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○８番（山崎 まゆみ君）   おはようございます。山崎でございます。９月一般

質問、よろしくお願いいたします。 

 新型コロナ感染拡大が進み、町内にも発表がありましたが、一日も早い回復をお祈

りいたします。この春以降、政府はコロナウイルスによる経済危機を封じ込めるため

大規模な財政出動を本格化させ、東員町においてもコロナ対策のための補正予算を相

次ぎ編成しています。コロナ危機への政策対応を評価するとともに、国や市町村を取

り巻く財政状況は深刻の度合いを増しているため、持続可能な東員町の財政収支につ

いて、議員として我が町の予算づくりを監視、提言するため多くの皆さんと考え、引

き続き議論していきたいと思っています。 

 ９月一般質問では、コロナ禍でお困りの町民の方について、高齢者福祉の分野と学

校教育の分野で質問します。 

 通告書に沿って質問していきますので、よろしくお願いいたします。 

 １、新型コロナウイルス影響下の介護と第８期介護保険事業計画に向けて（１）訪

問介護を利用されている方や入所型施設に入居されている方に及んでいる影響と町の

対応はどのようですか。（２）老人保健施設等介護事業者に対し東員町の支援体制は

どのようですか。（３）医療と介護の連携体制についてはいかがですか。（４）地域

包括ケアは地域共生社会に繋がり、地域づくりに繋がるという観点で、住民と行政の

協働、健康長寿課だけでなく町民課など他の課との連携はいかがですか。 

 以上について答弁お願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   おはようございます。「新型コロナウイルス影

響下の介護と、第８期介護保険事業計画に向けて」１点目の介護保険サービスの利用

者に対する影響についてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症の拡大により、

医療機関等におきましては、いわゆる「受診控え」などが顕著になっている一方、本

町の訪問介護や施設入所などの介護保険サービスのご利用状況については現在のとこ

ろ大きな変化はないと感じております。感染拡大の厳しい状況の中で利用者の方やそ

の家族の生活を継続するため、それぞれの事業所、職員、介護従事者のお一人おひと

りが真摯に対応され、事業を継続いただいているご苦労に対し、改めて敬意を表する

とともに感謝申し上げます。介護保険事業所が提供する各種サービスは、コロナ禍で

あっても利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、今後

も徹底した感染防止対策を行った上で事業を継続することが求められます。町といた

しましても国などからの情報提供や必要な物資の提供など、事業所に対する支援を継
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続してまいります。 

 ２点目の介護事業所等に対する町の支援体制についてお答えいたします。１点目で

も申し上げましたとおり、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止に努めながら

事業を継続いただいている社会福祉施設等に対し、本町におきましては一事業所当た

り１０万円の支援金を給付する「社会福祉施設等特別支援金給付事業」を実施してい

る他、マスク・消毒液など衛生用品の支援を実施しているところでございます。 

 次に３点目の質問について、本町は平成２６年度から、いなべ市と共同で「いなべ

多職種連携推進協議会」「いなべ在宅医療介護連携研究会運営委員会」を設置し、地

域包括ケアシステム構築に向けた在宅医療、介護連携推進事業に取り組んでおります。

特に昨年度から、在宅療養生活を支えるために、医療・介護関係者間が情報共有をす

るための支援として、ＩＣＴ、いなべ地域にぎわいネットの導入を行っています。現

在は、医療・介護従事者を対象とした研修会や講演会などは新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、中止・延期となっておりますが、このような状況下だからこそ、

医療と介護の連携体制の強化は重要です。今後は、ケーブルテレビ等を活用し、住民

の皆様への啓発を図るとともに、ＩＣＴの活用、オンラインでの研修会の開催などに

より、新型コロナウイルス影響下においてもスムーズな入退院連携など、医療と介護

の多職種連携のさらなる推進を図ってまいります。 

 最後に４点目の質問について、地域包括ケアシステムは住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される社会システムであり、市町などが、地域の自主性や主体

