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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 ３番、中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   議員番号３番、中村 等でございます。マスクをとっ

て質問をさせていただきますので、ご容赦の方、よろしくお願いします。 

 さて、新型コロナウイルス感染拡大の中、三重県は緊急事態措置を令和３年８月２

７日から９月１９日まで県全域に発令しました。しばらくはピークが続くと懸念され、

日々行動で外出、飲食を伴う会食を自粛することが必要であり、基礎疾患のある方な

ど感染する兆しの見える場合は、接触を避けるなど、自分で身を守ることが重要とな

ります。ただ残念なことに、東員町でも患者が発生しています。発症された方の一日

も早い回復と患者や医療従事者の方々が風評被害に遭わないように、差別や被害に遭

うことのないよう、今後もワクチン接種としっかりとした情報開示をお願いしたいと

思います。 

 通告書に従って質問させていただきます。 

 今回は、１番目に新型コロナウイルス感染症対策下の教育について。２番目に、町

の防災について。３番目に、社会体育施設の利用についての３点についてそれぞれお

尋ねします。精いっぱい議論を明確にしながら一般質問させていただきたいと思いま

すので、どうぞ時間内、よろしくお願いします。 

 まず１番目に、新型コロナウイルス感染症対策下の教育についてでございます。 

 町は令和３年度の当初予算計上時に、新型コロナウイルス感染症対策を最優先事項

にそえるとともに、予算編成の基本方針を１．町の形を変える。２．人に優しい地域

を作る。３．未来へ投資すること、を３つの柱とし、その関連する事業費を盛り込め、

歳出で新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、感染症対策事業、物品確保事

業など新型コロナウイルス感染症対策に要する経費を計上されました。基本方針の３

つの柱に基づく事業としては、柱１として町の形を変える、昨年度に引き続き、新産

業創造推進事業などの経費を計上。柱２には、人に優しい地域を作る。母子手帳アプ

リの導入事業や中学生の胃がん予防事業など。柱３に未来へ投資するとして、学校支

援システムの更新事業やＧＩＧＡスクール推進事業などの経費を計上しました。そし

て町は、柱３の教育面に新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を最大限

に活用し、感染防止対策として、保育園、幼稚園及び小学校における感染対策に関わ

る物品、サーモグラフィティの購入に要する経費や生活・子育て支援として、小学校

維持管理費及び中学校維持管理経費にＧＩＧＡスクール構想実現に向け、小学校及び
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中学校へＩＣＴ機器を整備する経費に、新型コロナウイルス地方創生臨時交付金を活

用し、特定財源として交付金を小学校維持管理費経費で１，４４０万円、中学校維持

管理費経費で６４０万円を充当しました。新型コロナウイルス感染拡大の余波の影響

もあり、将来のテレワーク事業等の重要性が望まれる中、パソコン等を利用したＧＩ

ＧＡスクール構想に向けて、小学校、中学校はどのように計画を進めていかれますか。 

 また、予算上のコロナウイルス感染対策費として、未来へ投資することも重要なこ

とではありますが、今回、新型コロナウイルス感染症について、国や県からの情報を

把握しながら対策を整理し、町としての危機管理と基本方針を総合的に分析して対応

し、９月１日から小中学校や幼稚園など２学期を始めることについても決定なされま

した。経緯等についても、新型コロナウイルス感染症対策下の教育についてと、２学

期からのＩＣＴ機器の使い方も含め、併せてお尋ね申します。 

 続いて２点目、今年３月にいなべ保育園としろやま保育園の利用希望者が定員を超

えた人数となったことから、令和３年４月１日付で定員を変更する、東員町立保育園

設置条例の一部を改正されました。新型コロナウイルス感染症の対策下、保育室の広

さ等、密にならないように設計されているのか。保育士の数と保育環境、保育室、施

設などに問題は生じていないのかお尋ねします。 

 最後３点目に、新型コロナウイルス感染下で図書館の重要性が再認識されています。

そのような中、社会教育施設で唯一図書館は閉鎖せず５時まで開館を決定していただ

いたことは、本の好きな私としてはとてもありがたいことです。教育長に改めて礼を

申したいと思います。 

 さて、現在の社会では、様々な制度の変化が激しく、技術の革新も急速であるため、

常に新しい知識が生まれています。このため、知識が急速に古くなり、必要な知識の

範囲が広がるため、絶えず情報収集と学習が必要となってきます。町民の方々や地方

自治体の職員には図書館は本を借りるところ、図書館職員は本を貸し出す手続をする

人、図書館では本は自分で探すものと考えている人が少なくなく、それ以外のサービ

スはあまり知られていません。そのために、利用者からレファレンスサービス、何ら

かの情報、あるいは資料を求めている利用者に対して、図書館職員が求めておられる

情報を資料を提供ないし提示することによって援助するという業務などの専門的サー

ビスを求める要求が出されることも少なくないように思います。また、インターネッ

トで公開されている情報が増えているが、インターネットの利用環境を持たない人も

多く、必要なＷｅｂサイトを探せ出せない人も多い。自主的に情報を検索、活用する

ために、情報リテラシー、教育というか、環境を作ることが必要であると思います。
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充実したレファレンスサービス等のより専門的なサービスが必要と考えるが、どう考

