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生活を直撃する燃油高騰への対策のため、子育て世帯や
中小・小規模事業者などへの給付実施へ 

えびはら直矢市政報告 
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令和４年６月定例会議会報告 

補正予算 

委員会 

一般質問 

燃油高騰対策の給付事業を実施 
生活支援と事業者支援の各種支援 

子育て世帯などへの給付金 
１８歳までの児童１人あたり１万円を給付 

福祉などに関するオンライン相談窓口 
ICT推進会議で推進に向けて検討と答弁 

令和４年６月定例会 報告号 
2022.７.１ 

お名前 ご連絡先 

ご意見やお困りごとなど 

市政へのご意見やお困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください →FAX 048-677-1676 

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、 
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、子どもたちの放課後を考える団体
や演劇教育を推進する団体など複数の団体の運営に携わってきた。
2017年に上尾市議会議員に当選（現在 2期目）。 
健康福祉常任委員会副委員長。 
家族：妻、長男（６才）、長女（５才）、次男（４才） 

えびはら直矢プロフィール 

健康福祉常任委員会 市民生活のために 

上尾市一般会計補正予算（第５号） 議案 

活動報告 ２０２２年４月～６月 

国の『地方創生臨時交付金』を活用 約７．６億円 

燃油高騰対策の事業 

子どものいない勤労者世帯へも支援が必要 

燃油高騰対策の給付金事業などを実施 

生活支援 

事業者支援 

生活支援 
事業者支援 

給食食材費の高騰対策 

中小事業者への支援金給付 

旅行消費喚起のための助成 

保護者の負担増を招かず、これまで通りの

栄養バランスや量を保った 

学校給食を提供できるよう 

学校に対して児童生徒数に 

応じた支援を実施。 

電気・ガス料金や燃料価格などの高騰に直

面する市内中小・小規模 

事業者に対し、支援金 

（法人５万円・個人事業主 

２．５万円）を支給。 

旅行需要の回復と市内中小旅行業者の支援

を目的に、参加登録旅行 

業者経由で予約した国内 

旅行に対し、宿泊１泊３千円・ 

日帰り１回千５百円を助成。 

国の総合緊急対策を踏まえて、上尾市にも交付されること

になった『新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金（コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分）』を活用し
て、燃油高騰対策のための給付金事業などを行うとする補正
予算が議案として提出され、全会一致で成立しました。 
今回の対策には、１８歳までの児童１人あたり１万円を給付

する『子育て世帯へのげんき応援給付金』や中小・小規模事業
者への支援金、農業者や福祉サービス事業所、教育・保育施設
などへの支援金などがあります。 
さらに、国内旅行への助成や妊婦応援タクシー利用料金へ

の助成など、市民の皆さんの生活と事業者の双方を支えるた
めの事業も行われます。 

■６月１０日 
連合埼玉政策
フォーラムで成
年年齢引下げ
への自治体の
取組を報告。 

■５月１７日 
会派として、
千葉県が運営
するスポーツ
科学センター
を視察。 

■４月１９日 
大阪府立大学
の山野先生を
講師に子ども
の貧困につい
て勉強会。 

     
■上尾市一般会計補正予算（第４号） 
  →風しんの予防接種における追加的対策や子宮頸がんワクチンのキャッチ 

アップ接種に要する経費を計上 

そのほかの主な議案 

質疑においては子どものいない勤労者世帯への支援が手
薄であることを指摘し、その理由を問いました。市に対して
は、追加の対策が行われる際にはこれまで漏れていた方々に
も支援を検討するよう求めました。 

令和４年６月定例会 
議会報告会 

お申込みはメールもしくは 
裏面のＦＡＸにて 

▶ebihara116@gmail.com 
※お名前、ご連絡先をお知らせください。 

補正予算の燃油高騰対策事業の詳しい内容や、
各議案の採決の結果と審査の過程での議論な
どをご報告します。 

市政報告会にご参加いただける方はチェックをお願いします ▶ 
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子育て世帯への支援は必要だが、１８歳以上の子

どもがいる世帯やお子さんのいない世帯などこ

れまでのコロナ関連の支援策から漏れているが、

支援を必要としている世帯があると考える。 

市ではそのような世帯への支援事業実施の検討

は行ったか。 

生活が困難な世帯については『住民税非課税世

帯等に対する臨時特別給付金』と『くらし支援給

付金』の給付で対応している。それ以外の世帯に

ついてはこれまで検討は行っていない。 

子育て世帯へのげんき応援給付金 

給付金額 １人あたり１万円 

対象児童 
０歳から１８歳までの児童 

（所得制限なし） 

申請 

児童手当支給世帯：申請不要 

高校生以上の児童のみを養育する 

世帯：要申請 

給付時期 
児童手当支給世帯：令和４年８月 

そのほかの世帯：９月以降随時 

 

