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前田厚子議員 

第１標題「小中学校における「オンライン授業」の現状と課題について」 

１回目の質問 

公明党の前田厚子です。 

只今、議長より許可を頂きましたので、令和２年６月議会におきまして市政一般に

関する質問をさせていただきます。 

始めに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日夜献身的に尽くされていらっ

しゃる医療機関の皆さま、介護の仕事をされている皆さま、学校教育・保育関係の皆

さまそして、その皆さまを支えてくださっているご家族の皆さまに、心から敬意と感

謝を申し上げます。 

今回の質問は、すべて新型コロナウイルス感染症が拡大することに依って市民の生

活に大きく関わることを３つの標題に分けてお聞きします。 

ステイホームと言う事で、お子さんと一緒に毎日を過ごされている、小中学生のお

子さんをお持ちのお母さん方に、およそ２ヶ月近い臨時休校の中で心配だったことは

どんなことでしたかとお聞きしました。 

皆さん同じようなお話をしてくださいました。3 点ほどあげると 1 つ、子ども達の

生活が不規則になりそのことから健康を損ねるので、心身共の健康状態を心配されて

いました。2 つ、お母さん方だけでなくお孫さんを預かっていたお婆ちゃん方からも、

食費がかかり大変ですとの声を聴かせていただきました。3 つ、皆さまが一番心配な

ことは、やはり学習意欲が無くなり、学力の低下が心配でならないとの事でした。 

そこで一番心配されていたことからお聞きします。 

第１標題 小中学校における｢オンライン授業｣の現状と課題について 3 点お聞きし

ます。 

1 点目 

オンライン授業に関連する｢ＧＩＧＡスクール構想｣についてお聞きします。 

このＧＩＧＡスクール構想とは、全国の小中学生１人 1 人にパソコンやタブレット

端末を１台確保し、学校内に高速・大容量の通信ネットワ－クを構築する計画を言い

ます。 

学校のＩＣＴ化が進まない現状を踏まえ国が昨年の１２月に｢ＧＩＧＡスクール構

想｣を立ちあげ、今年度から国が直接、予算を投入して学校のＩＣＴ化が開始されまし
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た。しかし、コロナの拡大で全国の小中学校が休校になり残念ながら体制を整えるの

が一歩遅れてしまいました。そこで、国は、更に加速して推進する為に補正予算に計

上。端末整備の目標を４年間から、今年度内へと大幅に前倒しして実施することにな

りました。 

また、全国でも全体の１割から２割いるとされているＩＣＴ環境が整っていない家

庭へのフォローも見落とさず、端末やＷｉ-Ｆｉ機器の貸し出しなども進めるようし

っかり対応するようにと国からの支援があると聞いています。オンライン授業を進め

ていく上で一番の課題がこの部分だと思います。国からの地方交付税が自治体に交付

されているがその使い道は、自治体の裁量で優先順位があるようですが、子ども達の

為に、ＩＣＴ支援人材の配置や家庭で学び続けられる環境整備などの支援や通信費な

どに使っていただきたいと思います。以上のことをふまえて今後の本市の｢ＧＩＧＡ

スクール構想｣の進捗状況や予定をお聞かせください。 

2 点目 

視覚や聴覚、身体等に障がいのある児童生徒が、端末の使用にあたって必要となる

障がいに対応した入出力支援装置の整備にも予算がとられていますが、市でもこの取

り組みの準備をされていますか。お聞かせください。 

3 点目 

今後も、感染第２波が来たり、災害等で臨時休校になる可能性もあるかと思います。

そこで、体制を整えているこの一年間に、どんな準備をするのか、今あるパソコン教

室をどのように使っていくのか、様々なことを想定した上で、子ども達の学ぶ機会を

どのように確保するのか。この一年間の取り組みについて本市の考えをお聞かせくだ

さい。 

以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

前田厚子議員の小中学校における「オンライン授業」の現状と課題についての御質

問にお答えいたします。 

まず、１点目の本市の「ＧＩＧＡスクール構想」の進捗状況や予定についてであり

ますが、児童生徒が学校内において一人一台端末を十分に活用できるよう、本年度、

市内全小中学校で高速大容量のネットワーク環境を整備しております。 
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また、一人一台端末の整備につきましては、前田議員御発言のとおり、文部科学省