えておられるのでしょうか。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   それでは、中村議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の、ＧＩＧＡスクール構想につきましては、昨年度、国のＧＩＧＡスクール

構想に基づき、小中学校の児童・生徒に１人１台のタブレット端末と教職員の学習用

パソコンを、国の情報機器整備費補助金と併せて、コロナ禍における臨時休業等の緊

急時においても学習環境を確保するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生交

付金を活用して整備をしております。 

 現在の利用状況ですが、４月から町内に２名のＩＣＴ支援員を配置し、各小中学校

におきまして、タブレット端末を活用した授業を開始しております。授業の様子を確

認いたしますと、子どもたちもタブレット端末を使った授業に随分慣れてきているよ

うです。また、この夏休み期間中、小中学校の普通教室に、従来のテレビに替えて、

プロジェクターの設置を行いました。２学期からは、映像を用いて、よりＩＣＴを活

用した授業を開始する他、児童・生徒が日常的にタブレット端末を持ち帰り、ドリル

教材を使用した家庭学習の充実や学校からの配布物をペーパーレス化するなど、活用

を進めてまいります。 

 現在、県内では新型コロナウイルス感染症が拡大し、緊急事態宣言が発令されてお

ります。その中で、本町は臨時休業という対応ではなく、保護者と連携しながら、感

染予防対策を徹底させ、通常授業体制で臨んでおります。その理由として大きく３点

あります。 

 １点目は、本町の子ども達の感染状況です。現段階の子ども達の感染状況は限定的

であり、町全体で臨時休業を実施するまでには至っていないという認識であります。 

 ２点目は、子ども達の心の安定と学びの保障の必要性です。このことは、教育委員

会や学校が常に考えなければならない大きな責務だと捉えております。それ故に臨時

休業という措置は限定的でなりませんし、何らかの基準に基づいて行うべきであると

考えております。本町の基準は、８月２７日に文部科学省が発表した学級閉鎖のガイ

ドラインに沿っております。 

 ３点目は、学校へ来ることの効果です。本町では、学校へコロナウイルスを入れな

い取組を徹底しながら、学校へ来て規律ある生活を送り、繰り返し感染予防を体験す

ることで、子ども達の感染リスクを下げると考えております。そのために、校舎内消

毒、体調管理の徹底、検温、換気、給食を黙って食べることを徹底しております。 
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 以上のような理由で、通常授業体制を決定いたしました。もちろん保護者や地域の

皆様から数多くのご意見をいただいております。そういういただいたご意見のように、

まだまだ課題もあります。 

 一つは、指導に当たっていただく先生方のワクチン接種です。今までの取組により、

幼保の先生方は、ほぼ１００％接種でありますが、小中学校に勤務している教職員は、

１回接種の方を含め、まだ６０％弱です。接種率を上げなければならないと思ってお

ります。また、オンライン授業も双方向での学習が可能になるまでにはまだまだ至っ

ておりません。今後も取組を強化いたします。新学期が始まり、各校では大切なお子

さんの命を預かっている意識の下、今できることを先生方は本当に一生懸命取り組ん

でいただいております。よろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 続きまして、２点目の、いなべ保育園としろやま保育園の認可定員変更後の状況に

ついてお答えします。 

 この認可定員の変更につきましては、令和元年１０月に施行されました幼児教育・

保育の無償化に伴い、幼稚園から保育園へ利用を切り替える方が増加したことを受け

て、保育園の定員を増やしたものであります。 

 現在、幼稚園児と保育園児を合計した園児数は大きく変動していないため、通常ど

おりの運営ができております。また、新型コロナウイルス感染症の対策につきまして

も、定員を変更したことによる支障は出ておりません。 

 続きまして、３点目の図書館の専門的なサービスについてのご質問にお答えいたし

ます。 

 図書館では、司書をはじめとする職員により、本に関するお問合せから、調べもの

に必要な文献について調査し、お答えする専門的なレファレンスサービスまで、利用

者の幅広いニーズに対応しております。このほか、国立国会図書館の貴重な資料をイ

ンターネットコーナーで閲覧することもできることから、このサービスの利用増進に

も努め、専門的なサービスをさらに充実していきたいと考えております。 

 ご理解賜りますようによろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   それでは答弁について再質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、９月１日から小学校や幼稚園などの２学期を始めることを決定されましたが、

