法執行の強化を求める意見書

否決

大阪府民の医療を守る意見書

否決

性犯罪・性暴力被害者への支援の拡充を求める意見書

否決

後期高齢者に対する医療費の窓口負担割合の
引上げを行わないことを求める意見書

否決

長引くコロナ禍の下で、事業主や労働者への
支援の継続と拡充を求める意見書

否決

女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書

可決

刑法の性犯罪に関する規定について更なる見直しを求める意見書

可決

市・国・府

公明党
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