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﹁一億総中流意識﹂を基盤にした安定
社会は︑はるか過去のものとなり︑
﹁格
差﹂という不均衡な土台の上で現代社会
は︑
グラグラと揺れ続けています︒
不安定な時代を背景に︑子どもたちを

全 国

198,109件
千葉県 20,137件

（2013年度国公立小中高等学校）
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不登校児童・生徒数

112,689件
千葉県
4,970件
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【Proﬁle】町立見明川小、市立見明川中出身、県立市川東高
校、駒沢大学を卒業後、富士
（現みずほ）
銀行に入社
（16 年勤
務）
。2007 年４月千葉県議会に出馬し初当選。2011 年 5 月
再選（現在 2 期目）
。総合企画水道常任委員会。
民主党千葉
県議会議員会総務副会長。
民主党千葉県連組織委員長。

貧富の差なく︑公正に教育を受け
ることができるように整備されて
いるはずの国公立高校・大学︒
しか
し︑公立の名門学校に入るには︑大
金を払って︑塾や家庭教師に頼る必
要があるのが現実です︒
公立中学から公立高校へ︑そして
公立大学へと続く教育パスは︑経済
的な理由で進学をあきらめずに済
む希望の道です︒
その道を歩む子ど
もたちへの支援策として︑アクティ
ブスクールの拡充を提言します︒
これまでのアクティブスクール
は︑どちらかといえば︑学び直しの
支援でしたが︑具体的な目標感を
持った生徒の進学支援もあわせて
行えるよう︑制度を見直して行く必
要があると考えています︒
県内では
毎年︑たくさんの先生方が退職を迎
えています︒
そうした人的資源を有
効に活用すれば︑不可能ではないは
ずです︒
更に︑この試みを市町村と
連携し︑公立中学校まで拡げること
ができれば︑子育て支援策としても
歓迎されると確信しています︒

教える場所から 中学から高校・大学へ
公立の教育パス
育む場所へ

県議会報告

取り巻く環境は︑年を追うごとに過酷さ
言うまでもなく︑公立の小・中学
を増すばかり︒ 歳以下の子どものうち 校は︑義務教育を行うための教育機
６人に１人が﹁相対的貧困﹂
︵世帯収入が 関です︒しかし︑﹁教える場所から︑
育む場へ﹂と︑社会の期待がシフト
平均の半分以下︶
家庭にあり︑児童虐待や してきていると考えています︒
ネグレクトも増え続けています︒
また︑子
冒頭に述べた通り︑子どもを取り
どもが自ら命を絶つようないたましい 巻く環境は︑年を追うごとに苛酷に
﹁いじめ﹂問題は繰り返され︑不登校の児 なり︑もはやどこから手をつけてい
いかわからないほど︑大きくなって
童・生徒の数は︑
減る兆しすらありません︒ いるようにも思えます︒
子どもを守るプラットフォームとして︑ 学校が行うべき事柄と︑家庭が担
また︑格差社会の根本的な解消策である うべき役割は︑常々議論されてきま
したが︑線引きをしたところで︑つ
﹁教育﹂を提供する場として︑学校が担う
らい環境にある子どもたちが減る
機能の拡大を提言したいと思います︒
ことはないことは︑
明白です︒
また︑制度上は子どもを守る様々
なセーフティネットが整備されて
いるはずが︑コーディネートができ
ず機能していない事例が多々あり
ます︒
子どもの変化に気づく機会が
多いのは学校です︒
学校の相談窓口
としての機能強化を行い︑各学校が
子どもを守るプラットフォームと
して機能するよう︑可能性を拡げて
いくべきと考えます︒

いじめ認知件数
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こどもを守るプラットフォーム

全 国

16.8％

17歳以下の6人に1人が
※
相対的貧困家庭

※相対的貧困
（平均収入の半額以下の世帯）

（2013年国民生活基礎調査）

児童虐待相談対応件数

全 国

73,765件
千葉県
4,561件

（2013年度速報値）
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矢崎 提言

子どもの貧困率
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総 合 企画水道
常 任 委員会

野田前総理を招いて

まず︑県がＪＲへの重点要望とし
ありません︒
進捗を確認したところ︑
ＪＲ
﹁市町村からは︑非常に前向きな姿 て︑念を押したことに関して︑
勢を示すところもあるが︑
スペース︑ 側の反応を聞いたところ
︵新木場から先が︑京葉
人員︑サービス︑財源など︑窓口整備 ﹁お決まりの
を行う上で検討事項をあげるとこ 線経由か︑りんかい線経由か︶判別
という前にも後ろに
ろもあり︑反応が分かれている︒
内 技術が難しい︒
︵交通計画
容を取りまとめ︑精査していく﹂︵国 も行かない答弁だった﹂
課長︶
とのこと︒
また︑報道にあった
際課長︶
ということでした︒
多くの県民が望んでいることで ＪＲによる東京臨海高速鉄道の株
﹁ＪＲからも都
もあります︒
利便性向上を主眼に︑ 式買収については︑
浦安など移譲に前向きな市町村か からも否定してほしいと言われて
状況のようです︒
ら段階的に進めて行くよう要望し いる﹂︵同︶
沿線住民の利便向上︑周辺エリア
ました︒
◆◇◆水道管耐震化の進捗について の価値向上に加え︑東京オリンピッ
クの会場から千葉へ︑人の流れを誘
導する施策でもあります︒
期限の目標感を持って︑積極的な
推進を︑
引き続き求めてまいります︒

