
๏ 昭和54年蓮根生まれ　42歳　家族：妻と子ふたり（4歳と1歳児子育て中） 

๏ 2015年初当選　現在2期目 

๏ 文教児童委員会委員・インクルージョン推進調査特別委員会委員長・議会運営委委員会委員 

๏ ミズベリングいたばし、いたばし対話プラス共同代表 

๏ ひいらぎ保育園、志村第六小学校、志村第三中学校、板橋高等学校卒 

๏ 5年間のサラリーマン勤務の後、スリランカ内戦地域で支援活動 

๏ NZ留学を経て28歳で慶應義塾大学入学（卒業式学位記授与代表生） 

๏ ボーイスカウト板橋第四団・隊長 

๏ SVP TOKYO パートナー　子どもアドボケイト養成講座・修了 

๏ 志村消防団本団・班長

ご意見、街のこと、住みたい街の未来像、お聞かせください 
間中りんぺいは対話を大事にします

間中りんぺいプロフィール

Facebook

LINE

ホームページ

インスタグラム

!"#$%&

〒174-0051　東京都板橋区小豆沢2―21－1－201 
TEL　080－3442－1520　FAX　03－6886－8417 
Email　rinpeimanaka@gmail.com

テイクアウト飲食支援

不登校問題への試み

間中りんぺいの試み

お忙しいなかで生徒の
ために取り組んでいる
先生方に感謝します

「きょうだい児」の課題
も扱えるように

「役立たずな大人たち」というタイトルで大学の卒
業論文を書きました。元になったのは、スリランカ
の内戦地域で活動していたときに現地の若者から言
われた『Adult is useless～大人は役立たず』とい
う言葉です。 

その彼は「戦争をはじめるのも、人を殺すのも、街
の破壊も、武器の売買も人身売買も、みんな大人が
してことだから大人がいなくなれば、世の中は平和
になるんだ、大人は役立たずだ」と片言の英語で一
生懸命に意味を説明してくれました。年齢だけは
「大人」になりかけていた私は心を小突かれた思い
がしました。 
遠い世界の話ではありません。朝、日本から飛行機

に乗れば、現地で夕飯をとれる。その程度しか離れ
ていない「すぐそこ」で起きている出来事でした。 
外国の子供たちと手紙のやりとりをすることを、素

敵なことだと思っていたのに、自分の住所を教えた
ことを怒られたのも衝撃的な出来事でした。 

「こんな（戦争）地域で自分の住所を教えたら、片
道の飛行機代を作れた人が、りんぺいの住所を頼り
に『私たち友達でしょ』と日本に来ることだってあ
る。その時に面倒を見れないなら、自分の住所を教
えるなんて無責任な事はするな」と叱られました。 

あと何年か経って、私の子どもたちが理解できる年
齢になったら・・・。日本人としての過去を忘れず
未来に繰り返さない時間軸と、少しだけ向こうの
国々で同時進行する景色の水平軸を交えて話そうと
思っています。 

私の卒論の結論は「役立たずな大人にならない」で
した。私自身がそうならなければなりません。　左
の写真は、現地の学校の近くにあった防空壕です。
案内してくれた女の子が「合図があったら皆んなで
ここに逃げ込むんだよ」と教えてくれたことが忘れ
られません。

内戦地域での 
活動経験がある

だからこそ、 
「平和教育」を大事にしたい

自分の兄弟姉妹に、障がい者がいる子どもを「きょ
うだい児」といいます。 
議会のインクルージョン推進委員会で議論するテー

マを、当初の「障がい児をもつ保護者」から「当事者
家族に対する障がい理解の促進」に変更して貰いまし
た。行政が支援の意識を向ける対象は保護者だけでな
く「きょうだい児」も含まれるからです。 
この委員会では、障がい児をもつ保護者への支援に

加えて、障がいのある兄弟姉妹をもつ子ども達への理
解と支援についても、議論を深めていくつもりです。 

障がいをもつ兄弟姉妹の事でからかわれたり、親が
障がいをもつ子どもにつきっきりになり寂しい思いを
するなど、「きょうだい児にしか分からない悩み」が
あります。障がいだけでなく、精神疾患や病気を持つ
兄弟姉妹がいたり、大人が担うと想定される家事を、
子どもが行うヤングケアラーなども問題です。 
インクルージョン推進委員会では、私が委員長を務

