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○１２番（川瀬 孝代君）   １２番、川瀬孝代でございます。 

 昨日からは台風１０号で現在ニュース等を見ておりますと、相当な被害が出ている

ようでございます。相次ぐ災害に今、日本はいろいろな角度から対策が必要であり、

この７月においても九州、そしてまたお隣の岐阜等中部地方などにも大雨が襲った、

そのような現状がございます。ここ東員町も昨年の９月には雨で大変な被害を受けま

した。ともどもにこういう災害に対してしっかりと備えをし、そしてまた毎日の生活

の中からこの備えをしていくことがとても重要ではないかと思うところです。 

 それでは通告に従いまして質問させていただきます。 

 一つ目の感染症対策についてです。新型コロナウイルス感染症の拡大によって、密

を防ぐ新しい生活様式を築くために、様々な取り組みが始まりました。社会の在り方

では、ビジネス、経済活動をどのように果たしていくのか、課題は山積みであります。

新しい生活様式を町としても定着させるために、具体的な施策を推進し構築していく

必要があると考えます。新型コロナウイルス感染症の拡大は、発生時と比べて今はど

のような状況で感染が広がりつつあるのか、また感染の原因、そして範囲などが分か

りつつあります。ポイントとしては、特別なことではなく、身体的距離の確保、マス

クの着用、手洗いの励行、３密の回避という基本的な感染症の予防対策を徹底するこ

とだと思います。新しい生活様式への対応を図る観点からも、感染拡大を防ぐ取り組

みが必要です。 

 そこで質問いたします。１点目、公共施設で日常に使用している水道やトイレ、ま

たごみ箱など手を触れずに済ませることができるように自動化が必要ではないでしょ

うか。特に学校でのトイレや手洗い場など、蛇口の自動化をしてはどうでしょうか。

２点目、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、秋から冬にかけて季節性イ

ンフルエンザとの同時流行が懸念されております。しっかりと備えをしなければなり

ません。厚生労働省はインフルエンザワクチンを原則として高齢者や医療従事者、子

どもなどから優先的に摂取をする方針を決めております。患者の増加と重症化を効率

的に抑えること、そして医療機関の混乱を避けるためでもあります。また季節性イン

フルエンザの患者数は例年１，０００万人規模とされています。特に高齢者へのリス

クも高いと言われております。現在、東員町ではインフルエンザ予防接種の一部助成

を実施しております。が、コロナ禍の中、高齢者へのリスクを下げるための取り組み

として全額助成をしてはどうでしょうか。 

 答弁を求めます。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 
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○町長（水谷 俊郎君）   感染症対策について、私からは基本的な考え方につい

て、お答えさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策につきまして、町民の皆様や事業者の皆

様には多大なご協力をいただいておりますことに、心から感謝を申し上げます。町と

いたしましても、町主催の行事につきましては、十分な感染防止対策を行った上で実

施し、十分な対策が困難なものは中止や延期とさせていただいております。 

 町の公共施設におきましても、十分な感染防止対策を講じるとともに新型コロナウ

イルス感染症の発生状況を注視しながら運営を行っております。 

 ８月の臨時議会で補正予算を計上させていただきました、国の新型コロナウイルス

感染症対策地方創生臨時交付金を活用した小中学校や災害時の避難所における感染症

対策物品の確保や、国の持続化給付金の対象とならない事業者の皆様には町独自の給

付金を支給するなど様々な対策を行っております。 

 コロナ感染症は、まだまだ収束のめどは見えておらず、先行き不透明な状況でござ

いますが、町民の皆様には、引き続き感染拡大防止対策を継続していただきますよう

お願い申し上げます。 

 詳細につきましては、担当から答弁をさせていただきます。 

○議長（水谷 喜和君）   教育委員会事務局長、西村隆嘉。 

○教育委員会事務局長（西村 隆嘉君）   私からは、学校教育施設の手洗い水栓

の自動化についてのご質問にお答えします。 

 学校教育施設におきましても、コロナウイルス対策は非常に重要であると考えてお

りまして、現在も手洗い、消毒などの感染症対策を行っております。 

 議員ご提案の手洗いの自動水栓化につきましては、現在、幼保小中で、およそ２

０％程度の設置でございまして、十分な自動水栓が設置されていない状況でございま

す。全てを自動化いたしますには、箇所数にいたしまして１，２００程ございまして、

費用もかなりの額になります。少しでも感染のリスクを低下させるため、例えばハン

ドルを回転式からレバー式に交換するなど様々な角度から調査研究いたしたいと考え

ております。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○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）   私からは、高齢者のインフルエンザ予防接種に