父兄の方には不安に感じて、学校を休ませたいと思う方もお見えになるかもしれませ

ん。その場合の対応はどのような対応をされるのでしょうか。答弁をよろしくお願い
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します。 

○議長（島田 正彦君）   西村事務局長。 

○教育委員会事務局長（西村 隆嘉君）   お答えさせていただきます。 

 県下のこのようなコロナの状況の中で、先ほど教育長からお答えさせていただきま

したように、本町におきましては、通常の授業体制を引いております。そんな中で、

やっぱり保護者さんの中には感染に不安を感じられる方も現におみえになります。そ

の方は、その不安を理由に学校に出てきていない方も見えます。その場合にどうして

おるかと申しますと、欠席扱いをしないとさせていただいているのが現状でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   まずはそういう方もおみえになって、欠席扱いにしな

いということでしたので、それでちょっと安心したんですが、その子らが差別に遭わ

ないようにとか、特殊な思いをしないようにというふうに努力をしていただきたいと

思っております。 

 続きましての質問は、ＧＩＧＡスクール構想の課題として挙げさせていただきます。 

 ＧＩＧＡスクール構想につきましては、先生たちのＩＴリテラシー、いわゆる読解

記述力のスキルが不足ということがよく言われております。今までは学校にコンピュ

ータールームが一つしかない状態で、先生たちはデジタル機器をあまり活用できてい

ませんでした。先生に対してもスキルアップの対策は取られているのでしょうか。答

弁の方、お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   佐藤光広教育総務課。 

○教育総務課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。 

 昨年度、購入いたしましたタブレット端末でございますけども、購入後すぐに教員

向けの説明会、また全教員一斉の接続テストを行っております。その後も、中に入っ

ております管理ソフトとか授業支援ソフトの研修会を数回、開催しております。また、

今年度導入いたしましたプロジェクターの説明会も併せて行っておりまして、この他

にも各学校でもＩＴＣ支援員を活用した研修とか相談を実施しておりまして、各校の

情報化担当の教職員を中心に、今現在、スキルアップに努めておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 
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○３番（中村  等君）   先生の方も、教える方の方もパソコン、ＩＴ機器にな

れていただかないと、子どもたちもそれに附随すると思います。 

 ただ最後に、文科省から端末を文鎮化させずに再利用するためには、授業、校内に

限らず自宅でも日常的に使える環境整備が重要であるとしています。しかし、全く野

放図にしてしまうと、インターネットとかそういうのでいろいろ問題も出てくると思

いますので、端末利用のルールを厳格化し、子どもたちに厳守させようとあまり締め

付けが強くなっちゃうと、今度はモチベーションも下がってしまいます。 

 日常的な活用も遠ざかってしまうと思いますので、今後の課題として最重要と考え

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   佐藤光広教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。 

 ２学期からタブレット端末を家に持ち帰って、接続確認のほうを今行っていただい

ておりまして、その際に持ち帰りのルールのプリントを配布させていただきました。 

 ルールにつきましては、登下校でのルールと、家に持ち帰ってのルール、この２つ

について作成しているんですけれども、議員ご指摘のように、厳格化したものではな

くて、必要最低限のルールとしていると思うんですけれども、今後、これからも現場

の先生方や保護者の方のご意見も伺いながら、家でもタブレット端末を楽しく、気軽

に使っていただけるように進めていきたいと思いますので、ご理解賜りますようにお

願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   私も最初に自宅にパソコンを購入したときに、ゲーム

等のソフトも全部入っておるという感じで、遊びながら感覚を覚える。だからあまり

締め付けてしまうと、今後、パソコン嫌いになってもいけませんので、その辺のルー

ルづくりはぜひとも明確にお願いしたいと思います。 

 あと、図書館のことについて最後に一つ聞きたいんですが、実を申しますと、住民

の方から、なぜ東員町の図書館には議会などの議事録が置いていないのと素朴に質問

されました。市町村においては、置いてあるところもあるんですが、今後、情報とし

て検討されることはいかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   田中 豊社会教育課長。 

○社会教育課長（田中  豊君）   お答え申し上げます。 

 図書館の方に一般質問などの町議会の会議録の設置につきましてですけども、こち

らの方が利用者の方から多く要望がございましたら、議会にご相談させていただいて、
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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（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   そうですね。情報の多い図書館というのは悪いことで