めています。障がいをテーマに委員会を進めますが、
議論を踏まえてインクルージョンの考え方を区内に広
げていきます。

区内の中学校で「不登校生徒への対応」をテー
マとした区の研究発表会がありました。 
この中学校では数年前より不登校率が8.6%と高

かったところ、今年度の不登校率は3.7%まで減
少し、この2年間で12名の生徒が復帰したそう。
さまざまな課題は残りますが、一定の成果が現れ
ています。 
生徒たちにとっての「学びの選択肢が有る」こ

とを大事にすべきです。また、子どもの学習権を
重要視して学びたい時に学べる環境を整えること
が必要です。 
研究発表は、マザーテレサのこんな言葉を紹介

して終了しました。”子どもは、あなたの愛を待っ
ているの、1対1のね”。

支援金の 
対象者は？

板橋区内に本店（または主たる売上のある事業所）がある中小法人・個人事業者等 
緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている 
営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であった

緊急事態宣言の影響で令和３年４月～９月のいずれかの月で 

前年または前々年同月比の月間売上減少率が20％以上50％未満

支援金の対象になる可能性があります！

区HP詳細を確認し申請書類を印刷し記入して郵送申請　 
またはコールセンターに相談してください

※東京都協力金の対象となる飲食店等は除きます（詳細は下記コールセンターに問い合わせください）

�
対象月の月間売上減少額　なお、減少率に応じて以下を上限とします 
減少率が40％以上～50％未満の場合　最大50万円 
減少率が30％以上～40％未満の場合　最大40万円 
減少率が20％以上～30％未満の場合　最大30万円 

�
月間売上減少額　＝　基準月の月間売上額（A）　ー　対象月の月間売上額（B）

�
板橋区中小企業等事業継続 
支援金給付事業コールセンター 
フリーダイヤル　0120-765-970 
受付時間 午前9時から午後5時 
（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

ひとつでも 
あてはまらないと 
事業継続支援金 
の対象外です

�
令和3年11月1日(月)～令和4年1月31日(月)

（消印有効）

� �

不登校支援 
• 「マイルーム」という別室を設置 
- 4時間目から各自のペースで自習可能 
- 給食だけ食べに来る生徒も 
- 家族以外の大人とコミュニケーションを取れる環境に 
- 朝起きるのが苦手な生徒でも通いやすいように 
- 「マイルーム」のような居場所を区内の学校に整備する

方針が教育長から語られた 
受入体制の整備 
• SST（ソーシャルスキルトレーニング）を通じたコミュニ

ケーション力の向上を目指す 
• 自己理解・他者理解の力を育むことをテーマにした教員の

指導技術向上 
• 認知行動療法やコーチング、マインドフルネスなどを含む

研修やオンラインの活用などに取り組む 
• 「見立て」「アセスメント」などのスキルを教員に研修

若者たちとの対話
大学にお招きいただき「働くこと」や「生
き方」について自由に語らいました

親しかったり、近しくはないけれどもそこにあ
る「弱い絆」をウィークタイズと言い、キャリ
アでは大切な概念です。私自身も、こうした対
話に助けられてきたと振り返ります。 
学生さんたちに「たとえば5年後、10年後にで
も何か私にできる事があればお手伝いします」
と伝え、思いを新たにすることができました。

毎年、私立中学校でキャリア教育の授業担
当の機会をいただいています

中学校には、将来に向けての自信が無かった
り、勉強に意味を見いだせない生徒もいるそう
です。担当の先生から「間中さんの、型にはま
らない生き方のお話は、生徒たちに刺激になり
ます」とおっしゃっていただきました。少しで
も中学生の皆さんのプラスになる事があれば、
そして私の想いが伝わっていれば嬉しいです。

