
　埼玉県議会議員選挙（2019年４月７日投開票）において、戸田市初の女性県議として県政へ送り出

していただきました。これまで通り無所属の立場を貫き、会派「無所属県民会議」に所属しました。

　また、委員会は企画財政常任委員会、経済・雇用対策特別委員会に所属しました。

　昨今の災害とも言える猛暑を受け、私は「市

内小中学校において、教室だけではなく、体育

館にもエアコンを設置するべきだ」と議会で提

案していました。

 体育館は災害時の避難所にもなり有用と考えた

からです。

 これを受けて、菅原市長は平成31年度（令和元

年度）当初予算において、市内全小中学校の体

育館に順次エアコンを設置することを決め、設

計業務の予算が計上・議決されました。中学校

５校は平成31年度に設計業務、平成32年度に設

置工事を行う予定で、小学校は中学校の設置後

を予定しているとのことです。

 全国的にも画期的なことで、大変嬉しいです。
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戸田市初の女性県議として初当選！県議会ニュース

29号

市内小中学校体育館へエアコン設置へ！ 夏菜さんが戸田市の PR 大使に！

埼玉県議会議員 無 所 属
県民会議

　戸田市は住みよい街ですが知名度が低いと考

え、私は「戸田市出身の著名人をPR大使に任命

してはどうか」と議会で提案していました。

 市内には芸能界や文化スポーツ界で活躍する方

がいらっしゃるからです。

 これを受けて、菅原市長の直談判により、令和

元年度に女優の夏菜さんが戸田市PR大使として

就任することが決定しました。

 ８月のふるさと祭りにおいて就任式が行われ、

今後の各種市のイベント等にもお越しいただける

そうです。

　今後、ぜひ夏菜さんに戸田市の魅力を全国に発

信していただき、戸田市の魅力が広く知れ渡って

ほしいなと期待しています。

初登庁 無所属県民会議

朝日新聞

県内全域に活動範囲が広がりました！活動報告

編集後記

皆さんの一票の積み重ねで県政へ送り出していただくことが

でき、初めての議会報告レポートです。また、私事ですが結

婚もしました。慣れない日々に慌ただしく過ごしています

が、仕事と家庭の両立ができるようこれからも一生懸命頑張

ります。

一つ一つをカタチにしています！ご意見対応

定数93人中、女性県議が９人から14
人と増加。少しずつ女性の参画が増
えています。

女性県議過去最大

上戸田商店会総会

本町商店会総会

環境衛生協会総会 市PTA連合会総会

パークゴルフ協会総会

ふるさと祭り実行委員会

レクリエーション協会総会

新曽小運動会

新人研修

当選翌日に菅原文仁市長を表敬訪
問。これからも、菅原市長と力をあ
わせ、戸田市のために頑張ります。

市長表敬訪問

新曽小学校の保護者の方から「前谷橋・前谷橋交差点が危ない」とご

意見をいただき、道路課に要望して安全ポールを設置しました。

afterbefore

①新曽小通学路（新曽南）に安全ポールを設置！

地域周りをしているときに地域の方から「道路が暗くて怖い」とご意

見をいただき、防犯くらし交通課に要望して防犯灯を設置しました。

afterbefore

子育て中の女性から「道路にブロック塀が転がっていて危険」とメー

ルをいただき、道路課に要望して即日撤去しました。

市内在住の外国の方が「入国管理について助けてほしい」と市役所に

面会に来られ、県と市の入国管理相談窓口を案内しました。

afterbefore

ご協力のお願い

　「地盤・看板・カバンなし」のクリーンな活動を支えてく

ださる方を募集しています。ご寄付、事務作業、ポスティン

グ等、ご協力いただける内容をお知らせください。

〒335-0023　戸田市本町1-21-8-1F　

無所属県民会議戸田支部　こんの桃子  048-235-5358

県議になってから市内全域の夏祭りに
お邪魔させていただきました。市内ど
こでも、ぜひお声をお掛けください。

盆踊り

県南七市治水大会

ソフトボール大会

笹目コンパル祭り 戸田の会予算勉強会

社労士定期大会

戸田三田会

笹目6丁目運動会

東町お神輿

笹目川環境衛生部会

戸田の会メンバーとともに、投票率
アップキャンペーンを行いました。
皆さん、投票に行きましょう！

投票率アップキャンペーン

県政においても、引き続き戸田市のために活動しています！戸田市ニュース

平成30年９月議会 体育館エアコン（イメージ） 平成28年12月議会 ふるさと祭での就任式

議会で
提案 実現へ

！
議会で

提案 実現へ
！

埼玉新聞

afterbefore

③道路（新曽南）のブロックを撤去！

④入国管理相談窓口を案内！②暗い住宅地（本町）に防犯灯を新設！

東京新聞ヤフーニュース テレ玉



校長先生等と意見交換会

６月にはかがやき支援学校、県南部地域特別支援学校（仮称）等を視察！視察報告①

　市内にある県立戸田翔陽高校内に、新たに県

南部地域特別支援学校（仮称）が新設されるこ