ついてのご質問にお答えします。 

 今年の冬は、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時に流行することが
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懸念されております。新型コロナウイルス感染症はインフルエンザの症状と似ており、

どちらに感染したものか特定することが難しく、医療現場が逼迫し混乱するのを防ぐ

ためにも、インフルエンザ予防接種を強く呼びかけており、特に重症化する可能性の

ある高齢者は優先的に接種をするよう推奨されております。 

 現在、東員町では、６５歳以上の高齢者を対象に、お一人当たり１，６００円で指

定の医療機関で接種することができるようインフルエンザ予防接種の公費負担をさせ

ていただいております。昨年度は３，８７４名、５１．６％の方に接種いただきまし

た。 

 議員ご提案の全額助成につきましては、国の動向、近隣市町の状況を注視し、慎重

に検討してまいります。 

 今年度は高齢者の方に少しでも多く接種いただけるよう、例年より約２週間、接種

開始時期を早め、１０月１日から接種をすることができるよう進めております。季節

性インフルエンザの予防接種では、新型コロナウイルス感染症を防ぐことはできませ

んが、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に伴う医療の混乱と感

染による重症化を防ぐためにも、ぜひ高齢者の方が接種機会を逃すことがないよう、

早期接種の呼びかけなど普及啓発に努めてまいります。 

 また、コロナウイルス感染症とインフルエンザの感染症拡大予防のためにも、マス

ク、手洗い、ソーシャルディスタンスなどの感染症対策にも引き続きご協力賜ります

ようお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   川瀬議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   町長から答弁をいただきました。そしてまた担当課

からも答弁をいただきました。町長の答弁の中にありますように、今回も交付金を使

いながら様々な角度から取り組みをしているところは評価したいと思います。 

 さて、水道の部分なんですが、やはり蛇口の自動化というのを進めている自治体も

現実にあると伺っております。それは今回の交付金等も使いながら実施していくので

はないかというふうに思いますが、幼稚園とか保育園とか小さな子どもを預かってい

るところだけでも自動化を進めていっていただきたいと要望するところです。そして

またいろんな角度からひねる部分をもっと簡単にというような答弁をいただきました

ので、そういう創意工夫をしながらでもいいですから、少しでも感染対策ができるよ

うに前向きに進めていっていただきたいと思います。 

 そして先ほどの課長からの答弁もございましたワクチンの接種の部分ですが、今回、

コロナワクチンのこともありまして、やはり予防がいかに大事かということがこの数
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か月の間に皆さんが意識を持たれたのではないかというふうに思います。予防、予防

という言葉がこんなにたくさん使われたときはなかったのではないかなというふうに

も感じました。行政報告書の内容と同じ答弁でしたが、５１％の人が予防接種をして

いる。残りの人たちというのは何か理由があって打たないのか、そのような内々的な

ことというか、そういうような原因が分かるようでしたらお答え願いたいと思います。 

○議長（水谷 喜和君）   中川課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えいたします。今回お答えさせていただき

ました５１．６％の方につきましては、町の補助を受けて接種していただいた、町が

指定する医療機関で受けていただいている方の接種率のご報告となっております。実

際には補助を受けずに、または指定の医療機関以外で受けていただいている方もお見

えになるかと思いますが、やはりインフルエンザの予防接種については、自分だけは

まだ大丈夫じゃないかとか、やはりインフルエンザによる影響とかも懸念して打たれ

ない方もお見えになるのではないかと、これは推測ではございますが、実際に受けな

い理由についてアンケートを取ったりしているわけではございませんので、ちょっと

把握は難しいところですが、より多くの方に、特に今年度は接種いただけるように、

今日お答えさせていただいたような必要性等を強く周知させていただきながら推進し

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   川瀬議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   分かりました。しっかりと対策を取っていくことが