はありませんので、また要望が多かったら前向きに考えていただきたいと思います。 

 答弁ありがとうございました。コロナウイルスの感染症としては、未来に投資する

ことはもちろん重要ですが、９月１日から小学校や中学校、幼稚園などを始める決定

をされたことは、私は評価しています。新型コロナウイルス感染症の対策の中、大変

でしょうが、授業の遅れと授業時間数や学び残しがないようにしっかりと次年度へ引

き継いでいただき、年明けには中学３年生の生徒の皆さんは高校入試も控えておられ

ます。しっかりと対応していただくことをお願いしまして、次の質問に移らせていた

だきたいと思います。 

 続きましての質問は、町の防災対応についてでございます。 

 私は６月の一般質問で、防災法改正と町の防災対応について、大雨時に自治会から

出される避難情報の基準などを定めた改正災害対策基本法は避難勧告がなくなり、避

難指示に一本化されたことについて、全員避難の必要についてを問わせていただきま

した。 

 残念なことに、災害対策基本法が改正された５月以降、今年の８月１４日から前線

が西日本から東日本に停滞し、前線は１週間程度本州付近に停滞したことから、佐賀

県や長崎県、福岡県に線状降水帯による非常に激しい雨が降り、九州北部などでは降

水量が９００ｍｍを超える記録的な大雨となりました。また、１７日以降も１週間程

度前線は本州付近に停滞したため、西日本から北日本の広い範囲で増水し河川等が氾

濫したりしました。 

 東員町も２年前の令和元年９月４日の夜から５日にかけて豪雨で戸上川堤防が決壊、

中上地区の員弁川支流である三孤子川の越水が起きました。道路は冠水、田畑は濁流

で崩壊し、大雨警戒レベル５の災害が発生し、発表されました。 

 気象庁は近年も温暖化が進行し、大雨や顕著な高温が長期的に増えている、将来も

増えると予想されるとしております。また、科学的に想定される最大クラスの南海ト

ラフ大地震も将来必ず起きると言われており、起きると、連動することで連動型地震

が発生する懸念もあります。 

 東員町では、令和３年から令和４年まで複数年にわたり債務負担行為を行い、東員

町防災行政無線デジタル化整備事業を予算として計上しております。債務負担行為と

は、歳出の予算の金額、継続費の総額、または繰越明許費の金額を含まれているもの
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を除き、将来にわたる債務を負担する行為を差します。債務負担行為は、その行為を

することのできる事項、期間及び限度も定めて、地方自治法施行規則により予算の内

容を議論し、議会もその重要性を認め議決いたしました。 

 そこでお尋ねします。債務負担行為で防災行政無線デジタル化整備事業の限度額の

変更を行いましたが、その後、進捗状況はどうなっていますか。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   中村議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、アナログ方式からデジタル方式への更新の経緯でございますが、災害時に関

する情報を町民に伝達する重要な手段が防災行政無線です。しかしながら、主に町民

の皆様に情報をお知らせする同報系の防災行政無線設備においては、設置から約２０

年が経過し、機器の老朽化に伴い交換部品が入手困難となりました。 

 また、消防団などと相互通信を行う移動系無線設備につきましても、電波法に基づ

く規則の改正により、現行のアナログ方式の無線機は令和４年１２月以降の使用がで

きなくなります。 

 さらにデジタル方式に更新することにより、情報配信の多様化としてメールとの連

携や人工音声により自動的に放送できるシステムなどに加えまして、他市町との混信

問題の解決・音声の明瞭性など多くのメリットが得られることから、更新を行ってい

るものでございます。 

 次に、工事の進捗状況でございますが、令和２年度に役場内設置の防災行政無線送

受信設備と役場駐車場内の屋外スピーカー設備及び移動系の車載型無線装置や携帯型

無線機のデジタル化に加えて、行政情報メール・ケーブルテレビ・ホームページ・防

災アプリ・電子掲示板など様々な情報配信ツールに防災行政無線が連携する機能の構

築を行いました。 

 令和３年度では、町内に設置してございます屋外スピーカー設備の現地調査を行い、

設置場所について移設も含めた現地確認を行いました。現在、設置場所はほぼ決定し

ており、その場所からのスピーカーの音達調査を実施しているところでございます。 

 今後におきましては、設置場所を地元自治会に確認するとともに、音達調査結果に

基づき、スピーカーの選定などを行い、令和４年度に全ての屋外スピーカー設備の更

新を行う計画でございます。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 
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 １点だけちょっと気になっているんですが、今後、アナログ放送がなくなると、今