ととなり、県内でも最大規模の支援学校である

県立草加かがやき支援学校を視察しました。木

のぬくもりのある校舎で小中12年間の切れ目の

ないきめ細かな教育がなされ、先生方の優しさ

と子どもたちの笑顔溢れる教育現場を見学させ

ていただきました。

県立草加かがやき支援学校を視察！ 県立戸田翔陽高校内、特別支援学校を視察！

 荒川水循環センターは、下水道に流す汚水を微

生物を活用してきれいにし、荒川へ戻している

暮らしを支える大切な施設です。

荒川水循環センターを視察！

草加かがやき支援学校

戸田翔陽高校

　県立戸田翔陽高校は、昼夜三部制で多様性が魅力

のパレット校です。不登校経験等も含め個性を広く

受け止めている様子を見学させていただきました。

荒川水循環センター

　県南部地域における特別支援学校の児童生徒増

への対応を図るとともに、インクルーシブ教育や

高校における特別支援教育を推進するため、県立

戸田翔陽高等学校の敷地内に新たな特別支援学校

として、「県南部地域特別支援学校（仮称）が建設

されることになり、建設費等（約21億円）等を可

決しました。校内にはカフェが併設され、職業訓

練をしたり地域の皆さんとの交流できる機会を設

けたりするそうです。

特別支援学校建設費を可決！ 羽田空港のルート見直しへの対応を協議！

県南部地域特別支援学校（仮称）建設費等を可決しました！令和元年６月定例会

企画財政委員会

　羽田空港の機能強化のため、飛行ルートが見直

され、戸田市を含めて県内市町村の上空を飛行す

ることとなりました。そのため、対象市町村にお

いて住民説明会が開かれています。しかし、戸田

市では他市町村に比べて住民説明会の回数が少な

かったため、私は住民説明会の開催決定の経緯と

参加状況、今後の追加開催を求めました。これに

対し、担当課より「当初は3000ft以下の自治体が

対象だったものをルートの再見直しにより戸田市

が新たに追加されたこと、今後は国に対して追加

開催を要望するともに、

川口市内等で移動型情報

発信施設を展示する」と

のことでした。

１ 開校年月 令和３年４月（予定）

２ 設置学部・学科等 高等部・普通科（知的障害）

３ 設置規模 生徒240名（30学級）程度

４ 通学区域 戸田市、川口市及び蕨市

「無所属県民会議」（第２会派）に所属しました！議会報告

７月には北海道のフードバレーやスマート一次産業等を視察！視察報告②

■埼玉県議会自由民主党議員団……（50名） 

■無所属県民会議……………………（14名） 

■埼玉民主フォーラム………………（12名） 

■埼玉県議会公明党議員団…………（9名） 

■日本共産党埼玉県議会議員団……（6名） 

■無所属改革の会……………………（1名） 

■無所属………………………………（1名） 

外観
カフェを併設

戸田市

無所属県民会議

金野　桃子

戸田市

当選 1 回

岡村 ゆり子　

川口市

当選 1 回

平松　大佑

新座市

当選 1 回

柿沼　貴志　

行田市

当選 1 回

八子　朋弘　

富士見市

当選 1 回

杉田　茂実　

熊谷市

当選 1 回

江原　久美子

深谷市・寄居町・美里町

当選 2 回

松坂　喜浩

東松山市・川島町・吉見町

当選 2 回

並木　正年　

鴻巣市

当選 2 回

石川　忠義

久喜市

当選 2 回

井上　航

和光市

当選 3 回

鈴木　正人

志木市

当選 5 回

醍醐　清　

朝霞市

当選 4 回

岡　重夫　

白岡市

当選 4 回

１開校年月　平成25年４月

２設置学部　小学部、中学部、高等部・普通科（知的障害）

３設置規模　計400名（小153名、中73名、高174名）

４通学地域　草加市、川口市、越谷市（一部）

北海道帯広市フードバレー帯広を視察！

北海道更別村スマート一次産業を視察！

北海道清水町渋沢栄一縁の地を視察！

北海道札幌市メガソーラー誘致を視察！

　十勝19市町村の農林業の産業育成、食の価値

創出、魅力RP活動の取組みを学びました。

北海道帯広市 市内を走る馬

　埼玉県の偉人「渋沢栄一」が開墾した清水町

を視察し、町全体で歓迎していただきました。

旧十勝開墾合資会社北海道清水町

　食料自給率日本１位（6,400％）の豪農の町

で、近未来のスマート一次産業を学びました。

北海道更別村 豪農地域

　環境基本条例を制定し、メガソーラー誘致な

どの最先端の環境政策を学びました。

ヒアリング北海道札幌市

＜会派構成＞

第 1 会派

自由民主党

第 4 会派

公明党

第 3 会派

民主
フォーラム

第 5会派

共産党

こ
ん
の

第 2会派

無所属
県民会議

「総勢 93 人（全 63 市町村）」

校長先生方との意見交換会

地下施設
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　また、委員会は企画財政常任委員会、経済・雇用対策特別委員会に所属しました。