は、当初予定していた４年間での整備を前倒しし、本年度中に全ての学年に整備する

方針を打ち出しました。 

その文部科学省の方針に基づき、端末の整備につきましては、各都道府県において

共同調達することとなっておりますので、山梨県が、県内市町村の機器を共同調達す

ることとし、先月中旬に端末の共同調達のスケジュールが示されたところであります。 

そのスケジュールによりますと、県は、８月末に入札を実施して業者を決定し、そ

の後市町村ごとに契約を進めていくことになりますので、本市におきましては、県が

決定をした落札業者と契約を行い、本年度中に一人一台端末の導入を進めていく予定

であります。 

次に、２点目の障がいに対応した入出力支援装置の整備についてでありますが、市

内小中学校には、現在、そのような支援装置が必要な児童生徒は在籍しておりません

が、必要な状況が見込まれた場合は、随時対応してまいります。 

次に、３点目の感染第２波や災害等で臨時休校になることに備えての準備について

でありますが、現在、家庭での学習指導として、プリント教材やオンライン教材等ど

のような教材が児童生徒の学習に適しているのかを検討しております。 

その中で、オンラインでの授業が、全ての学年に適しているのか、児童生徒の習熟

が見込まれるものなのかについても併せて検討を行っております。 

また、オンラインで学習を行う際に必要な御家庭のインターネット環境を調査し、

その結果を分析しているところでありますが、通信機器類を整備するための御家庭へ

の支援についても検討が必要であると考えております。 

今後、感染第２波により長期にわたる臨時休校となり、オンラインによる授業で対

応する場合には、各小中学校のパソコン教室を開放することも方法の一つであると考

えております。 

一方で、文部科学省が新型コロナウイルス感染症に対応する「学校の新しい生活様

式」を示し、臨時休校を行う場合であっても、児童生徒の学びを保障する観点から、

分散登校など登校の機会を設けることとされております。 

この文部科学省の考え方を踏まえ、子どもたちの学ぶ機会をどのように確保するの

かにつきましては、確実に学習課題を習得するための方法やプリント教材やオンライ

ン教材等の利点を生かし、様々な学習教材の組合せを考えるなど、多方面からの検討
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を継続して行ってまいります。 

以上、答弁といたします。 

 