性に基づき、かつ地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となります。地域共

生社会はこれをより進化させ、困難を持つあらゆる人を地域で支えるための仕組みで

ございます。本町では、この地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センタ

ーを、今年度からこれまでの町内１ヶ所から２ヶ所に増やすなど、機能強化に取り組

んでまいりました。また、現在策定中の第８期介護保険事業計画における国の基本指

針では、高齢者の地域での生活を支えるための地域包括ケアシステムは、地域共生社

会の実現に向けた中核的な基盤となり得るもので、今後は地域づくり等とも一体的に

取り組むことが必要とされております。本町においても今後、地域共生社会の実現を

含め、自分たちの地域を考え、地域で支えるまちづくりを、全町一丸となり目指して

まいりますので、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。地域での暮らしの重要性
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が増していき、コロナ禍で高齢者同士の交流の場や医療と介護を予防する行政の取り

組みがコロナが理由で休止したり、デイケアサービスの自主休業でフレイルや要介護

度が進むことが懸念されています。 

 ここでお尋ねさせていただきます。感染が拡大し、緊急事態宣言下においても介護

サービスを利用して生活されている方が必要な介護サービスを引き続き確実に利用で

きる環境整備についてはいかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中川健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えさせていただきます。緊急事態宣言下に

おいても、やはり住民の皆様が安心して利用いただけるサービスの環境整備は非常に

重要と考えております。先ほどもご答弁させていただきましたように、マスクや消毒

液など感染拡大防止に必要な物資の提供や、今回につきましては、社会福祉施設等に

対し特別支援給付金を支給させていただいて、各事業所様におかれましては、感染拡

大防止対策にしっかりと努めていただいていると考えております。 

 またさらに、やはり施設におきましては、日頃から利用者の健康状態の変化などを

しっかり注視していただくことや、さらにはやはり従業者、皆さんが連携してしっか

り感染防止対策を取っていただく。これが一番重要になってくると思いますので、や

はりそちらにつきまして事業所と連携を図りながらしっかりと皆様が安心して利用で

きる環境を推進していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。いろいろと整備をしていた

だき、本当に心強いです。 

 自粛の解除で体力が低下したことに気が付かず、活動再開をしてけがに繋がりやす

くなったという話も聞きます。制限がある中でも、高齢者がどのように社会参加をす

るかが課題で、高齢者の後押しをするような支援を引き続きお願いしたいです。 

 さらにもう１点お尋ねします。第２地域包括支援センターが６月から笹尾連絡所内

に開所されましたが、利用状況についてはいかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答え申し上げます。本年度６月から第２地域

包括支援センターを笹尾連絡所に設置させていただきました以降、やはり想像してい

た以上に相談等が多い状況でございます。６月以降、大体月平均させていただきまし

て、電話や訪問でのご相談が実人数で約２５件程度、延べ件数でいきますと月当たり

約３２０件ほど電話や訪問でのご相談を受けていただいている状況でございます。 
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 また介護保険のサービスを利用するための新規申請が６月以降、全てで３４件、笹

尾連絡所の方で受けていただいておりますので、やはりこれからもさらに相談が増え

ていくのではないかと考えております。 

 また内容的には、やはりおひとり暮らしの高齢者、それから高齢者のみの世帯から

いろいろな様々なご相談を受け付けていただいております。実際にご相談いただいた

皆様からは、やはり身近な場所にこういう相談できる場所ができて本当に相談しやす

くなったというお言葉もいただいております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。地域包括支援センターの機

能強化、福祉に関する様々な相談にワンストップで対応できる福祉相談窓口として、

気軽に参加してもらえるよう、町民の皆さんへの周知に私も協力していきたいです。

まだまだご存じでない方が見えると思います。そして今までは笹尾連絡所でこちらは

何なのというふうなことを言われるお問合せも私の方にいただいたりしております。

第２地域包括支援センター、名称はそのとおりなのですが、もう少し親しみのある愛

称などを考案すると、さらに町民の皆さんが利用しやすいかなと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えいたします。確かに第２地域包括支援セ

ンターと役場にあります地域包括支援センター、なかなかまだまだ住民の皆様に浸透

していないということを私どもも課題として持っております。今議員からご提案いた

だきましたように、新しい、皆様が親しみやすい名称、こちらについても今後とも検

討してまいりたいと思います。 

 実際に包括支援センターを機能強化して２ヶ所に開設する際、当初は３月ぐらいに

開設のための講演会とか、いわゆるスタートのための発表会を実施しようと思ってお

ったんですが、このコロナ禍においてそういうこともちょっとできなかった状況がご

ざいます。そういうことも含め、また新たな取り組みとして内容を発信できたり、新

しい名称を募集したり、いろいろと新たな取り組みを検討してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。ネオポリス内に新しくで

