市民生活のために
議案

健康福祉常任委員会

上尾市議会議員〈政策フォーラム・市民の声あげお〉

えびはら直矢市政報告

上尾市こども医療費支給条例の一部を改正する条例の制定
子ども医療費の拡大

質
問

市
の
答
弁

（条例が１０月１日に施行される点について）
準備期間に半年かかるということだが、具体的に
どのようなスケジュールで準備するのか。
また、市民への周知はいつから行うのか。

〈４月～〉 ３医師会に説明
市のシステム改修などの契約
〈７月～〉 対象者への案内通知
広報やホームページでの情報周知
〈９月～〉 受給者証の発送
〈１０月〉 制度実施

そのほかの主な議案

令和４年３月定例会 報告号

医療費の助成

区分

2022.3.2４

通院

入院

未就学児

〇

〇

小学生

〇

〇

中学生

〇

〇

高校生世代

〇

令和４年１０月診療分から、入院の一部負担金に
ついて１８歳に達して最初の３月３１日までに拡大

■２月９日
『埼玉 IBD』の
方々と災害時
の難病患者支
援について担
当課に提案。

■２月１日
芝浦工業大学
の作山教授を
講師にまちづ
く りに つい て
会派勉強会。

■３月４日
若年がん患者
在宅療養支援
制度について
担当課と意見
交換。

えびはら直矢プロフィール
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。

〒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/

予算

委員会

一般質問

畠山市政２期目初の本格的予算が成立
『コロナ禍の臨時財政運営方針』を脱却

こども医療費支給条例を改正
入院医療費の助成を１８歳年度末まで拡大

原市沼調節池事業
「自然に触れ合い、親しめる場」県に要望の意向

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

畠山市政２期目 初めての本格的な予算が成立

『コロナ禍の臨時財政運営方針』を脱却

２０２２年１月～３月

活動報告

海老原直矢

令和４年３月定例会議会報告

696.6 億円

■上尾市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定
→『子ども・子育て会議』に子どもの貧困対策の専門家などを委員として追加
■上尾市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の制定
→令和４年１０月診療分より、制度対象者に所得制限を導入

発
行
人

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（３才）

会派として求めてきた『臨時財政運営方針』からの脱却の
実現により、補助金カットなどが撤廃に
令和４年３月定例会の最終日である３月２３日、畠山稔市長
の２期目初めての本格的な予算となる令和４年度一般会計予
算が全会一致で成立しました。
昨年度予算ではコロナ禍を理由とした歳出削減を行う『コ
ロナ禍の臨時財政運営方針』により多くの補助金が一律１０％
削減の対象となりました。会派としてこの補助金カットを継続
しないことを求めてきましたが、今回の予算では『臨時財政運
営方針』からの脱却が市長から表明され、カットされた補助金
もおおむね例年通りに戻りました。
その一方で、子ども医療費の拡充や給食費の補助が限定的
である点や、高齢者施策が既存の施策の延長線上にとどまっ
ているなどの課題があり、会派として討論において補正予算
を組むなど柔軟な対応をすることを求めました。

お名前

048-677-1676

ご連絡先

今回の予算では、これまで要望を重ねてきたいくつかの施
策が予算化されました。今後も、市民の皆さまのご意見をも
とに施策提案を行っていきます。

令和４年３月定例会
議会報告会

ご意見やお困りごとなど

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 ▶

令和４年度一般会計予算をはじめとした３月定
例会で審査を行った議案について、採決の結果
と審査の過程での議論などをご報告します。

５/１４

会派として
要望

土

午後２時から
上尾市文化センター
２０１集会室

学校給食費の負担軽減

第３子以降の子どもへの給食費補助を実
施。市立小中学校に１人
でも在籍していれば私立
小中学校在籍の子どもが
いる場合も対象になる。
一般質問
での要望

福祉総合相談窓口の設置

さまざまな福祉制度のはざまや複合的な課
題を抱えた相談をまずは
「受け止める」場所として
市役所本庁舎２階に窓口
を設置。
一般質問
での要望

これまで要望を重ねてきた施策が実現へ
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

今回の予算で実現した施策

空き家の除去への補助金

周辺の住環境に悪影響を及ぼす可能性のあ
る空き家の除去に対して補助を実施。
補助金額は対象の空き家が
「不良住宅」の場合は５０万円、
それ以外の場合は３０万円。

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。

市民の声を形に

令和４年３月定例会

原市沼調節池

まちづくり

テーマ

①子ども・子育て ②多文化共生 ③困難を抱える市民 ④まちづくり

民間の居場所などとの連携強化

不登校児童生徒全員と教育センタ
ーがつながれていない現状を踏ま
えて、民間の居場所を運営する団体との連
携を積極的に進め、保護者の支援にも取り
組むべきであると考えるが、見解は。
質問