第２標題「新型コロナウイルス感染症の今後の生活支援の取り組みについて」 

１回目の質問 

第２標題 ｢新型コロナウイルス感染症の今後の生活支援の取り組み｣についてお聞

きします。 

国におきましても第２次補正予算の中で、活動自粛を余儀なくされていた文化芸術・

スポーツ関係者などにも活動の継続への支援が盛り込まれました。また、特に生活弱

者と言われている低所得の｢ひとり親世帯への支援｣も盛り込まれました。そこで、自

治体向けにも｢地方創生臨時交付金｣が計上されていると思います。使い道は各自治体

で決める訳です。そこで、市民の皆さまの声を代弁させていただきます。 

市としても、全国初の｢コロナ撲滅支援金｣・｢ふじよしだ若者エール便｣・｢富士吉田

みんなのエール食券｣など他の市町村には無い企画とネ－ミングで富士吉田市の名前

を大きくアピールすることも出来たと思います。6 月 1 日の山梨日日新聞の風林火山

の中にもこんなことが書かれていました。 

｢毎日の食費が家計を直撃する上、コロナ予防でマスクや消毒液の購入費、ステイホ

ームで光熱費や通信費もかさみ、気候に反して懐は寒くなっていく｣とありました。先

にもお話しましたが、私にお母さん方やお婆ちゃん方からの多くの要望がありました。

休校中で高校生までの子育て世帯は、食費の出費が大変に嵩んだとのことでした。 

群馬県高崎市では、家計の負担が増している子育て世帯を支援しようと子どものい

る世帯に５万円分の商品券を交付するそうですが、本市でも、子育て世代への食費の

応援もエールの一つとして取り組みを検討していただきたいと考えますが、いかがで

しょうか。 

 以上で 1 回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

新型コロナウイルス感染症の今後の生活支援の取り組みについての御質問にお答え

いたします。 

 国においては、感染症の拡大と経済活動への大きな打撃を受けた状況を「戦後最大
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の国難」とし、国の補正予算第１号の編成過程において、商品券の配布や現金給付、

また、その対象者をどうするかなど、様々な議論がなされておりました。しかしなが

ら、当時の国における議論は着地点を見いだせないまま、時間ばかりが費やされてい

るものと私は感じておりました。 

 このような中、私は、市民の皆様が、この新たな感染症への恐れや家計への影響な

ど、出口の見えない大きな不安の中で生活をされている状況を目の当たりにし、一刻

も早い支援を行うことが私に課せられた責務であると考えたところであります。この

ため、用途を限定せずマスクや消毒液の購入などにも使えるよう、収入や年齢などに

関わらず全市民に対し一律１万円を「コロナ撲滅支援金」として交付する事業を全国

に先駆けて決定し、現在、約９割の方への交付を完了しております。 

 御質問の子育て世代への応援につきましても、食費を含め自由に使っていただける

よう、この「コロナ撲滅支援金」として交付を行ったところであります。 

 また、食費に対する支援といたしましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、

小中学校の臨時休校による措置として、給食費を一定期間無償とされている市町村が

ございますが、本市においては、既に昨年 10 月から食育の観点も併せて学校給食費の

無償化を実施しており、当然コロナ感染終息後も継続して無償化を行ってまいります。 

 また、アルバイト先の営業自粛などにより収入が減少しているにもかかわらず、県

を跨ぐ移動の自粛要請と家族への感染拡大の恐れなどにより本市への帰省ができず、

県外で頑張っておられる学生の皆様を支えるため、「ふるさと」である本市における特

産品の食料を詰め合わせた「ふじよしだ若者エール便」をお届けしたところでありま

す。 

 さらに、この状況下において、大きな影響を受けている飲食店の資金繰りを支援す

るため、飲食店への料金の先払い制度として、市と市民の皆様とが力を合わせて事業

者を支える「みんなのエール食券事業」を立ち上げ、既に事業を実施しているところ

でもあります。 

 今後におきましても、国、県の政策を注視する中で、第２波などの状況を見据えな

がら、効果的な対策を迅速に講じてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 



6 
 

 ｢新型コロナウイルス感染症の今後の生活支援の取り組み｣について２回目の質問を

します。 

 ここでは、生活支援についてお聞きしました。この生活を守る為に雇用環境の整備

が必要とみなされ、政府においても１次２次と補正予算が組まれております。 

 それは、事業を支えることは勿論ですが、その究極は家庭を、生活を支える為の支

援ではないでしょうか。 

 しかし、実際、雇用調整助成金の制度があっても、書類が煩雑であったり、オンラ

イン申請ということで、その制度が充分に活用されていないのが実態です。臨時休校

で休みを取ったお母さん達の給料は、休んだ分だけ引かれています。その上、まだま

だテレワ－クに切り替えて家で仕事が出来る環境が本市では、不十分だと思います。

それに、仕事も１週間の内３日出勤するだけで給料も下がってしまったと深刻に話し

てくれた友人もいました。 

 本市で、先進的にとってくださった支援策は、とっても素晴らしいと思います。た

だ、ステイホームのなかで先に挙げた支援策で充分とは私には思えません。それに、

高校生にも何かしらの支援があってもよいのではと思いますがいかがでしょうか。 

 家計を守るお母さん方が言うには、今回は、国の特別定額給付金が支給されたので、

生活を支えることが出来たと仰っていました。 

 そこで、コロナの被害が第２波ときた時に、今回の経験を生かし、市として市民の

生活を守る為に 必要な事を今から検討していくべきと思いますが、市の考えをお聞

かせください。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 前田議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 本市における新型コロナウイルス感染症への支援策につきましては、先ほど答弁申

