一緒に優しい街をつくりましょう。
『上尾まちづくり研究会』ご入会のお願い
上尾まちづくり研究会は、えびはら直矢とともに上尾市のまちづくりについて
考える会です。ご入会いただいた方には、月 1 回程度開催している勉強会の
ご案内と市政報告をお送りさせていただきます。
ご連絡先

お名前

ご住所

皆さまのご意見をお聞かせください。

えびはら直矢
政策レポート

ありがとうございました。

048-677-1676
上尾まちづくり研究会（えびはら直矢事務所）
〒362-0026 上尾市原市北一丁目 14 番地 9 TEL. 048-716-7323
FAX. 048-677-1676
E-mail. ebihara116@gmail.com https://www.ebihara-naoya.com/

７つの
重 点
テーマ

子どものいのちを守る
苦しむ人に手を差し伸べる
誰もが自分らしく生きる
自然をないがしろにしない

貧困に立ち向かう
生きづらさを解消する
安心して暮らせる

7

えびはら直矢
つの重点テーマ

子どものいのちを守る
貧困に立ち向かう
苦しむ人に手を差し伸べる

苦しむ人のためにこそ、政治の力を。
皆さんの考える政治の役割とは何でしょうか。
私は、困難に直面している人を助けることが政治の役割だと考えています。
虐待や DV などで今まさに苦しんでいる人
貧しさや家庭環境によって将来に希望を持てない人
自分と周囲との違いに悩んだり様々な生きづらさを感じている人
そういった人たちを支えることが政治の役割のはずです。
富める者をさらに富ませ、強い者をさらに強くするのではなく、
「苦しむ人のためにこそ、政治の力を。」
皆さんとともに、困っている人に手を差し伸べる政治、
寄り添う街をつくっていきたいと思います。

生きづらさを解消する
誰もが自分らしく生きる
安心して暮らせる
自然をないがしろにしない
えびはら直矢プロフィール

海老原直矢

昭和 62 年 12 月 3 日生まれ。
●上智大学法学部卒
●首都大学東京社会人類学教室修了。
国連 UNHCR 協会職員などを経て、大島
敦衆議院議員公設第一秘書を務める。

大学在学中に市民団体を設立し、現在も子ど
もの放課後を考える団体や演劇教育を推進
する団体の運営に携わっている。2017 年上
尾市議会議員に当選。
家族：妻、長男、長女、次男

1

子どものいのちを守る

貧困に立ち向かう

2

子ども虐待対策

子どもの貧困対策・学習支援事業

虐待の相談対応件数は全国的に増加していますが、上尾市でも平成 29 度 497 件の

今、親世代から子ども世代へ貧困が連鎖していく、
「貧困の連鎖」の問題が深刻とな

相談があり、これは近隣の自治体と人口の割合で比べても多い数字です。虐待を未

っています。上尾市にも日本財団の「貧困状態」の定義に当てはまる子どもが少な

然に防ぎ、再発を防止するために不可欠なのが、市が担う見守りや保護者への支援

くとも 2,369 人います。この連鎖を断ち切るためには、貧困の問題を市の課題とし

などであり、そのための職員の増員や拠点づくりが求められます。

てしっかりと向き合って市全体として取り組むことが重要です。

データでみる

▶私が提案してきたこと

上尾市の児童虐待
埼玉中央児童相談所管内※2 で上尾市の占
める割合を見ると、上尾市は近隣自治体と
比べ虐待通報件数が多いことがわかる。
28.5％
人口

■子ども家庭総合支援拠点の設置
→早期の設置に向け検討中

■子ども食堂など民間団体との連携

虐待通報件数

虐待しそうになる親
40.3％

子育てに悩む保護者の
4 割が虐待をしそうに
なったことがあると答
えている。※3

→実現に向けて検討中

埼玉中央児童
相談所を視察。
所長などから
課題点を聞き
取る。

※1 要保護児童対策地域協議会…子どもにかかわる 25 団体で構成する協議会
※2 埼玉県中央児童相談所の管轄は上尾市、鴻巣市、桶川市、久喜市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町の７市１町
※3 東京都福祉保健局『インターネット福祉保健モニターアンケート結果』平成 28 年