きた地域包括支援センターは、先ほど、課長がお話されたとおり、例えば運転免許証
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を返納された方も近くてとても利用しやすいと思います。介護を考え始めたときに、

上手に活用できるように引き続きお願いします。 

 さらにお尋ねします。サービスを提供する訪問ヘルパーなど、介護労働者が感染す

るなど、やむを得ず介護事業所が休止せざるを得ない場合に利用者の情報を事業所間

で共有して、他の事業所が代替できるような体制が現在できているのでしょうか。お

願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答え申し上げます。確かに感染拡大防止を徹

底して行った場合であっても、他の市町でもありますように、やはり介護事業所での

発症は考えられる想定だと思っております。しかしながら、やはり在宅サービスを提

供していく上で、事前に他の事業所に個人の情報を共有して対策を取るというのは、

やはり個人情報の観点からもちょっと難しいのではないかというところも危惧すると

ころではございますが、やはりそのような緊急事態が起こった場合は、利用者の方が

困らないように、スムーズに代替であったりとか、違うサービスを利用するなど、対

応が必要と考えております。基本的には在宅で訪問介護や介護サービスを利用してい

ただく際は、必ずケアマネジャー、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがサービス

調整やいろいろな利用者の方の相談等に乗っていただく役割を担っております。この

ケアマネジャーが例えば感染症でそういう事業所が利用できなくなった場合も、その

ときにケアマネジャーが中心となって代替サービスであったり、その方の生活を支援

していただく調整役となっていただくと考えております。 

 また今の制度といたしましては、例えば通所介護、通っていただいているサービス

何ですが、もし感染症の利用者が出たり、職員が感染した際に、感染拡大防止の点か

ら通所を訪問に切り替えるということも可能となっております。様々な対策を講じて、

実際に町民の皆様が生活を継続していく上で困難がないように対応してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。多くの高齢者福祉の事業所

では、感染リスクに配慮しながらコロナ禍で事業継続に努めてみえます。 

 コロナで富山市の老人保健施設で５９人のクラスターが発生したとき、老人保健施

設に医師や看護師併せて１０人以上が富山市の主導で派遣され、対応に当たりました。

介護保険制度自体は民間事業者の活動を基本としているので、普通は自治体が緊急時

の対応を采配できないことが多いですが、富山市の事例は支援体制がとても早かった
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と評価されています。東員町においても、このような整備を期待していますが、いか

がでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答え申し上げます。介護保険事業所、介護施

設等におきましては、議員がおっしゃっていただいたように、民間が事業を実施して

いただいておりますが、全てのサービス事業所は県または町の指定を受けて事業を実

施していただいております。やはりこういう緊急事態が起こった場合は、町としまし

ても、県の保健所としっかり連携を図りまして、保健所の指示の下、介護サービス事

業所施設への対応を行ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   分かりました。施設間の介護職員の応援体制の構築

など、施設自体の介護崩壊を防ぐ意味でどうしても必要なときには必要なものだとな

るということで対応も考えてみえるというお話をお聞きしました。 

 認知症高齢者や日常生活動作能力が低下している高齢者をコロナ感染で受け入れる

医療機関の体制についてはいかがでしょうか。そしてさらに、高齢者施設では医療依

存度の高い入所者をどう扱ってみえるのでしょうか。 

 以上の観点から、医療と介護の連携の強化が重要であると考えます。いかがでしょ

う。お願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答え申し上げます。まず１点目の認知症高齢

者や日常生活動作が低下している高齢者のコロナ感染で受け入れる医療機関の体制に

ついてというご質問でございますが、原則としまして、コロナ感染、いわゆるＰＣＲ

検査で陽性が判定された方に関しましては、感染症医療機関の指定を受けていただい

ている医療機関で受入れをしていただくという形になっております。こちらですと桑

名の保健所、保健所の方で割り振りをしていただいていると聞いております。 

 そもそも感染症の指定医療機関が大きな総合病院が指定されていることから、やは

り元々認知症の方であるとか、日常生活動作が低下している方の受入れをいただく施

設であったりとか人員はしっかり配備されていると考えておりますので、特に問題は

ないのではないかと考えております。 

 ２点目の、高齢者施設での医療依存度の高い入所者の方への対応についてですが、

基本的に介護保険で言う高齢者施設もいくつか種類がございまして、やはり医療ニー

ズの高い方から、医療ニーズのない方まで、施設の種類を選択することが可能です。
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例えば、一番医療ニーズの高い方は、医療と介護が療法提供可能な介護医療院という