までの防災ラジオが使えなくなると思うんですが、その対応はどのように考えておみ

えでしょうか。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答え申し上げます。 

 アナログ放送が終了しますと、現在の機器はちょっと使えなくなってしまいますの

で、その代わりということで検討してございまして、デジタル対応の防災ラジオを検

討したんですけど、約５万円と大変高額でありますことから、その他のことにつきま

してもいろいろ検討させていただきまして、今普及が進んでおります携帯電話とかス

マートフォン、これは皆さん結構お持ちでございますので、こちらでの町からの行政

情報メール、こちらの情報配信を進めていくために、そのメール配信サービスへの登

録をお願いしてまいりたい、強くお願いしていきたいと考えてございます。 

 あと、そういった携帯電話等をお持ちでない高齢者等の方々につきましては、固定

電話とかファクスでの情報の配信ということも現在あるようですので、そういったも

のも研究させていただきたいと思います。 

 全ての方々に情報がきちんと行き届くように、しっかり多くの手段を研究してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。高齢者の方がお一人で

住んでおられたりすると、ファクスの回線が災害のときに使えなくなったりする場合

もありますので、その辺をよく研究されてお願いしたいと思います。 

 防災対応につきましては、自治体から出される避難情報、避難指示が聞こえなかっ

たり、聞こえにくくては命に関わることになります。東員町の防災行政無線デジタル

化整備は町民の命を守る責務として考えておりますので、今後も積極的な情報発信に

努めていただきたいと思っております。 

 続きましての質問は、社会教育施設の利用についてお尋ねします。 

 まず１点目、プールの跡地利用についてはどうなっているか。 

 令和元年９月４日に町を襲った激雨で甚大な被害を受け、手つかずの状態になって

いた町民プールの取壊し予算が本会議に提出されていました。激雨でモーター部分等

の電気部分が浸水、改修と存続の議論について１年をかけてしっかりと検討され、莫

大な費用が必要であり適切な国庫補助金等が受けられない現在において、廃止は苦渋

の決断だったと考えます。が、今こそ町は少子化の進む町の現状や課題、学習ニーズ
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等に応じた対価を考え、スポーツ振興の立場から町民がスポーツ活動に取り組むこと

のできる環境づくりが重要であり、跡地利用は町民が求める機能や他の類似施設との

すみ分けを考慮し、明確な目的をもって取り組むべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

 ２点目は、町総合体育館は昭和５９年にオープンし、町内外にかかわらず、多くの

方にご利用いただいております。現在、屋根の補修工事が行われ、照明もＬＥＤ化が

行われ、使用環境は良くなりました。しかし、近年の異常な暑さが施設利用に問題を

生じさせております。何よりも、災害時に避難指示が出されますと、重要な避難場所

としての拠点となります。総合体育館の武道館の空調、エアコンの設置については、

長寿命化計画に基づき検討されていると思いますが、ぜひとも早急に考えていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   中村議員のご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、町民プールの跡地利用につきましては、現在、具体的な構想や計画

は決まっておりませんが、十分な検討を重ね、慎重に決定してまいりたいと考えてお

ります。活用方法が決まるまでの間は、陸上競技場や中部公園周辺施設でのイベント

時の駐車場や災害時の資材置場などに有効利用したいと考えております。 

 ２点目の総合体育館の整備につきましては、災害時における避難場所となっており

ますことから、昨年度はアリーナの照明をＬＥＤ化する改修工事を行い、本年度は、

屋根の改修工事と非常用発電機設置工事を行うなど、優先度を付けながら、長期保全

計画に基づき実施しております。したがいまして、総合体育館の空調設備につきまし

ても、計画に基づき実施してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   まず、跡地利用については、慎重に検討していただい

て、あの一帯がスポーツ公園となっておりますので、複合施設で他の類似した施設と

一緒にならないようにすみ分けをして、慎重に決定をしていただいたらなと思ってお

ります。 

 また、体育館につきましては、本当に最近暑くなっておりますので、長寿命化計画

は分かってはおるんですが、避難所になるということもありますので、ぜひともまた

計画について前倒し等考えていただけたらなと思っております。これはぜひともお願

いしたいと思います。 
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 先にも申しましたが、町は今現在、コロナ対策で対応に追われていると思います。

私たち議員一同も一体となり、一緒に協力していきたいと思います。しばらくはピー

クが続くと懸念されており、東員町の町民を守るためにも頑張っていただきたいと思

います。 

 これで私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 