し上げましたとおり、本市は全国でもいち早く、感染拡大の恐れや家計への影響など

の不安を払拭するため、市議会の御理解、御協力もいただく中で、「コロナ撲滅支援金」

として、高校生を含む全市民を対象に、市民一人当たり１万円の交付を行っていると

ころであります。併せて、「コロナに負けるな。ふじよしだ若者エール便事業」や「み

んなのエール食券事業」さらに「全世帯へのマスク配布」など独自の支援策を実施し
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ているところであり、これらの事業に対しましては、多くの市民の皆様から御賛同を

いただいております。 

 これらの支援策は広く市民の皆様を対象に行っているものであり、これらが充分で

ない、また高校生に対する支援がないとの前田議員の御発言は私にとりましては誠に

残念であります。 

 また、第２波が来た時に、今回の経験を生かし、市として市民の生活を守るために

必要なことを今から検討していくべきについてでありますが、新型コロナウイルス感

染症につきましては、未だ終息を見ず、第２波などが発生し得るものと私も認識して

おります。 

 こうしたことから、新型コロナウイルス感染症の第２波への対策につきましては、

これまでの経験を踏まえた想定を行う中、国や県及び関係機関と連携し、状況に応じ

た必要な施策を迅速に講じることができるよう、気を緩めることなく、着実に取り組

んでまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「感染症の観点を取り入れた避難所の対策について」 

１回目の質問 

第３標題 ｢感染症の観点を取り入れた避難所の対策｣について 4 点お聞きします。 

 ５月に入り、関東周辺に地震が頻繁に起こっています。そんな中で、見直さなけれ

ばならない避難所の運営についてですが、 国では４月、避難所での新型コロナの感染

拡大を防ぐ為、自治体などに対し｢感染症の観点を取り入れた対策が必要｣と災害対策

を示した防災基本計画を改定しました。｢密閉・密集・密接｣の３密を避ける為、様々

な工夫がマスコミ等でも話題になっています。そこでお聞きします。 

１点目 

 感染症を避ける為に、今までの避難体制や避難所の運営を見直さなければならない

と思いますが、既にその取り組みは開始されていますか。 

２点目 

 最近地震が続くので、テレビや新聞でも盛んに、３密を避ける為に｢分散避難｣をし

ていく必要があると報道されています。本市で考えている｢分散避難｣の状況を市民に

分かり易くお示し下さい。 
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３点目 

 国の地方交付税を活用して、新たな避難所運営に必要な物、特に飛沫感染を防ぐの

に必要なモノを至急取り揃えるべきだと思いますが、市ではどのような考えでしょう

か、お聞かせください。 

４点目 

 ここで、防災の専門家の方々から｢分散避難｣と言う避難方法が提案されています。

たしかに、災害は地震だけでは無くこれから心配される大雨や台風による被害も甚大

です。そこで、｢分散避難｣の中に、状況によるのですが｢自宅避難｣も大きな選択肢で

あると紹介されていました。 

 その為には、自宅の耐震をしっかりしておくこと、本市では、耐震の審査を無料で

しています。その結果、工事が必要な方に補助も出ています。この機会に市に問い合

わせることをおすすめします。 

 また、今、本市では全ての市民を対象に｢転倒家具防止｣に対する補助金が出ていま

す。この機会に我が家の中に安全な場所を作るチャンスです。5 月号の広報に載って

いましたが、私が声を掛けた方の中では誰も知りませんでした。寝室のタンスや冷蔵

庫など最も危険とされるものを固定させるだけでも安心です。市では、是非利用して

頂きたいと予算を取ってくださったと思いますので、特にご高齢の方にお知らせする

ため、皆さんの身近にいる市の地域包括支援センターのブランチの方やケアマネージ

ャーさんなどから伝えていくような方法を考えていただきたいと思います。又、取り

付けについても、シルバー人材センターの方にもお願いできるように考えていただき