施設もございます。また先ほど申していただきました、老人保健施設、これも医療ニ

ーズの高い方が在宅に変えるためのリハビリ施設として医療と介護と、医療ニーズが

高くても利用できる施設となっております。やはり特別養護老人ホームですね、こち

らにつきましては、やはり生活の場という考え方がまず前面に出てまいりますので、

医療ニーズがある方に対する対応としましては、やはり医療的処遇を円滑的に行うた

めにそれぞれの特別養護老人ホームが必ず協力病院を定めております。これは開設す

る際に必ず教育病院を定めなくてはならないとなっておりますので、やはり協力病院

としっかり連携を取って医療に対応していただいていると考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。訪問サービスは小さな事業

所が多くて、最近では閉鎖、倒産の状況も聞くことがあります。緊急事態の中で地域

で暮らす要介護高齢者を感染から守り、事業所は生活を守るために日々尽力していた

だいています。施設職員介護医療の方、そしてその方たちは医療従事者の皆様と同様

にコロナ禍において大変苦労してみえます。改めて感謝をし、できるだけ安心して働

き、休める環境整備のため、訪問系サービスの人材を増やす対策ということに取り組

む必要があると思いますが、その点についてはどんな状況でしょうか。お願いいたし

ます。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えさせていただきます。議員おっしゃって

いただいたとおり、訪問介護を行っていただくヘルパー、介護従業者ですね。に限ら

ず、今現在、やはり介護人材、これは医療人材と一緒で非常に人材不足で課題となっ

ております。町といたしましても国の今回の第８期介護保険事業計画においても、や

はりそういう介護人材不足についてしっかりと計画に位置付けるようにという方針が

出ております。町といたしましても、やはりその訪問介護のヘルパーのみではなく、

介護人材不足に対しまして、事業所からいろいろ聞き取りを行ったり、計画へしっか

り位置付けるよう、今年度計画を策定いたしてまいりますので、しっかり検討してま

いりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   分かりました。ありがとうございました。 

 地域包括ケアについて最後にもう一点お尋ねします。地域での暮らしの重要性が増
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しており、地域包括ケアを住民と行政の取り組みとして前向きに考えていくと良いと

思います。現在実施している認知症カフェについて、今以上、魅力あふれる場、役立

つ場にすることについて、いかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   認知症カフェにつきましては、私ども町といた

しまして平成２７年度からモデル事業として実施し、約５年間経過いたしました。そ

の間、平成３１年度からはより身近な地域で開催し、より多くの方に参加しやすい環

境をつくるために、介護サービス事業所様にもご協力いただいて、場所を増やすなど

推進に力を入れてまいりました。この５年が経過しまして、やはり認知症当事者の方

や、その家族の方、それから認知症や予防に関心のある町民の皆様に参加していただ

いておりますが、やはりだんだん参加していただいている方が当事者やその家族では

なく、認知症の予防に関心のある町民の皆様の参加が多くなってきているというのが

現状でございます。 

 やはりこの認知症カフェというのは、地域共生社会において認知症になっても住み

やすいまちづくりというのが目的となっておりますので、やはりさらにこれからも議

員ご指摘のとおり、カフェの目的、それから対象者、内容などをしっかりともう一度

精査し、担当で意見交換等を行いながら、今後もう一度、目的に合わせた開催方法等

を検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。認知症カフェについては、

私も都合がつく限り勉強のために参加させていただいています。そこでいつも感じま

すのは、とても楽しい内容を企画していただいて、認知症予防に関するお話、歌を歌

ったり、体を動かしたり、そういうメニューが大変多く、それにとどまっているかな

というふうに思いまして、それから認知症になるとちょっと大変だから、認知症にな

ると困るからみたいな、そういうニュアンスも若干感じてしまいますので、そうでは

なく、せっかくお越しになった皆様に認知症をもう少し理解していただいて、地域の

認知症の方、そして皆さんで声を掛け合って、みんなで見ていきましょうというよう

な、そういう発展をしていくカフェになるといいなというふうにいつも思います。今、

課長がお話されたとおり、全く同様ですので、また少しずつ内容について検討してい

っていただけたらと思います。 

 福祉についての質問はこれまでとさせていただきます。 

 次に通告書の２点目、一斉休校再開後の子どもの学習について。学校に行くのが楽
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しみでした。何人もの生徒、下校する子たちから聞いた言葉、とてもうれしかったで