▶これから取り組みたいこと

▶私が提案してきたこと

上尾市の子どもの貧困
「貧困状態」の子どもは少なくとも 2,369 人

■生活困窮世帯・ひとり親世帯の学
習支援事業の対象を小学生に拡大
→実現（小学 4 年からに拡大）

ひとり親家庭の子ども

■要保護児童対策地域協議会※1 の構
成員に救急を加える
→実現に向けて検討中

36.1％

データでみる

2,178 人

■学習支援事業の入札仕様書の厳格化
→検討中

生活保護支給世帯の子ども

191 人
学習支援教室の参加者

■全庁的な子どもの貧困対策のため
のタスクフォース設置

参加者は対象者の半数以下であり、参加
する子どもを増やすための検討が必要。
対象者

242 名

ひとり親家庭 157 名
生活困窮家庭 85 名

参加者

73 名

ひとり親家庭 38 名
生活困窮家庭 35 名

入札について東
京電機大の山本
先生を講師に有
志議員の学習会
を実施。

※1 上尾市子ども支援課資料より、平成 30 年 8 月 30 日現在・0 歳から 18 歳まで
※2 上尾市子ども支援課資料より、平成 29 年 12 月末まで

▶これから取り組みたいこと

■市における子ども虐待対策の中核となる子ども家庭
総合支援拠点の早期の設置

■全庁的な子どもの貧困・世帯の貧困対策のためのタ
スクフォースを設置

■虐待による脳への影響など健康被害についての啓発
の強化

■子どもの貧困についての計画策定・条例の制定

■共働き世帯やひとり親世帯に配慮し夜間休日に相談
ができる体制づくり

■生活困窮世帯・ひとり親世帯向けの学習支援事業の
対象を小学校低学年まで拡大するとともに参加者を
増やす取り組みを実施

苦しむ人に手を差し伸べる

3

DV 対策・犯罪被害者支援

生きづらさを解消する

4

不登校・若者支援

埼玉県では平成 30 年に「埼玉県犯罪被害者等支援条例」が制定され、全国的にも珍

年々不登校の問題は深刻化し、上尾市でも 200 名以上の不登校児童生徒がいますが、

しいワンストップサービスが実現しています。その一方で市民がまず助けを求める

学校復帰しか選択肢が用意されておらず、それぞれの子どもに寄り添った対応がで

であろう市としての取り組みはまだまだ不十分です。これは、DV 対策についても同

きていません。若者が抱える課題でも同様に、どのような支援が求められているか

様で、時間や対象が限定されている相談体制の強化が必要です。

調査などが為されておらず個人の現状に沿った支援をする体制がとれていません。

データでみる

▶私が提案してきたこと

埼玉犯罪被害者援助
センターによる直接支援※2
118

→実現（相談ブースの設置・
申請について一覧表の作成）

40
4

4

3

■犯罪被害者や家族のためのワンスト
ップでの支援の実施

9

22

■連携強化のために埼玉犯罪被害者援
助センターの会員に※1
→実現

女性

31.3％

性別を問わず
DV は起こる

19.9％

女性で 3 割、男性
でも 2 割が DV を受
けたことがあると
答えている。※3

何度も 13.8%
1、2 度 17.5%

男性

何度も 4.8%
1、2 度 15.1%

■DV 相談の対象の拡大やその他の窓口
での受付についての周知
→一部実現（男性向け相談窓
口の HP 掲載・受付時間外の
に案内の音声を流す対応の実
施）

※1 埼玉犯罪被害者援助センター…県や警察と連携して犯罪被害者に対する支援を行う公益社団法人
※2 平成 29 年上半期、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター
※3 内閣府『男女間における暴力に関する調査 平成 29 年度』

