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暑中お見舞い申し上げます
ご期待に 応えられるように がんばります
4 月 2６日 25 時も迫るころ、1118 票 17 位、当選の報を受けました。
厳しい中での当選というのは、まさに奇跡のようでした。
最後まで頑張れたのは、みなさまの温かい励ましのおかげです。
お一人おひとりが、ご家族、友人、知人・・と広げていただいた、ご支援の賜物です。
感謝の気持ちでいっぱいです。
終盤、「女性が出ていかんと」、「議会を身近に」とご期待と手応えを感じました。
そのご期待に応えられるように、しっかりと取り組んでまいります。
これからも、ご意見、ご要望など、ご遠慮なくお聞かせください。
松崎ゆり子

福祉文教委員会と、
予算委員会に所属しました。
5 月 8 日に臨時議会が開催されて、議長に
田中健一氏、副議長に白石重成氏が選出されま
した。常任委員会は、総務委員会（8 人）
、福
祉文教委員会（6 人）
、都市環境委員会（6 人）
、
予算委員会（10 人）で構成されます。
私は、希望通り、福祉文教委員会と予算委員
会の所属となりました。福祉文教委員会は、子
育て支援や高齢者福祉など福祉全般と、教育関
係の担当で、私自身の政策課題にとっても重要
な委員会です。予算委員会では、大切な税金の
使われ方をチェックし、提言してまいります。
【審議事項】
「大野城市職員定数条例の一部を改正する条
例の制定について」など 6 議案が提案され、
可決されました。

６月定例議会は、1 日から 19 日まで開催され、
社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入に伴
うシステム改修費の補正予算など、18 の案件が提
案され、各委員会での審議等を経て全て承認および
可決されました。
【条例の改正】
・税条例（出国時の住民税、たばこ、マイ NO 関連）
・社会教育委員設置条例（15 名→15 名以内へ）
【財産の取得】
・コミュニティバス 2 台（4060 万円）
・牛頸山林（自然環境保護のため。2873 万円）
・消防ポンプ自動車（2271 万 8200 円）
【補正予算】
・市役所周辺駐車場整備事業（685 万円）
・社会保障・税番号制度システム改修費（2369 万円）
・奨学資金等基金積立金（寄付金 1 万円の追加）
・地域の芸術関係助成事業補助金 2 件（660 万円）
【その他に人事案件 5 件、報告案件 7 件】

＜子どもの権利条約とは？＞
子どもの権利条約が批准されて 20 年、子

1989 年、国連総会において採択。日本は

どもへの暴力や虐待、貧困が問題化し、条例制定

1994 年に批准。同条約には、次の４つの基本

の必要性が高まっている。条例制定についての調
査・研究、条例制定についての考えは？

原則があります。
①子どもに対する差別の禁止。全ての子ども
たちに、人種、性、親の地位など

「人権を尊ぶまちづくり条例
（H8 制定)」
、

様々な要因

によって差別されることなく、平等に権利を確

「大野城市人権教育・啓発基本指針（H22 年 3 月策定）」

保する。②子どもの生きる・育つ権利。③子ど

の中で、子どもの人権を人権施策の中でも重要な柱の一つ

もの最善の利益。④子どもの意見の尊重

として位置づけ、さまざまな施策を展開している。
子どもの貧困については、
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の施行にともない、平成
26 年８月に国が策定した大綱を踏まえ、調査及び研究、その他の必要な施策を講じていく。
条例は制定していないが、子どもの基本的権利の趣旨は市の各施策に反映して取り組んでいる。

選択制のランチサービスが実施されて 10 年。働く女性の増加や子どもの貧困など、
社会背景が変化し、改めて完全給食が求められている。中学校給食についての考えは？
環境の変化の中で、さまざまなニーズに対応できるよう改善を進めている。弁当持参、ランチ給
食サービスの注文、パン購入の選択制としている。