す。小中学校一斉休校が明けて、分散登校でスタートした５月１８日のことです。新

型コロナウイルス感染症の大流行という非常事態をだれが予測できたでしょうか。東

員町内の小中学校も今年の３月２日から、本当に急に信じられないぐらい突然に臨時

休校が始まりました。４月に全国対象の緊急事態宣言が発出されて、多くの学校の休

業が延長されました。学校の休校が長引くとさすがに子どもも保護者も不安がつのり

ました。全国的に見て、卒業式、修了式もできない新年度になったのに、入学式も始

業式もできなかった学校もありました。これらの期間、分散登校の時期も経て、６月

１日からようやく平常の学校生活が再開、そして平常よりずっと短い夏休みも終わり、

８月１８日に２学期が始業、２学期３週間目に入った今朝、小中学校の子たちが登校

時に元気に挨拶してくれる子たちを見送った今日の朝でした。 

 私の一般質問２つ目は、一斉休校再開後の東員町の学校教育についてです。通告書

に沿って質問させていただきます。 

 （１）休校による授業時間不足の対応は。（２）悩みを抱える児童生徒の対応は。

（３）ＧＩＧＡスクール構想の前倒し、東員町では今年度末までに小中学校児童生徒

全員に一人に端末を一台ずつ配備することを目指していますが、その具体的方針はど

のようですか。ご答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山崎議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の「休校による授業時間不足の対応」についてお答えいたします。今回のコ

ロナ感染予防のための臨時休業日数は卒業生以外の在校生では、合計４４日となって

おります。本町では、授業時間の確保とともに学習の遅れを解決すべく次の４点に取

り組んでおります。 

 １つ目は、長期休業期間の短縮による授業時間の確保であります。本年度の夏季休

業期間を２５日、冬季休業期間を２日合計２７日短縮し授業日の補習に充てる予定で

す。各校では、感染症や熱中症対策を十分に行いながら学習を進めております。 

 ２つ目は、「臨時休業中の家庭学習における予習・復習の充実」であります。臨時

休業期間中に学校から出された課題に取り組むことで、学習の遅れを出さないように

取り組みました。 

 ３つ目は、「年間カリキュラムの見直しと学習内容の精選」です。各単元の指導構

想の見直しも含め、簡単な予習や復習の部分は家庭学習に回し、学校での授業では、

新たな概念や理論の獲得を中心に学習内容の重点化を図り、限られた授業時間を有効
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に活用しております。 

