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●昭和 58 年 3 月 2 日生●戸田市立新曽小学校卒業●頌栄女子学院中 ・ 高等学校卒業●慶應義塾
大学卒業●慶應義塾大学大学院法務研究科修了●元内閣府職員 （非常勤）●元国会議員公設秘書
●内閣府で東日本大震災の被災者支援に携わり、 国政で社会保障政策に携わるなかで地方政治の大
切さを実感し、 地元 ・ 戸田市政へのチャレンジを決意●平成 25 年戸田市議会議員選挙において新人
歴代第 1 位得票の 3148 票を賜り初当選
【市議会での所属】 戸田の会 （若手議員 4 名）、 健康 ・ 福祉常任委員会、 交通対策特別委員会
〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田 2-46-9-101（美容室シュシュ内） TEL：048-235-5358 FAX：020-4669-8668
【発行者】
こんの桃子後援会事務所 ホームページ：http://konnomomoko.com/ メールアドレス：info@konnomomoko.com

こんにちは ！ 2014年が始まり、皆さんに市政へ送り出していただいてから、1年が過ぎまし
た。体験することすべてが初めてで試行錯誤の1年間でしたが、反省点を見直して、さらに皆さん
のために活動ができるよう、2年目に取り組んでまいります。
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か

ふ

シングルマザーの保育園料などへの寡婦控除のみなし適用、実施へ！

就任して最初の三月議会で取り上げた「シングルマザーの保育園料
などへの寡婦（寡夫）控除のみなし適用」が、平成26年4月より戸田市で
も実施されることが決定しました ！ これからも国の動向や他自治体の
取り組みを学び、良い政策を提案できるよう、取り組んでまいります。

シングルマザーへの寡婦控除のみなし適用とは？

▼戸田市役所HP

法律婚をした妻が夫と離婚・死別した場合は、法律
上「寡婦控除」が適用され住民税などが減額されま
す。その結果、住民税を基に算出される保育園料など
の行政サービスも減額されます。他方、法律婚をして
いない場合は、寡婦控除が適用されず、行政サービス
も減額されません。両親の法律婚の有無によって子
どもに差異が生じるものについては、昨年の最高裁
ひちゃ くしゅつし

判所の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の１とする
民法の規定は、憲法１４条の“法の下の平等”に反し、
違憲である」という判決もあり、全国の自治体で独自
に「みなし適用」をすることで改善が図られています。
※詳しくは、市政報告レポート第1号をご覧ください。
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「指定家庭保育室保育料」と
「私立幼稚園保育料」のみなし
適用は県内初だそうです。

日々の活動はホームページ、Facebookでお伝えしています。
市議会議員の日常をちょこちょこ更新しております。少しずつコメントもいただくようになりました。みなさんのご意見
は大変勉強になり、私の日々の活動のエネルギーとなっております。お気軽にコメントをいただければ嬉しいです。

一般質問

今回は皆さんからいただいたご相談の中で、在宅介護をしている方、保育園に子ど
もを預けるお母さんからのご相談を取り上げました。

保育園での食物アレルギー対策を！
昨年11月、市内の公立保育園で卵アレルギー
を持つ子どもに、卵を含む製品と同じ製造ライン
で作られたパンを給食として約半年間提供して
いたそうです。幸い大事には至りませんでしたが、
保護者に情報が正確に伝わっていませんでした。
そこで、①現状の把握、②平成18年度以来改定
されていないマニュアルの見直しと公表、③過去

24時間巡回サービスの導入を！

の事故の有無、緊急時対応、研修会の実施、④
消防との連携、⑤エピペン（緊急時の自己注射薬）

地元を回っているとき、ご高齢の女性から

の対応、⑥学童職員の研修などを要望しました。

「在宅で夫を介護しているけれど、夜中に使え

これに対し、子ども青少年部長より、「①公立、

るサービスがあれば助かる」というご相談をい

民 間 、認 可外 、家 庭 保育 室 な ど を 含めて 計

ただきました。戸田市では、約3,000名の介護

2,736名中201名（約7.3％）にアレルギーがあり、卵

保険認定者のうち約1,900名が自宅で介護

と牛乳が上位を占める。②マニュアルは見直し、

サービスを受けています。在宅介護をしている

公表する。③配膳ミスが１件。緊急時対応も検討

方に、定期的にも、連絡があったときにも、自

し、研修会も実施する。④消防と連携を図る。⑤

宅に専門スタッフが駆けつけてくれるサービス

エピペンは預かる。⑥学童職員の研修に入れ

があり、全国的に導入が進んでいます。しかし、

る。」との前向きなご答弁をいただきました。

戸田市ではまだ導入されていません。そこで、
戸田市での早期の導入を要望しました。

これにより、保育園でのアレルギー対策が大
きく見直されることになります。

これに対し、福祉部長より、「平成27年度に
スタートできるよう、来年度から策定する『介護
計画』に重要施策と位置づけ、準備する。」と
の明確なご答弁をいただきました。
実施される方向となり嬉しいですが、他方
で事業者の負担も大きいため、安全対策と事
業者の選定を広く行うことを要望しました。
＜24時間定期巡回・随時訪問型介護看護事業＞
定期巡回

