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令和２年第３回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和２年６月２６日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和２年６月２９日（月） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１５名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  力 山   彰 君 

   １番  岩 竹 博 明 君     ２番  木 田 圭 司 君 

   ３番  橋 井   肇 君     ４番  梶 川 三樹夫 君 

   ６番  山 口 晃 司 君     ７番  二 見 伸 吾 君 

   ８番  上 原   貢 君     ９番  益 田 芳 子 君 

  １０番  児 玉 利 典 君    １１番  林     拡 君 

  １２番  西   友 幸 君    １３番  中 村   勤 君 

  １４番  西 山   優 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（１名） 

   ５番  繁 政 秀 子 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名  

  追加日程第１ 繁政秀子議員の議員辞職について  

  ２ 一般質問  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   末 平 顕 雄 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      総 務 企 画 部 長   増 田 康 洋 君 
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      財 務 部 長   胡 子 幸 穂 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 

      町 民 生 活 部 長   金 光 一 隆 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      消 防 長   脇 本 哲 也 君 

      教 育 部 長   榎 並 隆 浩 君 

      総務企画部次長兼政策企画課長   谷 口 充 寿 君 

      総務企画部次長兼総務課長   森 本 雅 生 君 

      危 機 管 理 課 長   砂 﨑 勇 介 君 

      財 政 課 長   中 本 孝 弘 君 

      自 治 振 興 課 長   岩 﨑 雅 男 君 

      環 境 課 長   宍 田   貴 君 

      警 防 課 長   木 原 康 太 君 

      学 校 教 育 課 長   土 井 賢 二 君 

      社 会 教 育 課 長   山 本 進 一 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   森     太 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（中村武弘君） 改めて皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたして

おります。よって、令和２年第３回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村武弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、３番橋井議員、４番梶川議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

  ここでしばらく休憩といたしたいと思います。 

  議会運営委員会の開催をお願いしますので、委員の皆さんは第１委員会室にお集ま

りください。よろしくお願いいたします。 

  委員以外の皆さんは、そのままでお待ちください。 

（休憩 午前 ９時３２分） 

 

（再開 午前 ９時３７分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 先ほど決定した本日の議事日程でございますが、繁政秀子議員

から議員の辞職願が提出されております。 

  お諮りします。 

  繁政秀子議員の議員辞職についてを日程に追加し、追加日程第１として日程の順序

を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。 

  よって、繁政秀子議員の議員辞職願についてを日程に追加し、追加日程第１として

日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 追加日程第１、繁政秀子議員の議員辞職についてを議題としま

す。 

  事務局長に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（森  太君） 事務局長です。 

  代読いたします。 

  辞職願。このたび一身上の都合により議員を辞職したいので、許可されるよう願い

出ます。 

  令和２年６月２５日、広島県安芸郡府中町石井城２丁目１１の２０、繁政秀子、押
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印。府中町議会議長殿。 

  日付は６月２５日となっておりますが、提出は６月２６日ということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） お諮りします。 

  繁政秀子議員の議員の辞職願を許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。 

  よって、繁政秀子議員の議員辞職を許可することに決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  一般質問は、慣例に従って、総務文教から順をおって通告順に行います。 

  あらかじめ申し上げますが、一般質問中は議場内の密を避けるため一部議員は、議

員控室で待機することができます。ただし質問順が来た際に在籍していない場合は質

問することができませんので、御注意ください。 

  総務文教関係、第１項、出水期の避難所感染症対策は、１０番児玉議員。次に、災

害対策について、１８番力山議員。コロナ禍での災害時の対応について、４番梶川議

員の質問を行います。 

  まず、１０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 皆さん、おはようございます。 

  １０番児玉利典でございます。質問前ではありますが、大変残念なことです。皆さ

ん、私も含めまして、襟を正して頑張ってまいりたいと思います。 

  それでは、質問に入らせていただきます。私のほうからは、出水期の避難所感染症

予防対策について、質問させていただきます。 

  質問趣旨でございますが、私たちは、この４年間で１００年に一度と言われる未曾

有の危機を２回も経験しました。一つは、平成３０年７月の豪雨災害でございます。

僅か１か月で普通の生活はできるようなりましたが、いまだ復旧、復興半ばでありま

す。また、最近の天気を見ますと、記録的な豪雨はないものの、かなりひどい雨が瞬

間的に降ったり、晴れたりと、例年の梅雨のような天気ではないので、２年前の豪雨

災害を経験しているせいか、不安は募るばかりです。 

  一方で避難経路の見直しや避難方法も変わってきており、住民の皆さんの危機管理、
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災害意識も高まっている中、避難自体は２年前より大きく変わっているのではないか