▶これから取り組みたいこと
■犯罪被害者やその家族が各担当課を回って申請をし
なくて済むワンストップの支援体制づくり

データでみる

▶私が提案してきたこと

適応指導教室を利用する
子どもの割合
不登校の子どもたちのうち市の事業である
適応指導教室を利用する子どもは少ない ※2
中学生
14%

小学生
40%

（188 名中 27 名）

（25 名中 10 名）

■困難を抱える子どもたちを支援する
スクールソーシャルワーカーの増員
■フリースクールなど、学校復帰を目的
とする適応指導教室※1 以外の選択肢
の提供
■高校中退予防のための情報収集や地
域との連携

困窮する若者
25 歳から 34 歳の 4 分の 1 が年収 200 万円
未満のワーキングプア。
収入なし

0.2%

100 万円未満

9.4%

100～199 万円

16.4%

※2

フリースクール
を運営する NPO
が受託する世田
谷区の適応指導
教室を視察。

※1 適応指導教室…学校復帰を目的に不登校の小中学生を対象に教育委員会が学校とは別に用意する教室
※2 総務省統計局『2017 年 労働力調査』
※3 埼玉県教育委員会『第 4 回高校学校中途退学追跡調査結果報告書』平成 28 年 3 月

▶これから取り組みたいこと
■現在市全体で 4 名しかいないスクールソーシャルワー
カーの増員

■DV 相談がいつでもできるよう相談窓口の対応日数を
増やし時間外の相談について県の窓口などを周知強化

■フリースクールの情報提供や自宅学習のサポートなど、
学校復帰以外の選択肢を不登校の子どもに用意

■性別によらず DV について相談できる相談体制づくり

■若者支援のために生活状況などについての調査の実施

5

誰もが自分らしく生きる

安心して暮らせる

6

性的マイノリティ・外国人市民

市民後見制度・障がい者支援

これからのまちづくりに欠かせない視点、それが個人を尊重し、多様性を認め、誰

誰もが安心して暮らせる街とするために考えなければならないのが、高齢者の方々

もが自分らしく生きることができる環境づくりです。上尾市ではそのような視点が

が住み慣れた地域で暮らしていくにはどうすればよいか、そして様々な障がいを持

事業に反映されているとは言えません。例えば性的マイノリティや外国人市民とい

つ方々が必要以上に不自由な思いをせずに生活を送ることができるかということで

った方々に目を配った市へと転換が必要です。

す。これは、当事者だけでなく、その家族にとっても重要なことです。

データでみる
パートナーシップ条例※1
への賛否

▶私が提案してきたこと
■性的マイノリティの当事者団体の
申し入れに応じた施策の実施

大阪市の調査では約 9 割の回答者がパー
トナーシップ条例に賛同。※2
賛成
56.5％

やや賛成
31.0％

外国人市民と日本語

→一部実現（人権相談所にレ
インボーフラッグ設置）
■外国人の児童生徒への無意識の差別
防止を目的とした教員研修の導入
■埼玉県国際交流協会の通訳が利用で
きることを医療機関に周知

日本語がわからなくて困ったことがあるか

埼玉県在住の外国
人のうち 7 割以上
が「日本語がわから
なくて困ったこと
がある」と回答して
いる。※3

ある
76.8％

→検討中
公立夜間中学を
設置した川口市
で現状や今後の
課題などについ
て調査。

※1 パートナーシップ条例…同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め証明書を発行することなどを定めた条例。
※2 大阪市『大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生にかんするアンケート』平成 31 年 4 月
※3 埼玉県『平成 30 年度 埼玉県外国人住民意識調査―日本語について－報告書』平成 31 年 3 月

▶これから取り組みたいこと
■パートナーシップ条例の制定

データでみる

▶私が提案してきたこと

認知症になった際の不安
不要なものを大量に購入させられたり、詐欺的
な勧誘の被害に遭ったりするのではないか

4 分の 1 以上の人が
認知症になった際に
消費者被害に遭うこと
を不安に感じている。※2

26.5％

上尾市内の特別支援学級
小学校

中学校

知的障害

全校

6校

自閉症・情緒障害

全校

6校

肢体不自由

なし

1校

発達障害・情緒障害

2校

1校

難聴・言語障害

1校

1校

■市民後見人※1 の養成と制度の周知
■視覚障がい者への郵送物送付の際
の配慮
→一部実現（点字シールの貼
付についてしおりに記載）
■市が特別支援学級を設置しないと判
断したことにより特別支援学校に通
う児童の学童保育所での受け入れ

