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副市長から予算が余った際の補助金の上乗せ支給 
について「正しくない」との答弁 

不登校児童生徒への多様な学習機会への経済的支援を求める請願書 議案 

２０２２年７月～９月 

補助金の不適切な処理について指摘 

決算特別委員会からの提言 

えびはら直矢市政報告 

上尾市議会議員〈政策フォーラム・市民の声あげお〉 

令和５年度予算編成に向けた提言を提出 

発
行
人 

令和３年度一般会計決算を不認定に 

令和４年９月定例会議会報告 

決算委員会 

委員会 

一般質問 

令和３年度一般会計決算を不認定に 
補助金の不適切な処理について指摘 

不登校の子どもの居場所支援の請願 
全会派の賛成を得て請願が採択 

有機農産物生産による高付加価値化 
有機 JAS取得への支援策の検討を 
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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（７才）、長女（６才）、次男（４才） 

えびはら直矢プロフィール 

文教経済常任委員会 

市税収納率の向上などを図るとともに、国

や県からの補助金・交付金の活用、ネーミン

グライツの拡充などを図ること。 

市民生活のために 

９月１５日、決算特別委員会において令和３年度決算につい
ての討論と採決が行われ、上尾市一般会計歳入歳出決算につ

いては、委員の全会一致で不認定となりました。 
その理由としては、消防団員の方々に福利厚生としてお食

事券を配布した『消防団員厚生費補助金』において、１人
4500円分の配布を行うとして予算が認められていたにもか

かわらず、実際には団員数が少なかったことから余った予算
を割りなおして 5000円分の配布を行ったことがあります。 

これについて私が適切性について質したところ、副市長か
ら、「予算が余ったから上乗せして執行するということは正し

くない」「今後ないよう私からも指導する」という答弁があり、

決算を不認定とする決定的な理由となりました。 

■９月１日 
我孫子市の内
田市議を講師
に、市民電力に
ついての勉強
会を実施。 

活動報告 

■８月２６日 
来年度予算編
成における要
望書を会派と
して市長に対
して提出。 

■８月１日 
熊谷市の学習
支援事業『く
まなびスクー
ル』について
会派で視察。 

 
■上尾市一般会計補正予算（第９号） 
  →新型コロナウイルスの感染が急拡大したことに伴う支援の継続 （１億５，５９１万円） 
   PCR検査などの自己負担分相当額に対する支援や自宅療養者支援セットの経費など 

そのほかの主な議案 
（健康福祉常任委員会） 

決算審査を踏まえた次年度予算編成に対する提言を委員

間の協議によりまとめ、市長に対して提出をしました。この提
言は議会として行ったもので非常に重要なものです。予算に

きちんと反映されるか、注視をしていきたいと思います。 

質問や会議の様子は『上尾市議会スマート中継』からご覧いただけます。 
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/ageo/WebView/rd/council_1.html 

請願書の主な内容 
文教経済常任委員会で、私が紹

介議員となった『教育機会確保法

の附帯決議に基づく不登校児童
生徒への多様な学習機会への経

済的支援を求める請願書』が全会
一致で採択されました。 

今後、この請願にもある不登校の子どもたちの居場

所への支援について、市に対して求めていきます。 

「不登校の児童生徒が、いわゆるフリース
クール等の学校以外の場において行う多様な学習
活動に対しては、その負担の軽減のための経済的
支援の在り方について検討し、その結果に基づき
必要な財政上の措置を講ずること」とした教育機会
確保法の附帯決議の主旨を踏まえ、上尾市として
の学校以外の場において多様な学習活動を提供す
る団体等への経済的支援の検討を行うこと。 

審査での 

主な質疑 

（概要） 

質問（鈴木議員） 経済的な支援の対象

は居場所を利用する子どもの家庭か、

それとも居場所を運営する団体か。 

答弁（請願提出者） 両方に対する支援

が必要であると考えている。 

事業の精査 

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/ 

適切な財政運営 

優先的事業の予算配分 

政策企画提案制度の再開や協働のまちづく

り推進事業での採択事業の継続的な支援な

ど、意欲的な予算化を行うこと。 

補助金カットや事業の縮小があり、結果的に

過去最大の繰越金が生じた。計画的な投資・

市民サービスへの活用を図ること。 

定住促進・健康づくり・交通弱者の支援・教

職員の負担軽減・学校施設の暑さ対策・農業

施策などに積極的に予算配分すること。 

・一般質問   ▶令和４年９月定例会 ▶９月２１日 一般質問 ▶海老原直矢 「地域の自給力強化について」 
・決算審査の問題となった部分  ▶決算特別委員会 ▶9月 15日 



 