と思います。 

  もう一つは、現在、渦中にある新型コロナウイルスの問題であります。新型コロナ

ウイルスの感染症は、国内でも感染が拡大し、４月７日には東京都をはじめとする

１都１府５県に緊急事態宣言が発令、その後、４月１６日には広島県を含む４７都道

府県に拡大されました。 

  現在、緊急事態宣言は、全国で解除されているものの、５月１４日に解除された福

岡県北九州市で、４月３０日から５月２２日までの２３日間、新たな発生はなかった

ものの、５月２３日以降、数多くの陽性患者の発生が確認されたことや、感染者数が

日本で一番多い東京都においても、現在は解除されましたが、東京アラートを発令さ

れるなど、第２波ではないかと不安な状況が続いております。 

  再度の感染拡大が起きるのではないかと懸念してるところではありますが、この発

生原因の分析は非常に難しいところがありますが、宣言解除による段階的緩和により

経済活動を再開したことや、人の移動が始まったことなど、人と人との接触機会が増

え、いわゆる３密状態の発生が一つの要因ではないかと感じているところであります。 

  こうした第２波の懸念がある中、梅雨入り、台風シーズンの到来と災害への対応が

心配なところです。特に２年前に経験した平成３０年７月豪雨災害での多くの方が避

難されたように、避難所に一時的にでも人が密集する、身体的な距離を確保できず、

避難所でクラスターが発生する可能性があります。そこで出水期の避難所の感染予防

対策を、どのように考えておられるのか、町の考えをお伺いいたします。 

○議長（中村武弘君） 次に、１８番力山議員。 

○１８番（力山 彰君） １８番力山。皆さん、おはようございます。 

  災害対策について御質問いたします。 

  近年、局地的大雨により甚大な被害を及ぼす被害が多発しております。広島も例外

でなく、平成２６年８月豪雨、平成３０年７月豪雨などが発生しており、平成３０年

７月には府中町においても甚大な被害を受けました。こうした異常気象による災害リ

スクが高まる中、今年は去年よりも２週間ほど早く、６月１０日に梅雨入りいたしま

した。災害対策は事前の備えが重要であると考えます。 

  そこで、以下、災害対策について、質問します。１、関係機関との協力体制につい

て。万が一災害が発生した場合、初動対応は役場や消防が担うにしても早急に応急対
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応、被災者支援を行うためには土木、医療福祉事業者などとの協力体制が不可欠であ

ると考えます。これらの関係機関との協力体制が、どのようになっているか、お聞き

いたします。 

  ２、避難所について。一昨年の豪雨災害では、避難所開設の初動に課題があったと

の声もあり、改善が進められているとお聞きしています。それに加え、今年は新たな

課題である新型コロナウイルス感染症対策にも配慮する必要があります。これまで以

上に事前の想定、準備が重要であると思いますが、避難所での対策をお聞きいたしま

す。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 次に、４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 皆さん、おはようございます。 

  コロナ禍での災害時の対応について、質問いたします。 

  広島県は６月８日、梅雨や台風などの時期を前に、避難所での新型コロナウイルス

感染症対策を盛り込んだマニュアルをまとめ、全市町に通知しました。避難で身を寄

せた人同士の距離を空けて３密を避け、発熱者や要介護者向けに専用スペースを設置

することなどを求めてます。 

  以下、コロナ禍での災害時の町の対応について、お尋ねをいたします。 

  １、避難所での運営マニュアルは府中町として作っているのか。 

  ２、感染症対策をとると避難所の中へ避難できる人数は少なくなるが、どのくらい

の人数になるのか。また、開設対象の避難所を増やす計画はあるのか。 

  ３、親戚や友人宅への避難等、分散避難の必要性について。 

  ４、避難所で必要な資機材、避難者の仕切り等の配備はできているのか。また、避

難所の環境改善は。今、エアーベッドというのを配布ということも、他の県では考え

られておりますし、段ボールベッド、マスク、消毒液、それらの避難所での確保がで

きているのか。 

  以上をお尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（増田康洋君） おはようございます。総務企画部長です。 

  １０番児玉議員の「出水期の避難所感染症予防対策は」、１８番力山議員の「災害
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対策について」、４番梶川議員の「コロナ禍での災害時の対応について」に関しまし