完全給食、補食給食、ミルク給食があるが、全国および福岡県での実施率は？
全国では完全給食が 86％、補食給食が 0.5％、ミルク給食が６％、他が 7.5％。福岡県では完
全給食が 85.8％、ミルク給食が 14.5％、補食給食はなし。本市はミルク給食に該当。

＜議会一口メモ＞

就学援助の適用や、利用率の上昇も見込める
ように、完全給食を柱に、お弁当やパンも選べる方
式をとることについての考えは？

① 大野城市のホームページに入ります。
② 下のほうにある「議会・選挙・監査」
の枠をクリックし、
「議会」をクリック。
③ 「大野城市議会」のページに、「本会議
中継・録画映像」の枠があります。
＊松崎ゆり子の一般質問は、「平成 27 年 6 月議会」
のページの下の方にあります。

本市のミルク給食とランチ給食サービスの組み
合わせは、主食、ミルク、おかずの完全給食と同様。また献
立も教育委員会の栄養士と業者の栄養士が協議し、給食と同
様の栄養管理を行っている。今後は、給食としての機能をよ
り明確にしていく方針のもとで、就学援助の適用について、
またランチ給食サービスの料金の見直しについて、研究・検
討の課題としたい。

就学援助とは？ 市立小中学校への通学に際し、
本会議は、市役所 5 階入口前で受付。
委員会は、10 分前までに 4 階事務局に。

経済的な理由で給食費や学用品費など必要な費用
の支払いが困難な保護者への援助制度です。

ひとり親家庭の子どもの貧困率は 54.６％と深刻。税法の寡婦（寡夫）控除は、死別や離別を
対象とし、結婚歴のない非婚の母には適用されない。その結果、同じひとり親でも、非婚の母子家庭の
納税額が高く、税額に応じた保育料などの負担も重くなっている。 これに対して、本市も、本議会も、
子どもの福祉に反すると、法改正を求めている。法改正が遅れる中で、多くの自治体が自主的に、非婚
の母を寡婦とみなすという「みなし寡婦控除」を実施し、非婚母子の不利益是正に取り組んでいる。
2013 年 12 月議会で、本市はこの件について調査・研究すると回答、その結果は？
「みなし寡婦控除」を実施する自治体は、現在全国では 100 自治体を超えるが、福岡県内で
は北九州市と福岡市のみにとどまっている。

本市の場合、非婚母子にどの程度の不利益があるか。年収 200 万円、２歳の子どもがいる場
合で、寡婦控除適用の母子家庭と比較して、税金の差額、保育料の差額はどうか。
母の年齢を 40 歳未満、社会保険料控除があると仮定し試算で、寡婦控除が適用される場合、
市民税及び県民税のいずれも非課税となり、保育料については無料となる。 寡婦控除が適用されない場合は、
市県民税の合計は７万 7,300 円。保育料は月額１万 8,500 円、年額では 22 万 2,000 円となる。

わずか年収 200 万円で、約 30 万円も負担増。これで健やかに子どもを育てられるか？
みなし寡婦控除の検討、実施について市の考えは？
本市における寡婦控除のみなし適用については、今後とも国の動向や、県内その他の自治体の
対応を注視しながら、慎重に検討していく必要がある。

＜ゆり子の提言＞

一刻も早くみなし寡婦控除を実施すること。同時に国に対して、税法改正の要

望を続けること。子どもの権利条約は、人種、性、親の地位など 様々な要因による差別を禁止してい
ます。寡婦控除の除外は、親が結婚したか否かという子どもには何の責任もない理由で、子どもを更に
貧困に追い込む差別です。「子どもの人権を人権施策の中でも重要な柱の一つとして位置づけ」
、「子ど
もの貧困について、必要な施策を講じていく」とする大野城市としての急務です。