とても大事だと思いますが、ある識者の方がおっしゃっているのには、ワクチンの予

防接種の効果というのは個人だけではなく、社会の防衛にも繋がるんだ。そしてまた

予防接種率が低いと全体の罹患率を引き下げる効果が弱くなる、そのようなことをお

っしゃってみえました。またワクチン接種をすることで、妊婦や高齢者、そして幼児

などの場合、重篤化しやすい人たちのためにも予防接種を受けることは社会生活を送

る上で社会のマナーではないかということを言われておりました。確かに私もそこま

で重く考えてはおりませんでしたが、今回こそ本当に認識を持ち、自分は大丈夫だと

いう意識を改めて、しっかりと予防接種の効果を期待しながら、皆さん健康に留意を

していくことがとても必要だと思います。 

 そしてもう一点、今回のコロナでワクチンが注目されたわけですけれども、一人で

も多くの人が簡単にワクチンを接種できるようにするためにも、やはり予防接種の無

料化というのは必要ではないかと思います。特に私も以前質問したことがあります、

いろんな予防接種の部分で、国でも大変懸念されているような予防接種もございまし
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た。子宮頸がんのワクチンでございます。これは原因は分かりません。一部のワクチ

ンを接種した人たちの容体を見ながら、大変マスコミでも騒がれたのを覚えておりま

す。しかしやはり効果があるというのは現実にあると思われます。そういった意味で、

しっかりとこういうところも行政としてはワクチンを打つことがやっぱり重篤化しな

い、そしてまたそういう病気にかからない、大変な思いをしなくてもいいんだという

ことをしっかりと啓発をしていっていただきたいと思います。 

 それでは２点目のところにいきます。キャッシュレス化についてです。 

 海外ではクレジットカードやスマホによってキャッシュレス決済が主流となってお

ります。日本では買物をした際に現金払いが一般的で、比率は海外に比べて低いとさ

れています。現金でもいいと思われますが、グローバル化が進む中で経済の発展、そ

してまた消費者へのサービス向上、現金取扱いコストの低減、そして行政コストの削

減などを考えた場合、推進していくことが重要な課題であると思います。現在、コロ

ナ禍で外国人観光客の方が少なくなっておりますが、日本では現金しか使えないとい

うことが多く、苦情が多く出ているとも言われております。行政機関では税金や社会

保険料の納付は現金払いは口座引き落とし、コンビニ払い、クレジット払いなどサー

ビスの内容や種目によって支払い方が各自治体で違います。令和元年５月に情報通信

技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一

部を改正する法律、いわゆるデジタル手続法が公布されています。総務省は平成３１

年３月付で電子マネーを利用した公金の収納について通知されており、キャッシュレ

ス化への積極的な取組を進めております。スマホを活用したキャッシュレス決済が主

流となりつつある中で、東員町として町民が納税しやすくするためにも、税や保険料

の支払いなどにスマホ決済アプリを導入してはどうでしょうか、答弁を求めます。 

○議長（水谷 喜和君）   石垣博康税務課長。 

○税務課長（石垣 博康君）   それでは議員のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 本町の税金等の公金の支払いにつきましては、現在のところ役場、金融機関の窓口

での現金納付をしていただいており、また口座振替によります納付が主な方法で、平

成２３年度から町税と国民健康保険料につきましては、コンビニ納付も導入しており

ます。その中でも納期内に納付することができる口座振替を推奨させていただいてい

るところでございます。 

 キャッシュレスにつきましては、現在は導入しておりませんが、窓口での現金の受
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渡しに要する時間が省略でき、住民サービスの向上に繋がるものと考えております。

しかしながら、多様な種類の決済手段がございますため、事業者の選定や安全性の担

保、導入にかかるシステム改修費用及び納付件数に応じました手数料などの運用費用

が発生するといった課題がございます。 

 このような課題を踏まえまして、本町のキャッシュレス化の取り組みとしましては、

現在導入させていただいておりますコンビニ収納の仕組みを利用させていただきまし

て、初期費用を抑え、納付書に記載のバーコードをスマートフォンのアプリで読み込

むことで支払いができるサービスの導入を考えております。このサービスは県内でも

多くの市町で利用されておりまして、対象の公金としましては、現在、コンビニ納付

を実施させていただいております町税と国民健康保険料に限られますが、コンビニや

金融機関に出向くことなく支払いができるため、利便性の向上に繋がるものと考えて

おります。 

 また、その他の公金の支払いにおけますキャッシュレス化につきましては、導入に

かかる費用対効果を見定めながら、先進地の事例、また民間の取り組みなどを参考に、

幅広い角度で研究してまいりたいと考えております。 

 ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   川瀬議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   担当課から答弁をいただきました。前向きなお考え