Point

教育センター利用者の割合
不登校
児童生徒数

教育センター
利用者

割合

小学校

７３名

４０名

５５％

中学校

２４１名

６８名

２８％

家計に関する相談

困難の支援

家計あんしん相談（茅ヶ崎市）

子どもをめぐる家庭の状況
への働きかけについては、
学校復帰という観点だけでなく、居場所づ
くりという意味でも、関係
機関、関係部局と連携し
ながら、課題解決を図る
ことが極めて重要である
と考えている。
教育長答弁

市民生活
部長答弁

家計管理の専門家であるファ
イナンシャルプランナーのご
協力をいただきながら家計改善を図るこ
とは一定の意義がある
ものと考えており、
まずは、市民向け講座の
開催などについて今後
検討をしていきたいと
考えている。

（出典）茅ヶ崎市ホームページ
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市長答弁

原市沼調節池整備事業

原市沼調節池整備事業
施設配置図（案）

環境保全区域・
ビオトープ区域

（出典）北本県土整備事務所

町田皇介県議会議員とともに
中の池-２を視察 ▶

（出典）上尾市教育センター

「ファイナンシャルプランナーなど家計管理の専門家
が相談にのり、市民のみなさんの健全な家計管理の
実現をお手伝いします。」

議

Point

小学校で約半数、中学校で約７割の子どもが
教育センターと繋がれていないことが想定さ
れる。

ファイナンシャルプランナーとの協力

ファイナンシャルプランナーを相談
員とする相談事業を行う自治体が
出てきていることを受け、上尾市としても
ファイナンシャルプランナーとの連携を行
うべきであると考えるが、見解は。
質問

Point

私も、昨年の初夏に原市沼調
節池の上の池周辺を視察し
たが、散歩を楽しむ市民の皆さまと野鳥の
多さが印象に残っている。
調節池が市民の皆さまが
自然に触れ合い、親しめる
場となるように関係機関
と協議していきたい。

埼玉県の原市沼調節池整備事業に
ついて、保全配慮地区であること
も考慮したうえでの積極的な活用などの方
針を検討するべきであると考えるが、市長
としての見解は。
質問

不登校対策

子ども子育て

自然に配慮した積極的な活用

渡辺綱一議長に対して質問書を提出
令和４年度一般会計予算のうち、学校統廃合にかかわる調査
の委託料について、市議会での意見を踏まえて予算執行する
ことを求めた「附帯決議」の提案を行い、予算特別委員会では
賛成多数で可決されましたが、本会議では可否同数となり議長
の裁決により否決されました。これについて、議長に対し委員
会の採決結果を無視した理由を問う質問書を提出しました。

困難の支援

若年がん患者ターミナルケア

２０歳から４０歳の介護保険による
質問
サービスから漏れた方々に対する
（要旨）
若年がん患者の終末期のケアにつ
いて、ニーズ調査などを実施すべきと考え
るがいかがか。

Point

補助
金額

医師へのヒアリング
健康福祉
部長答弁

市としては、ニーズを把握す
るための調査は必要と考え
ている。ターミナルケアは、医療が主体とな
ることから、在宅医療を行う医師などへの
ヒアリングも含め、検討していく。

さいたま市若年がん患者ターミナルケア事業
対象サービス利用料、購入費の１０分の９
■訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与の合計
１月あたり７万２千円
■福祉用具購入 １人あたり９万円
■申請に必要な意見書作成料の補助（上限額 ４千円）

（出典）さいたま市・さいたま市議会ホームページ

利用
実績
2021 年
7 月～１２月

『ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議』を全会一致で可決
３月４日、『ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議』の採決が
行われました。会派代表の鈴木議員が「ロシアによる今回の武
力攻撃及び侵略に対し、厳重に抗議するとともに、国連総会の
緊急特別会合において採択された決議を重く受け止め、即時
の攻撃停止と完全撤退を強く求める」とした決議文を読み上
げました。これに合わせ、市が支援募金などをはじめました。

福祉用具貸与 ２件
意見書作成料 ３件

市によるウクライナ支援募金
・避難者の支援についての
情報は以下をご覧ください。
ご協力をお願いします。