て、一括で答弁をさせていただきます。 

  なお、同じ趣旨の御質問につきましては、併せて答弁いたしたいと思いますので、

質問項目の順序が前後することがございますが、御了承くださいますようお願いいた

します。 

  新型コロナウイルス感染症につきましては、日本国内においても多くの患者が発生

しましたが、現在の状況は、ピーク時と比較すると、大幅に改善をされているところ

です。しかし、感染事例も日々引き続き報告されており、今後、再度の感染拡大も予

想されている中、長丁場の対応が必要になるというふうに考えております。 

  さて、こうした状況下、出水期を迎えたわけですが、避難所を開設する場合には、

感染症予防対策が重要となってまいります。 

  それではまず、児玉議員の「出水期の避難所感染予防対策をどのように考えている

のか」、力山議員の「一昨年の豪雨災害を経ての避難所開設初動の課題改善」、「新

たな課題である感染症対策」、梶川議員の「避難所での運営マニュアル」、「必要な

資機材の配備」、「避難所の環境改善」について答弁をさせていただきます。 

  避難所における感染症予防対策は、「新型インフルエンザ等の院内感染制御に関す

る研究」研究班が、平成２３年に作成した、避難所における感染対策マニュアルを基

本に、従前は対応してきたところですが、今般、広島県が策定しました、新型コロナ

ウイルス感染症に係る避難所運営マニュアル、また、国から示されております、避難

所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料を踏まえ、対応を行うこと

としております。 

  そのため、町独自の避難所運営マニュアルは特段作成をしておりませんが、避難所

は、施設ごとにそれぞれ形態や面積などが異なっていることもあり、広島県のマニュ

アルを参考に、施設の状況に応じ、環境整備や運営対策を行うこととしております。 

  避難所では、まず基本的な感染症対策を実施をいたします。加えて、密閉・密集・

密接の、いわゆる「３密」を避ける取組を実施いたします。 

  基本的な感染症対策といたしましては、入り口へのアルコール消毒液の設置、そし

て定期的な清掃、消毒、換気を行うこととしております。また、避難されたときに

「健康チェックリスト」により健康状態を確認させていただくとともに、マスクをお

忘れの方にはマスクを配布し、さらに非接触式温度計により発熱がないかの確認を行
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います。発熱が確認された場合や、健康チェックリストの内容によっては、症状に応

じたゾーニングを行い、一般の避難者との動線を分けることとしております。 

  ３密を避ける取組といたしましては、避難者が密接しないよう十分なスペースを確

保するため、おおむね２メートル程度離れたレイアウトとし、パーティションや間仕

切りテントにより接触防止を図ることとしております。また、エアマットや段ボール

ベッド、サーキュレーター、エコノミークラス症候群予防としての弾性ストッキング

などを準備するとともに、不足分につきましては順次調達することで、環境改善に努

めてまいります。 

  平成３０年７月豪雨災害の検証結果を踏まえた、避難所開設に係る初動の改善点と

いたしましては、必要な物資の整備、各避難所への初動物資の分散保管といった対策

を進めたほか、災害が中・長期化することも視野に、速やかな初動体制を目指し、避

難所運営に従事する職員体制を３交代で編成をしております。 

  さらに今年度は、避難所運営職員を増員するとともに、避難所内で症状が疑われる

者が発生した場合に備え、保健師が対応できる体制なども整えることで、より充実し

た対応を実施いたします。 

  続きまして、梶川議員の「感染症対策時の避難者数」、「避難所の増設」、「分散

避難の必要性」について答弁をさせていただきます。 

  避難情報を発した場合には、通常１０か所を開設することといたしております。そ

の収容人員の総数は約２，３００人でございますが、感染症対策を行うことで約

５５０人、４分の１程度となる見込みです。避難所の増設につきまして、予定はして

いるところですが、開設に際しましては、災害の状況や規模に応じ、適時適切に行い

たいと考えております。 

  分散避難につきましては、町としても必要性は認識しているところです。まず御自

宅や御自身がおられる場所が危険な地域なのかどうか、あらかじめハザードマップな

どで御確認いただき、御自宅や御自身の安全が確保できた場合には、御自宅で生活を

続ける在宅避難をお願いいたしたいと考えております。 

  御自宅や御自身がおられる場所が危険な地域で、避難を必要とする場合は、ちゅう

ちょなく避難をしていただきたいと考えておりますが、避難先は、町が開設する避難

所にこだわらず、親戚や知人宅などの安全な避難場所の確保も御検討いただきたいと

考えております。 
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  続きまして、力山議員の「関係機関との協力体制」について答弁をさせていただき