 ４つ目は、「学校行事の精選と中止」です。具体的には、遠足や校外学習等の行事、

個別懇談や家庭訪問の中止、始業式や終業式、全校集会等の簡略化を進め時間短縮を

行っております。 

 このような取組により生み出された時間を授業時間の補充に充て、現在、全学校の

授業内容において、おおむね例年同期の水準まで回復できており、９月からは例年ど

おり２学期の内容で授業を行うことが可能となっております。 

 ２点目の「悩みを抱える児童生徒の対応」についてお答えいたします。この臨時休

業期間は、全ての児童生徒にとっていまだ経験のないことであり、臨時休業明けも

「新しい生活様式」に準じた感染症対策、新たな学習形態を習慣化することが求めら

れております。そこで、学校生活の変容に不安を感じたり、体調に変化が見られたり

している児童生徒を把握し、休業期間また学校再開後も、児童生徒にできる限りの支

援を行い、心身の安定と学習意欲の維持に努めてまいりました。具体的には、子ども

たちに心と体に関するアンケートを実施し、学習・生活の両面で意欲や心身の状態を

把握するとともに、不安や悩みを抱えている子に関しては、個別面談や個別支援を行

い、その解消を図ってきました。また、心理的不安のある子や家庭に対して、養護教

諭やスクールカウンセラーが面談したり、学習の遅れが見られる子に対応すべく学習

指導員を配置し補充学習を行ったり、それぞれの子どもが抱える不安に対して、適切

かつ迅速に対応してきました。 

 このような取り組みを行うことで、学校再開後も子どもたちは元気に登校し、コロ

ナ禍の新しい生活環境の中でも集中して学習する姿が多く見られます。 

 しかしながら個別に見ていきますと昼夜逆転や生活のリズムが乱れて学校へ来にく

くなっている児童生徒もいることも事実であります。個に応じた丁寧な対応が必要で

あると考えております。 

 ３点目の「ＧＩＧＡスクール構想における一人一台端末の配備後の活用方法」につ

いてお答えします。ＧＩＧＡスクール構想における一人一台端末の導入を契機に、本

町では情報活用能力、すなわち「情報を収集し、読み解く力」、「情報を活用し、理

論的・創造的に思考する力」の育成を進めます。具体的なＩＣＴ端末の活用方法とし

ては、インターネットでの情報収集、デジタル教材等を用いた個別学習、写真や動画

の記録、思考を深めるプログラミング学習などでございます。これまでより個別最適

化が図られ、一人一人の学習を進めるために活用していきたいと考えております。ま

た、家庭学習でもＩＣＴ端末を活用した予習・復習や、新たな課題について自主的に
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学習することで、自学自習する力を身につけていきたいと考えております。 

 今回のような感染症等における臨時休校時にも、家庭において個々の課題学習をよ

り効果的に進めることができるツールと考えられます。 

 ＧＩＧＡスクール構想によりまして、授業準備や成績処理等、教員の負担軽減にも

繋がりますが、導入初期には、一時的に児童生徒と教員の負担増を起こすことが十分

想定されます。今、社会問題化している教員の過重労働は、本町におきましても深刻

な課題でございまして、月曜から金曜日まで少なからず時間外勤務を要せられ、中学

校におきましては、休日も部活動で働いているのが現状でございます。 

 よって、ＧＩＧＡスクール導入初期には、国や県においてＩＣＴ支援員を確保し、

これまでに増して教員の負担増に繋がらないような方策が必要と考えております。ま

た、教員の根本的な処遇改善がなされなければ時間や心の余裕がなくなり質の高い授

業の実現や児童生徒・保護者との心の通った意思疎通も図れません。あらゆる機会を

通じて国や県に要請をしていきたいと思います。 

 よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。長期期間中の子どもの様

子の把握はアンケートを実施されて子どもたちの様子を見ていただいた上で個別面談

や個別支援を行っていただいたこと、そして学習指導員などを配置していただいて補

充学習を行っていただいて、子どもが抱える不安に対して対応していただけていると

いうことはとてもありがたいと思っております。 

 コロナ禍の長期休校による学びの遅れを取り戻すために、文科省の方でも６月初め

に小中学校の教科書のうち約２割分を授業外で学ぶことができるという通知を全国の

教育委員会に出して、その内容を例示しました。文科省のサイトにも掲載されて、子

どもの勉強を見る家庭の負担が増えて大変だったという保護者の声を聞きました。萩

生田文科大臣は決して家庭に負担をかけるということではなく、授業以外の場で学習

指導員なども活用しながら個別の指導を行うと強調されたり、お母さんたちが一緒に

見てくれる家庭があれば否定しない、だけど前提にはしていないとも述べられました。

文科省は分散登校などで負担のかかる教員の支援策として、公立小中学校の教員や学

習指導員ら全国で８万人越えを追加配置するとも述べました。今、教育長がお話され

た内容になると思います。私の近所の中学３年生のお子さんのいるご家庭で、中学３

年生は受験生なので内申点に影響してはいけないと思い頑張って教えた。塾に行って

ないので家庭で教えるしかないとお話されていました。学力を取り戻そうと懸命にな
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る親もいると思いますが、子どもたちがやれることには限界があります。大人が詰め