弱視と病弱
・身体虚弱
の子どもた
ちのための
学級は設置
されていな
い。 ※3

市民後見に取り
組むＮＰＯの方
を講師に市民後
見制度について
の勉強会。

※1 市民後見人…専門職や社協以外の人で、本人と親族関係がない、一般市民による後見人のこと。
※2 内閣府『認知症に関する世論調査』
※3 上尾市教育委員会学務課資料より作成

▶これから取り組みたいこと
■養成講座の実施など市民後見制度の推進

■不必要な性別記入欄の削除や男女混合名簿など性的
マイノリティの市民に配慮した施策の実施

■音声コードの導入や点字シール添付の拡大による視覚
障がい者に配慮した行政文書や郵送物の作成

■将来的な公立夜間中学の設置も視野に入れた外国人
市民や子どもたちの学ぶ環境の整備

■特別支援学級の設置推進や学童保育室入所での配慮な
ど障がい児や家族が不利益を被らない仕組みの整備

7

そのほかにもこんな問題に取り組んでいます。

自然をないがしろにしない

これまで一般質問で取り上げたそのほかのテーマ

自然環境保護・生態系保全

上尾市には貴重な自然が今も一定程度残されています。それは主に荒川流域や江川
周辺ですが、今の上尾市は自然保護や生態系保全のためにほとんど有効な策を取ら
ず、開発を優先しています。自然は一度失われてしまえば二度と取り戻すことがで

2018 年
3月

▶私が提案してきたこと

減少する上尾市の緑地
市内の緑地は 10 年間で 50 ヘクタール、
2 割以上も減少している。※2
H21 年度

H30 年度

増減

増減率

250.38 ㌶

197.92 ㌶

-52.46 ㌶

-21%

荒川流域の自治体間連携
周辺自治体のネットワークから上尾市
のみが外れてしまっているのが現状。※3
荒川流域エコネット地域づくり
推進協議会委員自治体

鴻巣市、北本市、桶川市、吉見町、川島町
（オブザーバーとして行田市）

6月

〇小学校の特別教室へのエアコンの設置
9月

▶これから取り組みたいこと
■特別緑地保全地区制度を活用した緑地の保全
■荒川流域の生態系保全を目的とした自治体間ネットワ
ークへの加入

■将来の上尾道路周辺の生態系保全地域の国から上尾市
への移管を見据えた環境整備

実現

〇孤立死防止のための見守り体制の構築
〇民間学童保育所への市としての支援

12 月

※1 自治体間ネットワーク…国土交通省が事務局を務める「荒川流域エコネット地域づくり推進協議会」などがある
※2 上尾市みどり公園課資料より作成
※3 荒川流域エコネット地域づくり推進協議会資料より作成

実現

〇見守りのための民間技術の活用

■上尾道路周辺の湿地保全エリアの上
尾市への移管後の体制づくり
市民団体の方々
とともに市長に
対し自治体間ネ
ットワークの参
加などを要望。

〇子ども食堂の市としての子ども・家庭への周知
〇本人の意向に従った障がい児の学習環境の整備

■国の交付金を活用して緑地などの
買い入れができる特別緑地保全地区
制度の活用
■荒川流域の環境保護や生態系保全を
推進する自治体間ネットワーク※1
への参加

実現

〇様々な障がい種に対応した特別支援学級の設置

きません。次の世代に自然を受け継ぐのだという強い意志が求められます。

データでみる

〇保育ニーズの適切な把握と隠れ待機児童数の公開

（7 項目にあげたテーマについて質問）

2019 年
3月

〇認知症対策と本人や家族のニーズの把握

〇難病患者の支援における病院や医師との連携推進
6月
9月

〇学校給食の安全性について市民に周知

実現

〇生活困窮者支援において日本 FP 協会と連携
〇市役所本庁舎階段への点字ブロックの設置

実現

〇がん検診における障がい者の受診環境の整備
〇市の書類への不必要な性別の記載の削除
〇市の責任において学童保育所通所時の安全を確保

検討