ます。災害を防除し、被害を軽減するには、議員御指摘のとおり、各種機関・各種団

体との連携は重要であると、町でも認識しているところです。 

  現在の協力体制についてですが、まず医療分野におきまして、一般社団法人安芸地

区医師会をはじめ、一般社団法人安芸薬剤師会や安芸歯科医師会と、災害時に避難所

などで医療・救護活動を行っていただくよう協定を締結をしております。 

  土木・建築分野におきましては、重機や資機材の迅速なあっせんや調達、現場応急

対応を行っていただくよう、府中町建築協会と協定を締結しているほか、現在、町内

１３の建設事業者と協定の締結を進めているところです。 

  関係機関と協力体制を整えることは、複雑、多様化する災害の被害を軽減し、住民

の生命、身体及び財産を保護するため重要なものと認識をしており、引き続き適切な

協力体制を築いてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） １０番児玉でございます。御答弁ありがとうございました。 

  新型コロナウイルスの感染症のですね、再度感染拡大が予想される中、町としても

対応を考えておられたということに対しては、少し安心しました。町民の方は、新型

コロナウイルスの感染症への感染と災害発生による避難に不安を感じておられるので

はないかなというふうに考えております。 

  先ほどの答弁の中にありましたけども、私が確認したかったのは、避難所そのもの

の対応、基本的な対応であるとか、３密を避ける対応、これについても理解しました

し、よかったんですが、私、それ以上に、今までの災害時の避難というのは、もう逃

げろ、逃げろなんですよ。要するに避難所なり自家用車の中に避難するとかいうよう

なこともあるんですけども、梶川議員のほうからの質問があったように、分散避難が、

今回は言われていると。例えば、知人の家であるとか、親戚であるとか、そういった

ところへの避難も避難のうちだよということで、皆さんの中にはですね、災害の発生

レベルが４段階、５段階か、あったんですけども、その段階で避難してくれ、とにか

く避難してくれというのが今までの通例でございますので、そこらあたりを、皆さん

が避難されると、こういった３密は避けれないというところから、分散避難という形
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になるんだろうと思うんですが、こういったところを、広報ふちゅうの中でも６月号

には少し掲載されておりました。 

  町民に対して、私が思うのは、今年どうすべきなんかというところをですね、これ

周知すること、周知することが大事なんではないかなというふうに思っております。

この辺の周知について、どのように考えておられるのか、お答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（中村武弘君） 次に、１８番力山議員。 

○１８番（力山 彰君） １８番力山です。御答弁ありがとうございました。 

  引き続き、私のほうの２回目の質問をさせていただきます。まず、私の関係機関と

の協力体制は、どのようになっているのかとの質問に対し、医療分野については、医

師会、薬剤師会と協定を締結しており、協力体制は整っていると。また、建築分野に

おいても、府中町建築協会と協定を結んでいる。土木分野においては、現在、町内

１３の建設事業者との協定を進めているとの回答を頂きました。そこで、関係機関と

の協力体制について、再度、お尋ねします。 

  土木分野においては、現在、町内１３の建設事業者との協定を進めているというこ

とは建設事業者との協定は、まだ、結ばれてないということでございますね。 

  土砂災害が発生したときの救助活動や復旧活動には、土木関係業界との協力が不可

欠です。なぜなら、土木業者は土地に対する、土砂に対する深い知識と経験を持ち、

さらにショベルカーやブルドーザーなどの重機を持っておられ、作業を効率的に進め

ることができるからです。平成３０年７月に発生した土砂災害では、府中町内への土

木業者をはじめ、いろいろな業者に助けていただきました。 

  災害復旧が一段落した後には、府中町内において各種問題点の抽出や課題解決の検

討がなされたことと思います。そんな中で、災害発生から２年もたった今も、なぜ、

土木関係業界との協定が、まだ、結ばれていなかったのか、その理由について、お伺

いいたします。 

  また、府中町地域防災計画の中の資料１４、災害時における各協定によると、万一

の災害発生に備え、３２の団体、企業などとの協定を結ばれています。協定を結んで

いても、実効性がなければ意味がありません。そこで、各種団体、企業と締結した協

定の認識が今も続いているのかどうか、また、それをどのように確認されているのか、

フォローされているのかについてお伺いいたします。協定を結んでいても、それ自体
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を忘れられていては意味がないということで、お聞きいたします。 