であったというふうに受け止めておきたいと思います。納税者の利便性や、そしてま

たそれに寄与する取り組みとして、利用する側の視点に立って、そして考えていくこ

とはとても大事だと思います。簡単なものそして便利なもの、そういうことから見て

もこのキャッシュレス化はとても重要な対策だと思います。こういうことは一番行政

が遅れているという指摘がございます。そういった意味でどんどんと前に進めていっ

ていただきたいと思います。 

 それでは３点目の質問をさせていただきます。３つ目、ＧＩＧＡスクール構想につ

いてです。ＧＩＧＡスクール構想とは全国の小中学生一人にパソコンやタブレット端

末を一台確保し、学校内に高速大容量の通信ネットワークを構築する計画のことです。

昨年６月に学校教育の情報化に関する法律が成立し、国や自治体が学校教育の情報化

の推進に関する施策を総合的計画的に策定、実施する責務が明確化されました。この

たびの新型コロナウイルス感染症の拡大により、学校は臨時休校となる事態になり、

学習に対してパソコンなどのＩＣＴを活用したオンライン学習が注目されました。そ

の一方で、ほとんどの学校が機器や通信環境を持たない家庭への対応が課題となり、
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学習への差が出たとも言われております。教育へのＩＣＴ活用は、コロナ以前からの

取り組みであります。子どもたちの学びを保障するため、教育が抱える課題を克服す

るためということを目的としております。コロナ禍を契機として、国は経済財政運営

と改革の基本方針、いわゆる骨太方針です。や新たなＩＴ基本計画にＧＩＧＡスクー

ル構想の加速を盛り込みました。この点については、私ども公明党が大きく推進をさ

せていただきました。国では文部科学省で２０２０年度第１補正予算、そしてまた２

０１９年度の補正予算にもオンライン授業を支援していくという関連予算が盛り込ま

れたところでございます。東員町としても、総額約３億円を投資して、ＧＩＧＡスク

ール事業を実施していく方向となりました。導入を決断されたことは大いに賛同する

ところです。 

 そこで、これからこのＧＩＧＡスクール事業の取り組みについて４点質問させてい

ただきます。 

 １点目、学校現場では授業や家庭学習での具体的な活用方法など、課題もあると思

いますが、どのように運用されるのでしょうか。 

 ２点目、一人一台の端末を導入するのであれば、障がいを持つ子どもたちのために

開発された、日本障害者リハビリテーション協会から出ておりますマルチメディアデ

イジー教科書の取り組みはどのようでしょうか。 

 ３点目、学校に来ることができない子どもたちへの学習支援として、オンライン授

業の配信は大変重要な役割を担っていると思います。オンライン授業の配信によって、

日頃の学習を平等に学ぶことができ、こういう子どもたちのためにもあると考えます。

どのように活用されるのでしょうか。 

 ４点目、密を防ぎながら切れ目のない学習環境の提供はとても重要です。自宅で使

うＩＣＴ環境の整備はどのように取り組まれるのでしょうか。 

 答弁を求めます。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   川瀬議員のご質問にお答えいたします。 

 一点目の「学校の授業や家庭でのＩＣＴ端末の活用方法」についてお答えいたしま

す。山崎議員の答弁でもお答えさせていただきましたが、ＧＩＧＡスクール構想にお

ける一人一台端末の導入を契機に、ＩＣＴを活用した情報活用能力、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端末の活用方法といたしましては、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
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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、一人ひとりの学習