込もうとし過ぎるとついていけなくなる子どもが出ます。手厚い支援ができた家庭と、

そうでない家庭の子の提出内容に大きな差があったかもしれません。教育格差が助長

されたのではないかと私はとても心配しています。しかし今の教育長の答弁で東員町

の子どもの様子を聞いて安堵した次第です。 

 元々全国的に教員不足が指摘されている中、東員町教育委員会はコロナ禍の以前か

ら率先して加配教員や学習支援員についても予算計上していただいています。が、コ

ロナ禍で町内の小中学校児童生徒の懸念される家庭間の教育格差について、教育長か

ら再度お願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。私ども東員町教育委員

会の町の教育の目標は大きく２つあるんです。一つは、質の高い子育てができるまち

づくり、もう一つは、教育格差をつくらないというところであります。この教育格差

なんですけれども、私どもが考えている教育格差というのは、子どもたちが本人の努

力ではどうしようもできないところから生まれてくる格差を教育格差と捉えておりま

す。私どもはそういう家庭間の格差はやっぱりあるんです。それを何としても埋めよ

うとして、人的配置とか教科内容のこととか、先生たちの力量アップとか、土曜日で

すとか、お答えしましたように４つの方向でしています。教育条件整備、それから先

生の指導力向上、それから外部の力を借りる、そして保護者とともにです。この４つ

がバランスよくならない限り、学校だけが頑張っていってもやっぱりできないという

ところがありますので、特にこの教育格差の問題、このコロナ禍の中で一つ私どもが

はっきりしてきたのは、例えばＧＩＧＡスクール構想です。それぞれの県やそれぞれ

の町で一人一台の端末をやってくださいというのでは、僕は教育格差を生み出すと思

います。今回、国が一生懸命になって全国一律で進めてきた。これは大変ありがたい

と思いました。 

 もう一つは、過密学級の問題です。実は日本は今４０人学級です。この４０人学級、

４０年前から４０人学級です。この間、世界は３５人学級へ、３０人学級へ、２５人

学級へと急激に進行しているんです。そこを私たちはまだ残している。このことをも

っと、もっと私たちはいろんなところに訴えていかなければならない。これは子ども

がいくら頑張ってもできないところの格差をつくってしまいますので、私たち大人の

責任として一生懸命訴えていかなければならないなと思っております。 

 それから今回のコロナの中で、私が一番思いましたのは、基本的には学びを保障す
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るために学校がプリントを作り、それを配布し、回収して丸を付け、そして個別にど

うですよという連絡を取っております。これだけではやっぱり駄目だなと。子どもた

ちがもっと自学自習できる力、自分で計画を立てる、自分で時間をコントロールでき

る力をやっぱり育てていかなければならないなというのを一つはっきり思ったところ

であります。今後もこういう力を子どもたちの中に育てていきたいなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。教育格差について大変配

慮していただいていること、とてもありがたいと思います。 

 次に（２）の子どもや保護者のストレスについてですが、先ほどもちょっと事例を

挙げさせていただきましたけれど、一般質問の初日に同僚議員からも同じ内容の質問

で、国立成育医療研究センターの調査結果にも触れてみえたので、重複する部分は割

愛しますが、休校中、子どもたちは本当に長く家にいて、自分なりのストレス解消法

を見付けたりと頑張ってきました。保護者も先生も子どもたちの頑張りを認めてたく

さん褒めてあげてほしいと思います。 

 学校再開後に名古屋市の学校の授業、感染症予防を学ぶという中で、先生が子ども

に対しコロナについての３つの感染症というお話をされたそうです。３つの感染症と

は何かというと、一つ目に病気、２つ目に不安、そして３つ目に差別といじめと先生

が黒板に書かれ、正しい知識を身につけ偏見や差別意識の感染を広げないようにとク

ラスの子たちに教師が訴えてみえました。 

 この点についてお尋ねします。東員町内の学校においても、感染者や濃厚接触者に

対し、感染への留意点と同時に差別や偏見を持たないという指導をしていただいてい

ると思いますが、この点をもう少しお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。私どももコロナの病気

に感染された人に対する差別や偏見というのは、どうしてもそういうことをなくして

いきたいなと強く思っております。やっぱり感染された方は被害者です。そういうの

を含めながら学校でいろいろ取り組みをしております。特に学校では、人権の学習と

か道徳の学習を使いながらお話をしておりますけれども、基本にしていることは差別

や偏見は駄目ですよと言葉で言うだけじゃないんです。いろんな場面に立たせて、子

どもたちの心を通して考えさせるという授業をしております。例えば加害者の立場に
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立つ、例えば被害者の立場に立つ。それからもう一つはどうしても落ちいりやすい場