  続きまして、避難所に関して再度、お尋ねします。新型コロナウイルス感染症対策

のため、避難所においても特別な体制で準備しているということでしたので、万が一

の際には、そうした備えを着実に実施できるようにしていただきたいと思います。避

難所に関する再質問の一つ目、先ほどの回答では、避難者に対し、非接触式温度計に

より発熱がないか検温を行うとありましたが、１、危機管理課では非常時のために非

接触式温度計を複数台保有されていると聞いております。危機管理課が保有されてい

る分を含め、現在、府中町には何台あるのでしょうか。また、全ての避難所に非接触

式温度計を用意するとなると、かなりの台数が必要となります。不足分として何台ぐ

らいの購入を予定されていますかと。 

  二つ目、各避難所に非接触式温度計を何台ずつ用意されるように計画されているの

でしょうか。非接触式温度計を各避難所に常備する計画はありますか。 

  避難所に関する再質問の二つ目です。避難所を担当する職員が事前に、それらの使

い方や、それぞれの職員の役割を認識しておく必要があると思います。また、できれ

ば事前にシミュレーションしておく必要があると思いますが、いかがでしょうか。そ

うすることで、全体的な動きを共通認識し、また、新たな課題も見えてくるのではな

いかと思います。このことから、避難所を担当する各職員が、どのように事前準備や

すり合わせをしているのか、お聞きいたします。 

  避難所に関する再質問の三つ目です。府中町では、町内会の掲示板に、あなたの避

難場所はどこですか、自宅、家族、もしくは友人の家、それとも町の避難所、避難す

る先は府中町が指定する避難所だけではありませんと、分散避難を促すリーフレット

を掲示されています。 

  避難する場所は最終的に、各個人が決定することではありますが、町内会や団体で

は、独自の自主避難場所を準備されているところもあると聞いております。このこと

を町は把握されているでしょうか。こうした町内会や団体が準備する自主避難場所を

活用して分散避難する方法もあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。で

きれば、こうした町内会や団体が準備する自主避難場所にも非接触型温度計など、最

低限の設備は準備していたほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。町内会や団

体が独自で開く自主避難場所には水、食糧などの廃棄はしないと聞いております。 

  町内会や団体が開く避難場所にも大勢の方が避難されることが予想されますので、
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こうした自主避難場所にも水、食糧などを配給すべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

  なお、ここについては、一日だけの、一晩だけの避難であれば、水、食糧の配給は

必要ないと思いますが、これが長期にわたる場合には必要になってくるんじゃないか

と考えておりますので、その点についてもお聞きいたします。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 答弁ありがとうございました。 

  ２回目の質問です。ちょっと力山議員とかぶるところもありますが、災害時避難所

でコロナウイルスの感染者が出た場合、あってはならないことなんですけど、出た場

合に避難所内での感染者の隔離は、どのように計画をされているのか、お尋ねをした

いと思います。 

  感染者と症状のある人、あるいは濃厚接触者とか、そういうゾーニング計画につい

て、お尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  危機管理課長。 

○危機管理課長（砂﨑勇介君） 危機管理課長です。 

  ２回目の御質問に答弁させていただきます。まず、１０番児玉議員の御質問、町民

に対する周知の強化についてでございますが、町民の皆様に改めて避難行動を考えて

いただきたく情報発信に努めているところでございます。 

  特に感染リスクの低減対策として分散避難や垂直避難も含めた在宅避難は有効と考

えており、広報ふちゅうでは６月号に引き続き、７月号にも掲載を予定しているほか、

ホームページでは、避難所の感染症への対応といった特設ページを作成し、周知を行

っているところでございます。また、南北町内会連合会の皆様に御協力を頂きまして、

町内会の掲示板にポスターを掲出させていただくなど、周知活動に努めているところ

でございます。 

  引き続き、様々な機会を通じ、町民の皆様への情報発信に努めてまいりたいと考え

ております。 

  続いて、１８番力山議員の御質問、土木関係業界との協定についてでございますが、

府中町建設業協会が事実上の消滅をした後は、団体として受皿となる組織がなく災害



- 13 - 

時における応急対応については、事業者ごとに協議を重ね、協力体制を構築してきた

ところでございます。協力体制の実例といたしましては、平成３０年７月豪雨災害で

は、雨の強くなった７月６日の夜には町内事業者の方々に順次、建設部に参集してい

ただき、以降、長期間昼夜を問わず安全対策、応急対応をしていただいたところでご

ざいます。 

  町内事業者の方々とは、既に、こうした御支援、御協力を頂ける体制となっている

ところではございますが、これらを明確にするため、昨年度から協議を行い、今般、

協定締結を行うものでございます。 

  次に、現在、町が締結している災害に関する協定の実行性についてでございますが、

平成３０年７月豪雨災害時においては、被災者に対する防災活動協力、物資の提供、

燃料の優先供給など、協定に基づく支援、協力を頂いたところでございます。また、

平成３０年７月豪雨災害の経験を踏まえ、新たに株式会社エネルギア・コミュニケー

ションズ様とドローンによる調査活動に関する協定を締結したことや、マツダ株式会

社様と平成３０年７月豪雨災害時に御支援、御協力頂いた内容を踏まえた協定を締結

させていただくなど、実効性のある取組を進めているところでございます。 

  しかしながら、協定締結しているものの、幾つか協力体制の確認が不十分なものも

ございますので、御指摘を真摯に受け止め、協定内容の再確認、連絡体制の整備など、

協定先と連絡調整し、防災上、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、避難所に関する御質問でございますが、非接触式温度計は危機管理課が