東日本大震災で︑千葉は︑湾岸地
域を中心に︑液状化により︑水道管
に多大な被害を受けました︒
震災による損傷水道管は︑復旧
を終えていますが︑法定耐用年数
である 年を超えた水道管から︑
順次耐震継ぎ手管に更新する計画
が進められています︒
対象となる水道管のうち︑湾岸
エリアでは︑昨年８キロを更新し︑
水道管耐震化率は ％となってい
ます︒
しかし︑浦安では︑県平均と
同 率 程 度 の ・４％ の 耐 震 化 率︒
いつ起こるかわからない災害に備
え︑早期に耐震化を行うよう︑強く
求めました︒

月９日︑
野田佳彦前総理をゲ
ストとして招き︑
県政報告会を開
かせていただきました︒
当日は︑
お忙しい中︑
２００人
を越える市民の方々にご来場い
ただくことができました︒
◆◇◆議員定数是正で揺れた議会

自らの身を切る
覚悟を

〒279-0022 浦安市今川 4-2-2-1

◆◇◆男女共同参画について

読み込めます。

矢崎けんたろう事務所

条例化に向け前進を

男女共同参画条例の制定に対す
る議会での答弁について質疑しま
した︒
男女共同参画社会の実現は︑人権
的な観点はもちろんのこと︑少子高
齢社会の中で︑女性の活躍がますま
す期待されることを背景に︑社会全
体のニーズとも言えます︒
その実現のために︑
条例化を行い︑
計画的に課題解決していくことは
必須︒
しかし︑答弁では︑やや取り組
み意欲が後退している印象でした
ので︑指摘するとともに具体的な検
討を進めるよう要望しました︒

減する見直し案を提出しました︒
しかし︑最大会派の自民党が意見
をひとつにまとめることができず︑
﹁現行定数のまま﹂
とする案と︑時代
に逆行する﹁３議席増やす﹂案の２
案を出してくるなど迷走︒
最終的に︑
定数見直しをしない方向で押し切
る形になりました︒
議会は︑民主主義を支える手段で
あり︑公正な運営のために是正が必
要であれば︑自らの身を切る覚悟が
必要です︒
こうした問題を先送りに
し続けることは︑県民の利益になる
とは思えません︒
今後も︑是正に向
け取り組んでまいります︒

▲アドレスや電話番号を

県政相談受付

Web http://yazaki-kentaro.jp
Mail info@yazaki-kentaro.jp
Tel 047-720-0929
Fax 047-720-0939

県政に
あなたの声を

求められる
早期の全域耐震化

前議会で︑
常任委員会の改選が
あり︑﹁文教常任委員会﹂
から︑﹁総
合企画水道常任委員会﹂
に所属が
変わりました︒
約３年半前︑
再度県政に送って
いただいた当時は︑
浦安︑
千葉︑
東
北︑
そして日本は︑
まだ被災の中に
ありました︒
復興の歩みを見届けたいと︑
志
願して委員となったのが︑
この総合
企画水道常任委員会でした︒
２期
目の締めくくりに︑
私の主要政策
に大きく関わる︑
この委員会に戻
ることができうれしく思っていま
す︒
委員会の質疑内容を抜粋でご
報告いたします︒
◆◇◆京葉線 りんかい線相互乗り入れ

県政報告会

◆◇◆パスポート交付の権限移譲
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WEB サイトからバックナンバーをご覧いただけます。
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私からの県政報告では︑９月議会
で議論した県議会の議員定数見直
しについて説明しました︒
来春の統一地方選挙を前に︑県内
の﹁飛び地選挙区﹂の解消や︑
﹁一票
の格差是正﹂のため県議会内に委員
会を設置して検討をしてきました︒
民主党会派では︑現在の から︑
議席削減し 議席とする案を提
出︑
その他の各会派も概ね議員を削
95

16

相互乗り入れが具体的に検討さ
れはじめ︑関係機関の様々な言動が
注目を浴びるようになってきまし
た︒
今回は︑９月に新聞報道された
内容について確認を行いました︒

79

40

実現に向け︑
積極的な行動を

昨年の９月議会の答弁で︑森田知
事は︑
旅券 パ( スポート 交) 付事務を︑
全市町村に一括して権限移譲する
方針を明らかにしました︒
しかし︑
未だに権限移譲の動きが

16

利便性向上を主眼に
市町村交付の実現を
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