面があるんです。例えば、学校で咳をしていた。するとＡちゃんが学校の帰りに「あ

の子コロナと違うかな。あの子休んだほうがいいね」というようなことを言ってしま

う。子どもたちだから。そういう場合に、Ｃちゃんが家に帰ってもやもやしていた。

このもやもやした気持ちは何だろうというのをみんなで考えながら授業をするとか。

それから３点目はＳＮＳです。絶対に事実じゃないことをそういうところに投稿して

はいけない。そういうことが偏見や何かを生むということを厳しく指導しております。

今私が皆さんに本当にお願いしたいことは、子どもは未熟なところがある。ただもう

一方で子どもは本当に純粋なところがあります。ですから周りの大人の人が、子ども

がもしおかしいことを言っていたら、それは違いますよ、あなたが言っていることは

おかしいよと、それぞれの家庭でもご指導願えれば、そういう差別、偏見等はなくな

っていくのではないかなと、私は思っております。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。子どもたちに差別、いじめ

の偏見をなくすためのご指導をしっかりとしていただいているということが伝わり、

とても頼もしく思われます。 

 そして次にまたお尋ねさせていただきます。コロナ禍で３密を避ける工夫や、社会

的距離に対する指導など、神経をとがらせ現場の教員の先生方にこそ、精神的、体力

的負荷がとても大きかったと思います。公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガ

イドラインなどの改正教職員給与特別措置法、給特法が今年の４月から施行されてい

ます。そして文科省が昨年実施した教育委員会における学校の働き方改革のための取

組状況調査では、教職員の健康を守るための労働環境の点検もされていますが、東員

町において、この点はいかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。基本的に年に数回、校

内に安全衛生委員会というのがございまして、そういう安全委員会の中でそれぞれの

学校の、例えば照明はどうだとか、休憩室はどうだとかいう環境整備についてとか、

労働時間についてのお話合いをしてもらっております。 

 月に１回休暇、今、特に勤務時間を把握するというのをやっております。その中で

４５時間以上を超えた先生とか、８０時間を超えそうな先生の報告が上がってきます

ので、そういう場合に面談をしたり、それから校長先生と面談をしてもらったり、産
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業医というのがうちはあるんですけど、産業医の方のところへ行って、産業医からの

指導・面談というのをしております。 

 それから私どもも本当にその本人を指導するだけではなくて、それぞれの学校で人

的配置をしながらとか、コピー機を新しくしたりとか、電話を増やしたりとか、いろ

んな条件整備を進めながら、まずは長時間労働をなくすように努力しています。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございます。 

 次に教育の３点目の質問、ＧＩＧＡスクール構想に関してです。ＧＩＧＡスクール

構想、児童生徒に一人一台の学習端末を配置するなど、教育ＩＣＴの環境整備を一層

進める内容になるのですが、その中でのオンライン授業の導入と整備について、１年

生から中学３年生、各学年対象、知識技能の習得を目的に各教科の学習動画の作成、

配信などの取り組みをされています。そしてその通信環境の整備について、安定性、

これには相当の投資が必要ではないかなと思うんですけれど、国ではＧＩＧＡスクー

ル構想とともに５か年の整備計画を打ち出され、予算措置も講じられていますが、実

際に求められる環境整備は甚大です。自治体間格差がないように町長のリーダーシッ

プで教育のＩＣＴ化を強力に推進していってほしいと思います。 

 その通信環境整備について、それぞれ異なる環境に対応することについては、家庭

とかいろんな異なる環境について、どのようにお考えか、教育長にお尋ねします。よ

ろしくお願いします。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。現在、ご家庭のＷｉ－

Ｆｉのことでの調査を行っております。それぞれに公正に全ての子がいろんなことが

できるように検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   山崎議員。 

○８番（山崎 まゆみ君）   ありがとうございました。このような環境が整備さ

れていくことで教育の形が新しくなって、より多様性のある教育スタイルを作ること

が可能になります。不登校の子、教室では発言できなかった子、障がいのある生徒、

特に自閉症スペクトラムの傾向があるタイプの子は集中してオンライン授業に参加で

きたり、どの子にとっても主体的に子ども自身で学習に向き合える日常になると思わ

れます。ぜひ進めていっていただきたいと思います。 
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 新型コロナウイルスの猛威は必ず終わりがあると思います。いろんな立場の方それ

ぞれに皆さん本当に大変な思いをしていますが、皆さんで声を掛け合いながら、皆さ

んで助け合いながら、励まし合いながら地域で仲良く頑張って乗り切っていきたいと

思います。 

 これで私の９月の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 