２８台、町全体としては５９台所有しております。避難所用としましては、あと

１５台購入する予定としております。避難所には２台配備し、うち１台は避難所に常

備したいと考えております。 

  次に、避難所担当職員の準備についてでございますが、非接触式温度計の使い方の

みならず、パーテーションや間仕切りテントの設置、避難者の受付方法やゾーニング

による避難者の区分の方法などにつきまして、職員を対象とした避難所開設運営訓練

を７月１日に行うこととしております。これはマニュアルに沿った運営方法を確認す

るほか、訓練実施により新たな課題が生じてくると思われますので、そういった内容

を早急に整理し、避難所が適正に運営できるように努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、独自自主避難所の活用につきましてですが、町が開設する避難所のほか、町
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内会集会所など、地域で自主開設されている避難所があることは認識しているところ

でございます。町内会集会所などの避難所活用につきましては、近隣市町の事例も参

考に町内会や自主防災会などの協力を頂きながら前向きに検討させていただきたいと

考えております。その中で必要な資機材など、備蓄させていただくことや中長期対応

も含めた水、食糧などの提供方法、こうしたことも含めて協議させていただきたいと

考えております。 

  続きまして、４番梶川議員の御質問、避難所におけるゾーニングについてでござい

ますが、県のマニュアルに基づき、五つに分けることとしております。 

  まず、１、感染者。２、感染者の濃厚接触者。３、症状のある方。４、要配慮者。

５、一般の避難スペースとなっております。それぞれ入り口で健康チェックや検温に

より区分に応じた専用スペースに移動していただくこととしております。また、でき

る限り、可能な限り、個室の提供、専用トイレの確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。また、避難者の健康管理も定期的に行いまして、健康状態に変化が起きた場

合につきましては、ゾーニングに応じた専用スペースへの移動を行いたいと考えてお

ります。 

  なお、感染者、症状がある方につきましては、早急に医療機関や帰国者・接触者外

来に搬送できるよう保健所と連絡調整を行うこととしております。 

  以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 御答弁ありがとうございました。 

  答弁頂いたようにですね、新型コロナウイルスの感染症の再度の感染拡大への懸念

がある中、今回、出水期を機会に町民に避難行動の在り方を再考していただくという

ことは非常にいいというふうに感じております。と同時に、町民の皆様に、さらに周

知していただきますことをお願いしたいと思いますし、町民とともに進めていただき

たいというふうに思っております。 

  最後に、もう１件、質問させていただきたいと思います。先日、町長のほうが、

２期目のスタートをされたわけでございますけども、令和２年度の施政方針の中には

ですね、災害に強いまちづくりを進めるとされておりまして、２期目の就任挨拶につ

きましては、１期４年間に直面した平成３０年７月豪雨災害を踏まえた防災、減災、
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国土強靱化の推進、それから、新型コロナウイルス感染症への対応支援といった、

様々なことに直面されておりますけども、新たなことに直面されています、こういっ

た新たな課題に対して迅速に対応するというふうに述べられております。 

  危機管理の意識の高さを非常に感じるところではございます。新型コロナウイルス

の感染症対策と災害対応、同時の発生というのは非常に大変だと思います。想定する

と大変だと思います。こうした取組への町長のお考えをお聞かせいただきたいという

ふうに思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 次に、１８番力山議員。 

○１８番（力山 彰君） １８番力山です。今は新型コロナウイルス感染症対策という

新たな課題への対応が最優先課題だと考えてはおります。しかし、南海トラフ地震の

発生リスクが高まっていることにも注意が必要でございます。府中町が、さらに住み

よい町になっていくためには、地域との連携強化や災害が発生したときに御協力を頂

く土木、建築、医療福祉事業者など、関係機関との協力体制強化が不可欠と考えてい

ます。 

  そうした地域や関係機関との連携をさらに進めていただくように、よろしくお願い

いたします。 

  これで、私の質問を終わります。 

○議長（中村武弘君） 次に、４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 私も要望を言わせていただいて終わりたいと思います。 