間中りんぺい活動メモ

締切は令和4年1月末まで 
中小企業等事業継続支援金 
コロナの影響で事業収入が減少した
事業者を対象に、板橋区中小企業等
事業継続支援金を給付しています 

【接種会場】 
• 区内小児科のうち、一部の協力医療機関にて実施 
• 集団接種会場では副反応が生じた場合の初期対応
が難しいので実施しません 

【接種時期】 
令和4年2月頃（薬事承認に至った場合） 

【使用ワクチン】 
ファイザー社製（小児用） 

小児（5-11歳）への1-2回目接種

新型コロナワクチンの 
３回目接種について

２回目の接種日 ３回目接種券の発送日 予約開始
令和3年4月30日まで 令和3年11月19日（金）

主に医療従事者
5月1日ー31日 12月15日（木）
6月1日ー15日 令和4年1月5日（金） 1月13日（木）午前9時ー
6月16日ー22日 1月13日（木）

接種券到着時より予約可

6月23日ー30日 1月19日（水）
7月1日ー7日 1月25日（火）
7月8日ー14日 1月31日（月）
7月15日ー21日 2月7日（月）
7月22日ー31日 2月14日（月）

時期 予定されているオペレーション

進行中
小児科医療機関（約50ヶ所）に対する実施希望調査

発送物作成（接種券、医療機関一覧など） 

等）

発送物データ校了・印刷開始

令和4年1月中旬（薬事承認され次第） 接種券発送（29,000件程度）

令和4年2月から（薬事承認され次第） 接種開始

18歳以上の3回目接種　および12-17歳への対応

間中りんぺい区政報告

•以下の方は、接種済証などをお手元に用意し、板橋区新型コロナワクチン
コールセンター（☎ 0120-982-252）へご連絡ください。 

• 2回目接種から8ヶ月経過しても3回目接種券が届かない方 
• 1-2回目接種を受けた後に転居された方

国・東京都による3回目接種の大規模会場
開設日時や予約開始日などは未定です。 

（令和3年12月10日区政報告作成時点） 
- 唐突に発表されることもありますので区ホー
ムページ等ご確認ください 

- 国は、できる限り3回目接種を前倒しする方
針であり、区も各種変更への対応を迅速に進
めてまいります

【接種時期】 
２回目接種の8ヶ月(*)以上経過後（令和3年12月17日現在） 
例：令和3年6月15日に2回目接種を受けた場合、その8ヶ月後は令和4年2
月15日です 

*予防接種法に基づく接種費用の公費負担や、予防接種健康被害救済制度の対象
となる最短の間隔が6ヶ月であり、国が定めた標準の間隔は8ヶ月です。 
*「前倒しで6ヶ月に」との報道もあり、早まる可能性があります。 

【接種券の発送時期】 
２回目の接種日から7ヶ月後を目処に、区から順次発送 

• 1-2回目接種では年齢順でしたが、3回目は接種履歴を確認した
うえで「2回目接種順」に発送します 
• 同居の家族や、同年齢の友人などと接種券の到着日が異なる可能
性があります

【接種対象者】 
• 18歳以上の３回目接種を行います 
- 未接種の方については、旧蓮根高齢者在宅サービスセン
ターで1回目、2回目の接種が可能です 

• 12歳以上18歳未満には1-2回の接種を行います 
- 12-17歳への3回目接種は、科学的知見が集まってから
再検討します 

【使用ワクチン】 
- ファイザー社製またはモデルナ社製のいずれか 
- 1-2回目と異なるワクチンでも可です

この一年も 
みなさんと向きあって 

はたらきます！

mailto:rinpeimanaka@gmail.com


日本版DBS

間中りんぺいの試み

パブリックコメント

【りんぺいポイント】 
板橋区にとって「広聴」とは？ 
行政運営の公正さ・透明性を図るために、施策

案件ごとに一般から意見を集める仕組みがパブ
リックコメントだが、板橋区では、その１案件あ
たりの意見提出人数は8名（この4年間で集計）
と、東京23区のなかでも目立って低い。 
区は、区民の生活の現実をどのように捉えてい

るのか。「区民の声」をきちんと聞くこと、そし
て集めた声や意見をきちんと扱っていくこと。コ
ロナ禍だからこそ注力すべき課題だ。

区民の声をしっかりと聞いて、区の実情を把握できていなけれ
ば、施策が空振りになってしまうことが危惧される。 
新型コロナ禍で、国や都の支援のほか、板橋区は独自の支援をし