たいと思います。折角、良い施策があっても市民の皆さまに届かなければ無いものと

同じです。備えておいて良かったと必ず言ってもらえるものと思います。 

 このような取り組みの後押しを考えていただきたいのですが、市の考えをお聞かせ

ください。 

 以上で 1 回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 感染症の観点を取り入れた避難所の対策についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の感染症を避ける為の、今までの避難体制や避難所の運営見直しにつ

いてでありますが、これまで、台風等の災害時における短期間の避難を行うための避
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難所といたしましては、コミュニティセンターや地区会館等を使用しておりました。 

 しかしながら、コミュニティセンターや地区会館等は、施設の面積が小さく、多く

の市民が避難してきた場合には、３密が避けられない状況となります。このようなこ

とから、今回のコロナ禍においては地震等の災害時において家屋等の被害を受けた避

難者が中・長期的な避難生活を送ることを想定した施設として指定している市内小中

学校体育館を短期間の避難も含む全ての災害時における避難所として位置付け、状況

に応じた開設をしてまいります。 

 また、避難所の運営につきましては、避難者の安心・安全を第一とし、一人当たり

の生活スペースを３平方メートルから 10 平方メートルへと拡大し、また避難所等を

運営する職員につきましては、フェイスシールド等を着用することにより防護対策の

徹底を図ってまいります。 

 次に、２点目の分散避難についてでありますが、感染症が収束しない中における災

害時の避難の対応につきましては、内閣府から技術的助言が示されております。この

中では、危険な場所にいる人は速やかに避難することが原則であるとされており、そ

の場合には、必ずしも行政が準備した避難所だけでなく、安全な親戚・知人宅に避難

することも推奨されております。そのため分散避難については、感染予防に有効であ

ることから、７月号の広報紙やホームページ等あらゆる手段を活用し周知してまいり

ます。 

 次に、３点目の飛沫感染防止をはじめとする新たに必要な物品についてであります

が、避難所における感染症対策に万全を期すためには、国や県の支援制度の有無にか

かわらず、それらの物品を備蓄すべきものと考えており、既にマスクや消毒液はもち

ろん、スペースを仕切るダンボールパーティション、非接触型体温計等を備蓄したと

ころであります。また、今後の災害時における避難の際には、個人が必要とする常備

薬等の物品に加え、マスク、消毒液、体温計を避難者自らが携行することについても

併せて周知してまいります。 

 次に、４点目の「転倒家具防止」に対する補助制度についてでありますが、本市の

補助制度では、家具等転倒防止器具の購入費に加えて取付費用も補助対象としており、

既に広報紙やホームページにおいて周知を行っているところであります。高齢者の

方々につきましては、今後も引き続き介護や福祉の事業所をはじめブランチの職員や

担当のケアマネージャーを通じて広く周知し、事業の推進を図ってまいります。 
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 なお、家具等転倒防止器具の取付作業につきましては、既に販売業者等のほかシル

バー人材センターにおいても請け負っていただけるとの了承を得ております。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う質問をさせて頂きました。 子供達も

慣れないマスクを付けコロナと戦っています。 

 こんな時だからこそ、大人は子供の声にじっくり耳を傾け安心と励ましを送ってい

きたいと思います。 

 また、熱中症も心配になりますが、大事な子供の成長を皆で応援していきたいと思

います。 

 新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を祈り質問を終わります。 