　昨今の災害とも言える猛暑を受け、私は「市

内小中学校において、教室だけではなく、体育

館にもエアコンを設置するべきだ」と議会で提

案していました。

 体育館は災害時の避難所にもなり有用と考えた

からです。

 これを受けて、菅原市長は平成31年度（令和元

年度）当初予算において、市内全小中学校の体

育館に順次エアコンを設置することを決め、設

計業務の予算が計上・議決されました。中学校

５校は平成31年度に設計業務、平成32年度に設

置工事を行う予定で、小学校は中学校の設置後

を予定しているとのことです。

 全国的にも画期的なことで、大変嬉しいです。

こんの桃子県政報告レポート第29号（2019年８月発行） 【討議資料】

【経歴】昭和58年３月２日生、新曽小学校、頌栄女子学院中学校・高校、慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院法務研究科（法務博士（専門職））、内閣府非常勤

職員、国会議員公設秘書、戸田市議会議員（１期目3,148票、２期目3,468票、連続第１位で当選）、埼玉県議会議員（13,610票、戸田市初の女性県議として当

選）【所属】政党無所属、手話検定１級、書道準初段、防災士 【連絡先】〒335-0023　戸田市本町1-21-8-1F TEL：048(235)5358 FAX：020(4669)8668  ホーム

ページ：http://konnomomoko.com/　メールアドレス：info@konnomomoko.com

戸田市初の女性県議として初当選！県議会ニュース

29号

市内小中学校体育館へエアコン設置へ！ 夏菜さんが戸田市の PR 大使に！

埼玉県議会議員 無 所 属
県民会議

　戸田市は住みよい街ですが知名度が低いと考

え、私は「戸田市出身の著名人をPR大使に任命

してはどうか」と議会で提案していました。

 市内には芸能界や文化スポーツ界で活躍する方

がいらっしゃるからです。

 これを受けて、菅原市長の直談判により、令和

元年度に女優の夏菜さんが戸田市PR大使として

就任することが決定しました。

 ８月のふるさと祭りにおいて就任式が行われ、

今後の各種市のイベント等にもお越しいただける

そうです。

　今後、ぜひ夏菜さんに戸田市の魅力を全国に発

信していただき、戸田市の魅力が広く知れ渡って

ほしいなと期待しています。

初登庁 無所属県民会議

朝日新聞

県内全域に活動範囲が広がりました！活動報告

編集後記

皆さんの一票の積み重ねで県政へ送り出していただくことが

でき、初めての議会報告レポートです。また、私事ですが結

婚もしました。慣れない日々に慌ただしく過ごしています

が、仕事と家庭の両立ができるようこれからも一生懸命頑張

ります。

一つ一つをカタチにしています！ご意見対応

定数93人中、女性県議が９人から14
人と増加。少しずつ女性の参画が増
えています。

女性県議過去最大

上戸田商店会総会

本町商店会総会

環境衛生協会総会 市PTA連合会総会

パークゴルフ協会総会

ふるさと祭り実行委員会

レクリエーション協会総会

新曽小運動会

新人研修

当選翌日に菅原文仁市長を表敬訪
問。これからも、菅原市長と力をあ
わせ、戸田市のために頑張ります。

市長表敬訪問

新曽小学校の保護者の方から「前谷橋・前谷橋交差点が危ない」とご

意見をいただき、道路課に要望して安全ポールを設置しました。

afterbefore

①新曽小通学路（新曽南）に安全ポールを設置！

地域周りをしているときに地域の方から「道路が暗くて怖い」とご意

見をいただき、防犯くらし交通課に要望して防犯灯を設置しました。

afterbefore

子育て中の女性から「道路にブロック塀が転がっていて危険」とメー

ルをいただき、道路課に要望して即日撤去しました。

市内在住の外国の方が「入国管理について助けてほしい」と市役所に

面会に来られ、県と市の入国管理相談窓口を案内しました。

afterbefore

ご協力のお願い

　「地盤・看板・カバンなし」のクリーンな活動を支えてく

ださる方を募集しています。ご寄付、事務作業、ポスティン

グ等、ご協力いただける内容をお知らせください。
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県議になってから市内全域の夏祭りに
お邪魔させていただきました。市内ど
こでも、ぜひお声をお掛けください。

盆踊り

県南七市治水大会

ソフトボール大会

笹目コンパル祭り 戸田の会予算勉強会

社労士定期大会

戸田三田会

笹目6丁目運動会

東町お神輿

笹目川環境衛生部会

戸田の会メンバーとともに、投票率
アップキャンペーンを行いました。
皆さん、投票に行きましょう！

投票率アップキャンペーン

県政においても、引き続き戸田市のために活動しています！戸田市ニュース

平成30年９月議会 体育館エアコン（イメージ） 平成28年12月議会 ふるさと祭での就任式

議会で
提案 実現へ

！
議会で

提案 実現へ
！

埼玉新聞

afterbefore

③道路（新曽南）のブロックを撤去！

④入国管理相談窓口を案内！②暗い住宅地（本町）に防犯灯を新設！

東京新聞ヤフーニュース テレ玉