ているがその取組みは本当に区民のニーズに合っているものなの
か?　１番身近な行政である区の支援は、区の実態、区民の実情に
合った取組みであるべきだ。

•他区よりも板橋区は件数が少ないという認識から、パブリック
コメントの充実、意見をできるだけ幅広く多くいただけるよう
な改善が必要と考える。 

•パブリックコメントでのご意見に、区の考え方を示しつつ、可
能な限り計画に取り込み、区議会へ報告・公表していく。 

•区では、区民の声収集システムや地域団体の要望の聴取など、多
様な仕組みを設け、日常的に窓口や電話、区長への手紙、区民
の声収集システムなどで寄せられるご意見について、速やかに回
答・対応しながら、集約された意見を全庁的に情報共有するこ
とで区民サービスの向上に努めている。

間中りんぺいの質問

23区別パブリックコメント 
1件あたりの意見提出人数
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板橋区パブリックコメント提出人数 
（平成27年～令和元年 73件）

江東区 117人

足立区 44人

世田谷区 39人

新宿区 34人

品川区 23人

杉並区 16人

目黒区 13人

荒川区 12人

中野区 11人

千代田区 10人

 

板橋区 8人

… …

板橋区からの回答

イギリスではDBSという機関があり、
過去に性犯罪を行っていないとする証
明書を申請者に発行しています

学校での教員による事件が増えている。板橋区内でもつい先日、
小学校教員が生徒へのわいせつ事件で逮捕された。 
こうして表沙汰になっている事件がある裏で、見えていない被害

者が多くいる可能性がある。学校や施設、児童養護施設等において
指導的立場にある人間の不適切な行為や虐待等が起きている可能
性は否定できない。実態が見えないからこそ、仕組みとして子ども
たちを守ることのできる制度が必要とされる。

• 教育職員免許状、いわゆる教員免許を失効または取り上げられ
た者の情報は、文部科学省の検索ツールを活用して把握してい
る。臨時的任用教員の手続をする際も同じツールを活用して対
策を取っている 

• 過去にわいせつ事案で懲戒免職となった教員など、教員として
不適切な者の採用をしないよう防止対策をしている

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

【りんぺいポイント】 

区内の学校教員について。不適切な方が教員と
して入ってこないように、区はどのような策を
採っているのか。 

小児わいせつの特徴として、ほかの性犯罪と比
較をしたときに、高い再犯率と常習性が挙げられ
る。指導的立場の人間が、その立場を利用して加
害者になることが簡単にできてしまう。どれだけ
親が気をつけても、保育や教育の場に性犯罪者が
紛れていると、子どもを守ることが難しいのでは
ないか。 

更生保護については、重々承知をしており、い
つからでもやり直しができる社会をつくることは
大変重要。ただし、たとえば性犯罪歴のある方が
数か月もたたないうちに再び子どもに関わる仕事
に就けるという状況は改められるべきだ。 

⼦供にわいせつ⾏為を⾏った教員に対
する措置について、教育職員等による
児童⽣徒性�暴⼒等の防⽌等に関する法
律77(*)に基づく取組を着実に進め
る。さらに、保育⼠における同様の対
応のほか、教育・保育施設等や⼦供が
活動する場で、有償、無償を問わず職
に就こうとする者から⼦供を守ること
ができる仕組みの構築等について検討
し、⼦供をわいせつ⾏為�から守る環境
整備を進めるなど、海外の先進事例を
踏まえ、⼦供の安⼼の確保のための
様々�な課題について検討する。��

*教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関
する法律（令和３年法律第57号）�

全国の被措置児童虐待件数
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厚生労働省HP「被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について」より（間中
りんぺい作成）

アドボカシー
子どもに関わる大人の不適切な行動
を把握する必要から、アドボケイト
の導入が進む自治体もあります

令和元年度の被措置児童における虐待
通告・受理件数290件のうち、虐待が
認められた件数は94件 

•虐待の事実が認められた施設 
- 児童養護施設：50件 
- 障碍児入所施設等：14件 
- 里親・ファミリーホーム：11件 
- 児童相談所一時保護所：11件 
- 児童自立支援施設：4件 