海老原直矢 

〒362-0026 上尾市原市北一丁目 14番地 9 TEL. 048-716-7323 

E-mail. ebihara116@gmail.com https://www.ebihara-naoya.com/ 



 

          鶏卵については、使用しない 

で対応する方法を研究して

いる。小麦については、米粉など、代替とな

る食材で対応する方法を研究している。 

牛乳・乳製品とえびについては、カルシウム

摂取の観点から引き続き提供する考えで

ある。 

     オンラインを活用した相談対応を 

実施することが求められると考え 

るが見解は。また、支所などで機器

を貸出しての公共施設でのオンライン相談

についても実施すべきと考えるが見解は。 

     他の自治体では卵、牛乳・乳製品、

小麦、えびを使用しない低アレル 

ゲン献立を実施している例があり、本市に 

おいてもアレルギーフリーの給食を目指す 

べきであると考えるが、見解は。           現時点で、本市としての団地 

再生・活用に向けた具体的な

方針はないが、他自治体の事例なども参考

にしながら、団地 

再生・活用につい 

ての方策などを研 

究していきたい。 

     発達障がい児の子育て経験のある 

保護者が育児経験を活かして相談を 

行う埼玉県の『ペアレントメンター』事業につ

いて、保護者向けの相談事業についての周

知を行うべきであると考えるが、見解は。 

     ほかの自治体で行われているよう 

な団地再生および活用に向けた計

画の策定やまちづくりの方針の決定など

を、上尾市としても検討するべきであると

考えるが見解は。 

① 子ども・子育て ②教育施策 ③困難を抱える市民 ④まちづくり テーマ 

市民の声を形に 令和４年６月定例会 

団地施策 

質問 

給食のアレルギー対策 

質問 

ペアレントメンター 

質問 

子ども子育て 

まちづくり 

子ども・子育て 福祉に関する相談 

質問 
（要旨） 

困難の支援 

市としての団地活用・再生の方針 

個人として参加可能な講座の周知 

アレルギー原因物質を減らした献立 

 

オンライン会議システムを活用した相談対応 

          市から保育所や幼稚園など 

へ情報提供をするとともに、

保護者に対して周知していただくよう依頼

していく。 

健康福祉 
部長答弁 

          『上尾市 ICT化推進計画』の 

基本施策の１つである「市民

の利便性向上」にも繋がることから、今後

ICT 推進本部においてオンラインを活用し

た相談対応の推進を検討していく。また、

相談業務における機器の貸出については

担当課から要望があれば、検討していく。 

総務部長 
答弁 

Point 

Point 

Point Point 

都市マスタープランでの「団地」 

ペアレントメンター事業 

給食におけるアレルギーの現状 

オンラインでの相談事業 

（出典）『上尾市都市計画マスタープラン 2020』 

（出典）埼玉県ホームページ 
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オンライン会議システムを活用した視察を実施 『上尾市スポーツ健康都市宣言』について調査 

学校更新計画基本計画調査特別委員会として、上尾市議会と

して初となるオンライン視察を羽生市に対して行いました。 

羽生市では、市内の中学校全3校について、施設の老朽化や維

持管理経費などを理由に令和２年度にプール授業を廃止して

います。このプール授業の廃止について、経緯やその後の子ど

もたちや保護者の反応なども含めてヒアリングを行いました。 

健康福祉常任委員会において、委員会が自主的にその委員会

が所管する事務について行う調査である「所管事務調査」を行

い、今年4月に畠山市長が行なった『上尾市スポーツ健康都市

宣言』を議題としました。調査では、障がい者スポーツなどを

念頭に障害福祉課を検討グループに加えることや、幅広い市

民への意見聴取をもとにした施策の検討を求めました。 

上尾市スポーツ健康都市宣言 
については以下を 
ご覧ください。 

学校教育 
部長答弁 

都市整備 
部長答弁 

 

 
 

在籍児童数 
食物アレル
ギーのある 
児童生徒数 

一部または 
毎日 

弁当持参 

小学校 11,052 
675 

（6.1％） 

2７９ 

（2.5％） 

中学校 5,694 
424 

（7.５％） 

７３ 

（1.3％） 

 

 

鶏卵 
牛乳・ 

乳製品 
小麦 甲殻類 

68 47 21 52 

29 27 16 19 

 

令和３年度上尾市学校給食における食物アレルギー対応実施状況調査結果 

（出典）学校保健課 

埼玉県内（さいたま市を除く）在住で、発達障害のある・もしく
はその疑いのある、小学校３年生までのお子さんの保護者を対
象としたオンライン講座 
 
→個人として参加が可能 

 

土地利用方針 
既存の大規模団地は、周辺環境との調和や良質な住宅の供給を基本としつつ、

関係機関との協議調整のもと、今後の団地のあり方を検討します。 

地域別方針 
独立行政法人都市再生機構と連携して地域住民や自治会と話し合い、活用に向

けて魅力を高めていきます。 

 

高齢者あんしん相談センター 

オンライン相談 
オンライン子育て相談 