専門スタッフ が日
中・夜間を通して、

事業所
オ ペ レ ータ ー

訪 問 介 護 と看 護
を定期の巡回訪
連絡

随時
対応

問 と 随 時 の対 応
を行うことで、在宅
介護を支えます。

市内保育園等のアレルギー状況
調布市の事故を受けて学校給食につ
いては 改善が図ら れて います が、保育所
給食は見過ごされがちです。厚労省の調
査によると、全国の０歳～未就学児の約５～１０％が
何らかのアレルギーを持ち、命の危険もある重篤な
ショック症状を起こすこともあるそうです。戸田市
でも、約7.3％の子どもにアレルギーがあり、実際に
配膳ミ スがあったことや除去状況が保護者に正
確に伝わっていないことなどがわかりました。
私は、行政や現場の保育士・調理師さんに過度な
負担を強いるのではなく、行政と保護者が互いに出
来る限り努力して、取り組みを正確に伝えることが
大切だと考えています。今回の一般質問を通し、マニ
ュアルの見直しと公表、公立保育園だけでなく、民
間・認可外保育園、学童なども含めて情報共有し研
修もするよう改善され、戸田市のアレルギー対策の
見直しの第一歩になったのではないかと思います。
じ ゅ う と く

１２月議会報告

本議会では議案３４件他が決まりました。どのような議案についてどのよう
に審議されたのか、その一部をお伝えします。

新曽南多世代交流館条例（さくらパル）

児童センター条例の改正条例（こどもの国）

市役所HPより
どんな条例？

完成予想図
どんな条例？

新曽南にあった国の法務局建物（土地

再整備される「こどもの国」（平成27年4月

は市所有）を市がそのまま譲り受け（登記

開設予定）を児童センター、保育園、学童な

代15,750円のみ負担）、市役所の部署の一

どの複合施設とし、これらを一体として民

部を移転し、
下の階は多世代交流館（平成

間事業者に管理運営を委託（指定管理）す

26年4月開設予定）として使う条例です。

る条例です。

こんの 営利目的での利用もできますが、
条例に不明瞭なところもあります。利用
料金等はどのように運用しますか？
市民生活部長 条例の下に規則を作り、
利用開始とともに公開する予定です。
⇒結論 原案通り可決

こんの (※) 民間の力を活かす点に賛成で
すが、利用者目線で事業者を選び、選定過
程を市民に公開してください。
子ども青少年部長 選定過程を市民に公
開するか検討します。
⇒結論 原案通り可決 ※会派を代表して討論

戸田市屋外広告物条例
どんな条例？

保育士等処遇改善臨時特例事業費 2,543万円
どんな予算？

屋外広告の規制権限が県から市に移譲

待機児童解消のため国が行う「緊急加

され、戸田市で条例化されました。今後市

速化プラン」の一環として、保育士などの処

内の広告物などの設置は許可を得る必要

遇改善が図られています。戸田市でも市内

があり、特に高い場所での大きな看板が制

13園の民間保育園の保育士などに支給す

限されます。

るための補正予算です。

こ ん の 県からの権限移譲を
受け、どのような効果を期待して
いますか？
都市整備部長 新曽地区など再開発が進
む地域で街並みを守るため、大型店舗の大
きな広告などを規制できるようになります。
⇒結論 原案通り可決

こんの きちんと保育士さんにお給料とし
て支給されますか？市はどのように確認し
ますか？
子ども青少年部長 各園がボーナスや一
時金として支給します。各園から市に報告
書を提出してもらい、適正に確認します。
⇒結論 原案通り可決

活動日記
活動日記
視

年末年始も多くの行事に参加し、貴重な体験をさせていただきました。
実際の現場で学んだことを政策に活かしてまいります。

察

課外活動

健康福祉常任委員会＠新潟県見附市

東大医療講座＠長野県佐久市

40万人医療圏

▲すごい雪でした
▲市民向け健康運動教室

▲JA長野厚生連 佐久総合病院

全国都市問題会議で「まちづくりで健康づくりをした好
例」と評価された見附市へ。ハード面・ソフト面で健康な都
市空間をつくり、住民が健康になった政策を学びました。

▲長野県佐久市

佐久地域では、公的医療機関である佐久総合病院が
“農民と共に”という理念のもと、保健・医療・福祉を一体
的に担い、充実した地域医療を提供しています。

地域活動

▲５３０運動

▲市民大学講座

▲賀詞交歓会

▲収穫祭

▲町会祭

▲市民ミュージカル

▲TMGキャンドルサービス

▲青年地方議員の会

▲成人式

大変華やかな会場で、市内の多くの皆さんと
新年のご挨拶をさせていただきました。

▲町会新年会

▲消防出初式

編集後記

ご協力のお願い

2014年も始まりました。皆さんの今年の目標はなんですか？
私の目標は“ネジを巻き続けること”！ マックス＝ウェーバーが
「政治とは、情熱と判断力の両方を使いながら、堅い板に力を
込めて、ゆっくりと穴を開けていくような仕事」と述べていま
す。3月に一般質問で取り上げた政策が11月に実施が決まり、
その他の提案も少しずつ前進しています。政策の実現には、皆
さんのお声や市役所職員さんのお力があってこそと思ってい
ます。これからも皆さんのお力をお借りし、ひとひねりずつネジ
を巻き続け、政策の実現に向け取り組んでまいります。

≪後援会のご入会とご寄附のお願い≫
皆様の温かいご支援をお待ちしており
ます。なお、政治資金規正法により、日
本国籍を有する方のご本人様名義で
のお振込をお願いいたします。
◆ゆうちょ銀行から
【口座番号】10320-89298461
◆ほかの金融機関から
【店名】038 【預金種目】普通
【口座番号】8929846
こんの桃子後援会
※お手数ですが、お振り込みの際には、
お名前・ご連絡先をご一報ください。