•虐待の種別・累計 
- 身体的虐待：59件 
- 心理的虐待：19件 
- 性的虐待：13件 
- ネグレクト：3件

学校・保育園・幼稚園・児童福祉施設等での虐待は、全体として
増加傾向にある。子どもへの、わいせつ事案を起こした教員数
も、2010年の175人から2019年には273人と急増している。こ
のような状況に、区はどのように対応していくのか。

•東京都福祉保健局が措置児童等虐待の対応とともに、児童福祉審
議会において事案の検証を行い、施設側に改善を求めている。 
•区は、児童相談所設置市への移行に向けて準備を進めており、児
童福祉審議会の設置と、被措置児童等虐待対応の体制構築の準備
を進めている。 
•虐待予防のため、子どもの権利ノートの活用等により、子どもの
意見を酌み取る仕組みづくりを進めるとともに、児童養護施設と
の連絡会を立ち上げ、緊密な連携体制を構築する。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

【りんぺいポイント】 

アドボカシーは、アドボケイトや意見表明支援
員と呼ばれる、子どもの声を代弁し権利擁護を進
めるマイクのような存在だ。 
学校や保護施設における虐待は、そもそも被害

が露見しにくいと言われる。表に出てこない事例
もたくさんあるはずだ。 

区民の声を取り入れること
の重要性について考えま
しょう

ゼロ・ウェイスト

無駄や浪費をなく
し、そもそもごみを
出さない、ごみが出
ない生活を目指そう
という考え方です

ゼロ・ウェイストの考えで
は、ゴミは人間社会のエラー
だと言う。人間社会の仕組み
の中で生まれたエラーを減ら
すために、それを「10%、
20%削減しよう」ではなく、
「ゼロにしよう」と宣言する
からこそ抜本的な改革が求め
られる取り組み。日本では徳
島県上勝町から広まった。

ゼロ・ウェイストの取組で、行政には、つながりをつくる、ミッ
シングリンクをつなぐという役割が期待をされる。個人のみなら
ず、区内企業や事業者にも広く考えが浸透することが求められる。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

• 来年度以降も、リサイクルプラザのゼロ・ウェイストプロジェ
クトを、ワークショップ形式も取り入れ開催予定。 

• 今後も、ゼロ・ウェイストの考え方について、区民や事業者に
分かりやすく、関心を喚起できるよう周知に努める。

内閣府の「骨太改革2021」
には、このように記述され
取り組みが始まっている 

「経済財政運営と改⾰の基本⽅針
2021について令和3年6⽉18⽇�

�閣議決定」より

【りんぺいポイント】

間中りんぺいが区議会に提案した項目の一部を紹介します

小豆沢公園の景観問題
空間として気持ちのよい景観を保つ公園運営が望ましい。クレー

ムの都度、コーンを増やすような場当たり的な行政対応ではなく、
地域の中でコミュニケーションを図るような場所であるべきだ。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

• ルールやマナーを守っていただくため、コーンを設置して注意喚
起は安心・安全にご利用いただくための必要な周知である。 

• しかし景観にも問題があるという指摘であり、アーチスタンドな
どの別の方法を活用するなど、できるだけ公園の景観に配慮しな
がらの運営を図りたい。

禁止事項（左側ランニン
グ走行、キックボード・ス
ケートボード、犬の連れ込
み、自転車・バイク乗り入
れ）などがカラーコーンに
貼られています

道路法や公園法に縛られない
「広場」が岩手県紫波町などで
作られ、社会交歓の場の実践例
として注目を集めている。 
板橋区内には、350近い公園

がある。禁止事項ばかりの公園
は、地域を活性化させるどころ
か、むしろ周辺エリアの価値を
奪いかねない。いま必要なのは
公園ではなく、区民の力を引き
出していく広場ではないか? 
推進するための公民連携など

と併せて、今後取り組みたい。

【りんぺいポイント】

すくすくカード
区は子育て世代を応援す
る「すくすくカード」で
子育てしやすい環境づく
りを推進しています

産後に比べれば余裕のある方が多い妊娠期間は、子育てに役立つ
関係性を、地域の中で形成できる貴重な時間だ。現在は、子どもが
生まれてからしか使えない「すくすくカード」を母子手帳と同じタ
イミングでお渡しして、妊娠期にも使えるよう妊婦ケアのサービス
も含めて情報量を拡大してはどうか。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