  まず、コロナ禍での災害時の対応は、災害のリスクをとるのか、密集によるコロナ

感染のリスクをとるのかで多くの町民は迷うことになるのではないかと思っておりま

す。事前に、この問題を町民に投げかけ、それぞれが自分のこととして考えておける

よう、これからも、特に避難に時間を要する人のためにも、早めの初動対応がとれる

よう、町民に意識づけをしていく必要があろうかと思いますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

  ２番目の要望として、防災士の資格を持つ人が町内にも増えております。その人と

の町との連携、住民との連携というのが必要ではないかなというふうに思っておりま

すので、防災士の資格を持つ人との連携、会議なんかも必要じゃないかなというふう

に思います。 
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  それで３番目の要望として防災無線が、前からの課題ではございました、聞こえに

くいということで、現在、１０か国語でメール配信をしているわけでございますが、

メール配信を受ける方法が分からないという、特に御年配の方が多いので、町長さん

も言われておりますけど、出前出張講座とかして、やっていくということ。今、ちょ

うどコロナ禍でございますので、いきいきサロンとかいきいき１００歳体操とかやっ

ておられますので、そういうところでちょっとメール配信の仕方を教えてあげるとか、

何かできないかなということも考えておりますので、御検討よろしくお願いいたしま

す。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 児玉議員から町長の考えをということでございますので、御答

弁申し上げます。 

  多くが、もう既に部長、課長のほうから答弁させていただきましたので、重複する

かも分かりませんが、答弁します。本定例会の冒頭でも就任挨拶でも申し上げたとこ

ろでございますが、町行政の新たな課題としての防災、減災、国土強靱化の取組、そ

して、今まさに直面している新型コロナウイルスの感染症に対する取組、認識をして

おります。昨年度の機構改革、組織改革におきましては、自然災害に限らず感染症の

パンデミックなどの町の直面する様々な危機、リスク管理を所掌して、組織上の要と

しての危機管理課を創設したということでございまして、具体的な対応については、

その要を中心に全町的に取り組むことといたしたところであります。 

  新型コロナウイルスは、いまだ治療薬やワクチンが開発されていないことから、現

在は急激な感染拡大が収まってるというものの、これからの相当、期間は分かりませ

んけど、相当な期間はウイルスの脅威と隣り合わせの生活を余儀なくとれるというこ

とでございます。 

  特に御質問がありました、災害時の避難所につきましては、今までの避難所運営で

は３密を避けることが難しいと、あるいは、御指摘のありましたようにクラスターの

発生も危惧されるということでございます。したがいまして、避難所、その運営につ

きましては、既に御答弁させていただいておりますけれども、様々な感染リスクを低

減させる対策が必要で、県マニュアルを参考にして、府中町のそれぞれの避難所の実
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情に応じた対策を講じるということで、準備をしておるところでございます。 

  また、こうした状況のもとでは、これ議員の皆様方からも御指摘頂いておりますが、

町民の皆様との協力関係というのが不可欠でございます。先ほどありましたように、

いま一度、御自身に合った避難行動をあらかじめ確認いただくと、複数の避難先を確

保して分散避難も考えていただくと。マスク、消毒液、体温計なども御用意していた

だく。避難所では手洗い、消毒に心がけ、体調が優れないときには、すぐに避難所の

管理者のほうに申し出ていただくと、そういったことを心がけていただきたいという

ことでございます。 

  自然災害に対する防災、減災の取組、そして、感染症対策の取組、いずれも行政だ

けでは達成できるものではないと。町民の皆様と町行政が共に歩調を合わせて、それ

ぞれの役割を果たすことが重要であります。そのためにも町民の皆様と町行政の情報

の共有が大切であります。今、御質問の中にも、その町の考え方、そういったことを

しっかり周知をするという御指摘も頂いたところであります。議員の皆様におかれま

しても、そういった情報を町民の皆さんに御提供いただく、御協力いただきたいです

し、また、様々な町民の皆様の声を我々町行政のほうにつないでいただくということ

も、お願いをしたいというふうに思います。しっかり頑張ってまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第１項、出水期の避難所感染症対策は、１０番児玉議