          有機農産物の生産は付加価 

値の付け方の１つとして考え 

ている。しかし、有機 JAS の認証の条件は

厳しく、地域の農業者が理解と協力のもと

取り組む必要があるため、関係機関と連携

した各種支援を実施していく。 

今後、有機 JAS 取得の要望があった場合

には、補助等を検討していく。 

     高齢者が専門知識・技術などに基 

づいて自らのもつ力を発揮できる 

「生きがい就労」の市としての実施

について、シルバー人材センターの課題も

踏まえ検討すべきと考えるが、見解は。 

     有機農産物の生産による市内農産

物の高付加価値化の必要性につい 

てどのように理解しているか。 

有機 JAS取得のための補助等を行うべき 

であると考えるが、見解は。           取り組みの洗い出し後に、 

市民、事業者と連携し施策の

検討をする予定である。その際には、連携

が可能な事業者等との協定締結について

も検討していく。 

     企業誘致のための「固定資産税の減 

税」や補助金、市内転入した正社員ま 

たは内定者に基づく交付金支給や家

賃等の補助について、それぞれ必要性の

認識はあるか。 

     さいたま市が締結しているような 

民間電力事業者などとの連携協定 

を上尾市としても早期に締結するべきで 

あると考えるが見解は。 

① 地域の自給力強化（エネルギー・食料・雇用） テーマ 

市民の声を形に 令和４年９月定例会 

再生可能エネルギー 

質問 

有機農産物の生産 

企業誘致のための支援施策 

食料 

エネルギー 

雇用 高齢者の生きがい就労 

質問 
（要旨） 

雇用 

民間事業者との連携 

補助金や採用に基づく交付金 

有機 JAS取得への支援 

専門知識・技術が活かせる働く場の確保 

          企業誘致のための補助金に 

ついては、その必要性も含め

調査研究していく。市内企業に従事するた

めに市内に転入した労働者に基づく交付

金についても、補助金と同様にその必要性

も含め調査研究していく。 

環境経済 
部長答弁 

          シルバー人材センターでは、 

「臨時的かつ短期的又はその

他の軽易な業務」を受けているが、「経常

的・長期的かつ専門的な業務等」について、

働く意欲がある高齢者がその能力を発揮

し活躍できる環境整備を図ることが求めら

れていると認識している。 

健康福祉部 
次長答弁 

Point 

Point 

Point Point 

さいたま市における連携体制 

県内市町村の企業誘致施策 

有機農産物のもつ競争力 

シルバー人材センターの課題 

（出典）さいたま市 HP『「脱炭素先行地域」の選定証が授与されました』 

（出典）埼玉県 HP『市町村の企業立地優遇制度・情報サイト』 
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教育委員の女性委員割合について質疑 文教経済常任委員会で２件の請願提出者に対する質疑 

 

教育委員の任命について、女性委員割合が計画上の目標に満

たないなかで男性委員を選任した理由について質疑をし、候補

者の中の女性割合を問いましたが、「回答を差し控える」とのこ

とで、答弁はありませんでした。慣例上人事案件は委員会で審

査をしないとしていますが、これでは十分な審査を行うことは

不可能です。この慣例の見直しを求めていきたいと思います。 

文教経済常任委員会で、「小中学校における特別教室及び給

食調理室へのエアコン設置に関する請願」などの２つの請願に

ついて参考人として請願提出者に意見を聞きました。 

この手続きは、私が議会運営委員会の副委員長をしていた際

に委員会で合意をしたもので、１つの委員会で２つの請願につ

いて請願提出者に対する質疑などを行ったのは初めてです。 

請願提出は市民の権利です。 
提出を検討している方が 
いらっしゃいましたら 
ぜひご相談ください。 

環境経済 
部長答弁 

環境経済 
部長答弁 

 

（出典）農林水産省『有機農業をめぐる事情』 

従来型の除草作業や植木の剪定、駐輪場の自転車整理などの仕事が多く、定年退職前に 

ホワイトカラーとして働いていた高齢者の中には、シルバー人材センターへの受注が少ない

事務的な職種を希望するため、ミスマッチが起こっている。 

質問 
（要旨） 

質問 
（要旨） 

■共同提案者 ・さいたま市 ・埼玉大学 ・芝浦工業大学 

・東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社 

さいたま発の公民学によるグリーン共創モデル 

民間事業者や研究機関との連携により、『脱炭素先行地域』として認定される。 

有機栽培品（有機 JAS マークを貼付）は、国産

標準品（慣行栽培品全体）より高価格帯で取り

引きされており、一定の付加価値が市場に認め

られている。 

適合した生産が行われている

ことを第三者機関が検査し、認

証された事業者に使用が許可

される「有機ＪＡＳマーク」。 

補助金等に係る優遇制度のある県内市町 

さいたま市 川越市  熊谷市   川口市  行田市  秩父市  所沢市  飯能市  本庄市 

東松山市   狭山市  鴻巣市   深谷市  草加市  戸田市  入間市  和光市  久喜市 

春日部市   坂戸市  鶴ヶ島市 幸手市 日高市  白岡市  毛呂山町 越生町  滑川町 

ときがわ町 嵐山町  吉見町   皆野町  長瀞町  神川町  上里町  寄居町  杉戸町 

小鹿野町   松伏町 

３８市町／６３市町村 

厚生労働書の報告書のシルバー人材センターについての記述 

（出典）厚生労働省『生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方に関する検討会報告書』 