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

を活用した学習を通して、自学自習する力を育んでいきます。 

 次に２点目の「デイジー教科書の導入」についてお答えいたします。この「デイジ

ー教科書」とは、通常の教科書の内容をパソコンやタブレット等で音声を聞きながら、

同時に文字や絵を見ることができるものであります。この教科書は、発達障害や視覚

障害等の児童生徒に向け、日本障害者リハビリテーション協会によりボランティア団

体の協力を得て作成されております。通常の教科書では読むことが困難な児童生徒に

とって、個別学習や反復学習において有効であると報告されております。教科書を提

供しています日本障害者リハビリテーション協会によりますと、令和２年８月現在の

三重県での利用者数は１２１人となっており、年々増える傾向にあります。本町では

現在のところ要望はございませんが、読むことが困難な児童生徒への有効な支援とし

て、ＧＩＧＡスクール構想における一人一台端末の整備と合わせて、引き続き研究し

ていきたいと考えております。 

 次に、３点目の「不登校児童生徒への学習支援としての活用」についてお答えいた

します。これまでも、不登校児童生徒の学習保障として、学校と家庭が連携しながら、

子どもの実情に応じた可能な範囲内での個別支援を行ってきましたが、来年度からの

一人一台端末の提供により、不登校児童生徒に対しても、より個別最適化を図ること

が可能となります。さらにＩＣＴ端末を家庭へ持ち帰ることで、学習支援の提供がよ

り円滑になります。また、オンライン上で、不登校児童生徒と教諭や養護教諭、スク

ールカウンセラー等が対話したり、子どもの様子や健康状態など把握・観察したりす

ることも可能になることから、効果的な活用を研究していきたいと考えております。 

 最後に、４点目の「ＧＩＧＡスクール構想に伴う、自宅のＩＣＴ環境の整備」につ

いてお答えいたします。新型コロナウイルスのような感染症や自然災害の発生等によ

る学校の臨時休業等の緊急時において、ＩＣＴの活用により、児童生徒が家庭にいて

も学習を継続できる環境を整備することが求められております。本年度５月に小中学

校の児童生徒の家庭へ、インターネットに関するアンケートを実施したところ、自宅

にＷｉ－Ｆｉ環境等がない家庭が全体の１割ほどあることが分かりました。今後は、

緊急時だけでなく、自宅学習も含め、ＩＣＴ端末を自宅に持ち帰ることを視野に入れ

て、Ｗｉ－Ｆｉ環境等がない家庭への通信設備の設置など、既に設置済みの家庭との

公平性も含めながら対応を検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 
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○議長（水谷 喜和君）   川瀬議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   教育長より答弁をいただきました。答弁にありまし

たように、学校としてもしっかりと前向きに様々な角度からどういうふうに活用して

いくのかということを今考えていただいているというのがよく分かりました。 

 昨年の１２月ですが、経済協力開発機構の調査で日本の子どもが学習でＩＣＴを使

う時間は最も少なく、平均よりも下だった。そしてＳＮＳやゲームをする時間は平均

以上、ほとんどがトップクラスであったという結果が出ております。要は遊びにしか

使わないという現実がございます。この現状というのは、学校自体が情報化をしてい

ない。そしてまたそういうことがなかなか進まない環境にあったということも考えら

れるのではないかということでございます。できる子はできる。できない子はできな

い、そのまま。そしてその結果でＳＮＳなどで情報を得るんですけども、そのモラル

というのも大変不足しているということが問題になっている。そしてまた指摘された

ところです。であるからこそ、今回このコロナの部分というのは大きな前へ進む縁に

もなったのではないかなというふうに私は捉えることができました。感染症にかかる、

そしてまた感染症への恐怖、そういうものはなかなかぬぐい取ることはできませんが、

しかし一方で、やはりこのコロナがあったがために社会が変わっていく、そしてまた

もう一段自分たちの生活を見直さなきゃいけない、それも一つの大事なことではない

かというふうに私は今回捉えました。もちろん学校のことが中心です。 

 そしてまた先ほど、デイジー教科書のことに触れていただきましたが、これは発達

障害のことを様々ここで質問させていただいた中で、ずっと私が訴えてきたことでも

あります。なかなか該当する生徒、子どもがいないということですので、これは仕方

がないというと変ですけど、該当しないのであればというふうに思いますが、私も津

市内の小学校とかでこのデイジー教科書の実際のところを視察させていただいており

ます。もちろん先生のスキルも大変要ることはもちろんですけど、やはりそういう子

どもたちに対応していくということの難しさ、そういうのも現場を見て思ったところ

であります。研究をしていってくださるということですが、ぜひ前向きに検討してい

ただき、そしてみんなが本当に平等に学んでいくところを築いていっていただくこと

がとても大事かなと思います。 

 さて教育長にお尋ねいたします。今回のこのＧＩＧＡスクール構想ですが、教育長

としてはどのように捉えられているのか、その点についてお伺いしたいと思います。

答弁を求めます。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野教育長。 
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○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。今回のＧＩＧＡスクー