• 来年度から事業の対象を「出生より２歳未満」から「妊娠中より
３歳未満」まで広げ、利便性の向上とサービスの拡充を目指す。 

• ご提案の趣旨も踏まえ、多くの区民の方々に利用していただける
よう検討していく。

男性の産後うつ
イクメンという言葉が定着し
て、仕事と育児の両立があたり
まえになったいま、男性の「産
後うつ」が指摘されています

出産後に約８割の母親が経験するマタニティブルーが、10人に1
人は２週間以上続いたり、数週間後に生じることもある。それが
「産後うつ」だが、出産しない父親でも約1割が産後うつのリスク
があると、国立成育医療研究センターなどが研究発表した(*)。厚
生労働省は、出産しない父親の産後うつの要因には、経済的不
安、労働環境、夫婦の不仲などが複合的に絡み合うと分析する。
区の対応を問う。 

(*)研究には、イギリスの研究者により開発され、日本でも産後うつのスクリーニン
グに広く使われる「エジンバラ産後うつの質問表」が使われた。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

• 区は直接的な取組は行っていないが、健康福祉センターでの両親
学級には、父親にも参加いただき、センターが心や健康に関する
身近な相談機関であることを周知している。現在はコロナ禍で、
両親学級の再開を見合わせているが、早期の再開を目指す。 

• 今後、父親への子育て支援事業の実施には、父親の「産後うつ」
への取組も含めて検討していきたい。

区営の駐輪場

自転車のサイズが
大きくなってきた
社会状況に応じ
て、幅の広い駐輪
場が求められます

板橋区からの回答

• 新たに自転車駐車場を設置する場合や、駐車設備の増改築を行う
場合、大型自転車の増加、ニーズの変化や地域の特性も考慮し、
利用しやすい環境整備に努めている。 

• 既設の自転車駐車場も、大型自転車の利用状況を勘案し、拡幅
や駐車位置の工夫などの対応を順次、進めていきたい。

間中りんぺいの質問

昔に比べて、前後に子どもを乗せられるようなハンドルの幅の広
い電動自転車が明らかに増えているが、区の駐輪場のラック幅は狭
く、使い勝手がよくない。

（あずさわスポーツフィールド）

（コロナで中断していた毎月１日
のゴミ拾い活動を再開しました）

（9月末時点で、71本のカラー
コーンが置かれていました）

コロナ禍の影響で、妊産婦の
うつ傾向が以前の3倍に増えた
という報道がある。区の予算
が無いからと、両親講座や妊
産婦講座などの開催を減らす
べきではない。 

講座に父親が参加すれば、子
育ての知識やスキルを身に付
けると同時に、母親にとって
は「一緒に子育てをしてくれ
る」という心理的安心感が得
られると聞く。 

予算が無く専門家を招けない
としても、健康福祉センター
の資格を持った職員や、地域
の先輩ママ・パパとの接点の
中で学べることもある。 

コロナが落ち着いたら、地域
人材を活用することも方策の
ひとつとして、両親学級等を
再開するよう、事業内容の充
実も含めて提言していく。

区立美術館にて親子で絵画鑑賞

子どもを連れて散歩のひととき

【りんぺいポイント】

すくすくカードは、区へ妊
娠届を提出された時に、母
子健康手帳と一緒に渡され
ます。 お子さんが生まれた
後に区内に転入された方に
ついては、転入届を提出後
から約 2～3 週間でご自宅
宛に郵送されます。

電動自転車（ママチャリ）に
乗っていると駐輪スペースが悩
みのタネですね。 
特に区営施設の駐輪場は狭い

です。たとえば志村坂上駅前に
あるいくつかの駐輪場のラック
幅を測ってみると、コンビニと
銀行のラック幅は約45センチ
で、区の駐輪場は約30センチ
と、15センチも違いました。

【りんぺいポイント】

間中りんぺいが区議会に提案した項目の一部を紹介します