＜86 名の子どもが甲状腺がんに＞
福島県では、事故当時 18 歳未満であった
37 万人の子どもたち全員を対象に、甲状

3.11 の東京電力福島原発事故から４年３

腺がんについて検査しました。その結果

カ月。大野城市は玄海原発からわずか 60 キロメート

110 人が「悪性または悪性の疑い」と診断

ル、鹿児島の川内原発、四国の伊方原発にも囲まれて

され、そのうち 87 人が手術を受け、86

いる。市民の健康と安全、特に子どもたちのために、

名は甲状腺がんと確定診断されました。

原発の再稼働に対して、市として懸念の表明は？
原子力発電所の再稼働については、国
などにおいて今後のエネルギー政策を踏まえて議論さ
れており、その動向を注視しながら対応していく必要が
ある。

通常同病は、100 万人に１人～２人の発
症率。福島県ではその 200 倍以上、すで
に 86 人の子どもが発症しています。
―福島県「県民健康調査」検討委員会報告より―

●７月２９日（水）19 時 30 分～２1 時
南ヶ丘 1 区公民館

時：8 月 1 日（土）10 時半～14 時
所：まどかぴあ１F（アスカーラフェスタにて）

●8 月 25 日（火）10 時 30 分～12 時

・ネパール・タイ女性たちの製品、コーヒー・紅茶等

中央コミュニティ視聴覚室

売上の 15％を寄付します。
「NPO 法人女性エンパワー」

内容：議会報告＆フリートーク
ご参加お待ちしています！
―語り継ごう西鉄筑紫駅電車機銃掃射事件―
子どもたちによる調査報告と平和劇

とき：8 月 8 日（土）毎月 8 日または 18 日か 28 日
18 時半～19 時半 ところ：西鉄下大利駅前
内容：
「戦争法案」反対などのスタンディング他。

とき：8 月 6 日(木) 18 時半～
ところ：太宰府市プラムカルコア（旧中央公民館）
主催：同実行委員会
連絡先：筑紫教育会館℡(092)581-1037
●無料

●後援

大野城市教育委員会他

子育て、教育、福祉・・・3 人以上のミニ集会、
どこにでも伺います。お声かけお待ちしています。

市議会で「戦争法案」反対の意見書をあげ
てほしいとの葉書をいただいた。大野城市議会では時間
もなく提出できなかった。私は無念の思いも込めて一般
質問の最後に「子どもの最善の利益を考えるならば、原
発のない社会、戦争しない社会を子どもたちに手渡すこ

とき：7 月 28 日 18 時～

とが大人の責任、政治の責任」と訴えた。政府も議員も、

会場：まどかぴあ

憲法順守の義務があるはず。憲法違反で人たちを危険に

305 会議室

＊弁護士はつる雅昭氏です

さらす「戦争法案」をストップさせたい。（ゆり）

＊相談は 1 件につき約 30 分です

●毎月第 4 火曜日 18 時～開催
・8 月 25 日 那珂川町 ・9 月 29 日 筑紫野市
主催：社民党筑紫総支部

松崎ゆり子

お問合せ：080－5283－7027(松崎ゆり子)へ

〒816-0954 大野城市紫台１３－１７

＊秘密は守ります。お気軽にお問合せ下さい。

後援会（ゆりネット）

TEL・FAX：０９２－５９５－７０３７
携帯：０８０－５２８３－７０３７

ﾒｰﾙ：yuri1955@csf.ne.jp
県議議会では、86 人中 4 人から 9 人 10.5％へ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://yurikomatsuzaki.com/

（渡辺みほさんが筑紫地区初の女性県議に当選！）
福岡市議は、62 人中 6 人 9.7％へ
県内市議は、327 人中 45 人 13.8％へ
県内町議は、192 人中 21 人 10.9％へ

ゆりネットは、松崎ゆり子の活動を支援し、
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自然、平和」を大切にする大野城市をめざします。
年会費：1000 円
郵便振替口座：01740-2-165868「ゆりネット」

ご希望の方はご連絡ください！

ご自宅近くなどに「ゆりネット」のポスティング
をお願いできる方を募集しています。