ル構想、事業としては先ほど議員が述べられたように僕は３点あると思います。一人

一台の端末、それからそれに見合う校内ＬＡＮの配備、それからリモート学習ができ

るように整備をするというこの３点であります。そしてその中で僕が一番ありがたい

と思ったのは、事業理念です。この事業を何のために行うかというところは、やはり

自治体間の格差をなくすということなんです。自治体によってはもう２、３年前から

こういうことを取り組めるところもあります。しかし予算の関係でなかなかできない

というところもありましたけれども、このＧＩＧＡスクールは全部の学校が、全ての

市町村がそろってこのＩＣＴ化に、世界に遅れないようにやっていこうという事業で

あるということを示していただいたということで、私は大変ありがたいなと思ってお

ります。 

 それから教育的に考えるならば、２つの理念があると思います。一つは、先ほども

よく個別最適化といわれましたけれども、それぞれの子どもたちに合った授業を、今

までもやっておったんですけれども、このＩＣＴを入れることによって、より可能に

なる。研究を進めていけば可能になるということがあります。 

 それからもう一つは、多様な子どもたちをだれ一人取り残さないということが出て

きました。多様な子どもたちというのは、先ほどお話された、障がいのある子とか不

登校のお子さんとか、外国籍のお子さんとか、いろんなハンディキャップを持ったお

子さんや、それから少し勉強が苦手な子、得意な子もおるかも分かりませんけども、

そういう多様な子どもたちを全て取り残さずに私たちの責任で子どもたちを育ててい

こうという、この理念は私はぜひ推奨していきたいなと思っております。 

 こういう一人一台の端末を買うことができたら、いろんなことが可能になる。いろ

んなことを研究していきたいなと、今、私どもは思っているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   川瀬議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   教育長に評価をしていただきました。 

 そこでこの端末を活用していくに当たっては、支援員については東員町としてはど

のようにお考えでしょうか。答弁を求めます。 

○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、これは県や

国にこの指導をする方というのを何としても配置していただくという要望を上げて行

きたいなと思っております。それと同時に、もしそれが不可能であれば、やっぱり町
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でしていくこともあるのかなという感じはありますけれども、やっぱり学校の先生だ

けではうまくいかないところがありますので、専門家の技術を持った人たちの活用と

いうことを考え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）   川瀬議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   国の方では、計画として４つの学校に一人はという

構想があるようですが、またこれからそれを推進していくという現状があるというこ

とが分かりました。 

 さて、障がいのある子ども、そしてまた不登校とか、今、いろんな課題を抱えてい

る子どもたちのことをお伺いしましたが、近年は外国籍のお子さん、その方たちも

年々増えてきているということを伺いました。この場合、きめ細やかな授業を推進し

ていくわけです。その中で今回のこのタブレット端末というのは、そういったところ

でもとても活躍する、ある意味、通訳機能のようなものも発信できるということも伺

いました。そういった意味では、本当に子どもたちに学びの場を与えていただけると

いうことはとてもいいことだと思います。 

 さて、東員町もＳＤＧｓの理念に則りながら総合計画を進めていく、これはとても

重要なことだと思います。このＳＤＧｓの４番目の目標の中には、質の高い教育をみ

んなにということがあります。先ほど教育長が言われた、いわゆるインクルーシブの

教育、そういった意味でも多様性そしてそれぞれが活躍できる部分、分け隔てなくだ

れもがということではとても大事なことだと思います。その理念の中にあります、だ

れ一人置き去りにしない、そういうような部分を掲げながら、有効的に活用できる。

そしてまたそういったことを期待しながら、私の質問を終わります。 

 