員。災害対策について、１８番力山議員。コロナ禍での災害時の対応について、４番

梶川議員の質問を終わります。 

  次に、まいります。 

  続いて、総務文教関係、第２項、佐藤町長２期目の副町長の思いについて、１２番

西議員の質問を行います。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） １２番西です。 

  副町長、ナンバー２でございますが、町として、なかなか答弁の機会がありません

ので、前回の副町長にもちょっと質問したわけなんでございますが、それでは、副町

長について質問させていただきます。 

  佐藤町長は、就任に際し表明された三つのテーマ、広島都市圏で一番子育てがしや
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すい町、志を育む教育の町、バランスのとれた行政施策を着実に進めてこられ、この

たび町長として２期目を迎えられました。末平副町長は、佐藤町長１期目の平成

３１年４月から副町長に就任され、町長及び着実な施策を推進を支えられ、１年余り

が経過しました。町長をはじめ、そこに展開される施策や町長の思いを具体化してい

く町職員を見てこられていると思います。 

  隣に町長がいらっしゃいますので、お答えにくいところもあるかと思いますが、副

町長として、率直なお考えをお伺いしたいので、三つの点について、伺います。 

  一つ目は、平成３１年４月、府中町の副町長に就任されましたが、就任前において

も府中町と関わりは幾つかあったと思います。当時、府中町にお持ちであった思いや

イメージが、就任後、どのように変わりましたか、また、当時は知らなかった就任後、

改めて知ったことがありましたら、お教えください。 

  二つ目はですね、広島県職員としていろいろな市町と関わる部署を経験され、いろ

いろな市町の施策を御覧になってきたと思いますが、他の市町と比較して、府中町ら

しい、また、他の市町じゃないような施策は、どのようなものがありましたか、お教

えください。 

  三つ目はですね、ちょっと質問が漠然としてお答えにくいかもしれませんが、副町

長に就任され、町長のお考えを具体的に施策として展開するに当たって、御自身の役

割、なすべきことなど、例えば職員に対して、どのように接し、指示を出していくな

どの、ちょっとお答えにくいかもしれませんが、副町長のお考えをお教えください。 

  質問は、１回目は以上でございます。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  副町長。 

○副町長（末平顕雄君） 皆さん、おはようございます。早速ですが、私、副町長に答

弁の機会をいただき誠にありがとうございます。副町長です。 

  １２番西議員からの一般質問、佐藤町長２期目の副町長の思いについて、答弁いた

します。まず１点目、副町長に就任する前と後で、府中町への思い・イメージにどの

ような変化があったかについてです。 

  私は、平成３１年第１回定例会におきまして、議員の皆様から選任の御同意を賜り、

同年４月１日から副町長に就任し、現在、広島市内から通勤をしておりますが、それ

までは、町内の大型商業施設に買物などに出かける以外は、府中町へ訪れる機会とい
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うのは、ほとんどございませんでした。このような私が、これまでに抱いていた府中

町のイメージは、高い下水道整備率に代表されるように、多くの都市基盤が整備され、

交通利便性が高く、教育環境も充実した「誰もが住んでみたい、住み続けたい」と実

感できる町であり、住民の満足度も高い、既に完成された町であると思っておりまし

た。 

  しかしながら、就任後に町内を回らせていただくと、平成３０年７月豪雨災害の爪

痕は依然として大きく残り、また、職員からは、広島市東部地区連続立体交差事業の

早期着工、あるいは生活道路等の整備・改善、つばきバス運行経路の見直しなど、

様々な課題であるとか、住民要望があるということの説明を受けました。 

  限られた財源の中で、多様化・高度化する住民ニーズに的確に対応していくために

は、長期的な視点に立ち、計画的で持続可能な行財政運営が行えるよう、十分に留意

する必要があると、改めて実感したところでございます。 

  次に２点目、府中町のまちづくりの施策の中で、他の市町と比較して、特徴的・先

進的なものは何かについてでございます。町長は、平成２８年６月に就任以来、三つ

の宣言、「広島都市圏で一番の子育てしやすいまち」「志を育む教育のまち」「バラ

ンスのとれた行政施策の展開」の実現に向け、各種事業等の推進に着実に取り組んで

こられました。 

  とりわけ、子育て支援に関しては、１８歳まで利用可能な町内二つ目の児童センタ

ー「ハッピーズ」の開設をはじめ、他に例のない「プラチナ保育事業」、国に先駆け

て行った「任意予防接種」や「病児・病後児送迎サービス」など、様々な事業を積極

的に展開しております。 

  加えて、妊娠、出産、育児、子育てを切れ目なくつなぎ、サポートする相談体制

「ネウボラふちゅう」の推進、府中町婦人会のボランティアの皆様の御協力による、

朝ごはん推進事業「府小っ子モーニングビュッフエ」の開設、さらには、子どもの

様々なリスクに対応し、必要なタイミングで必要な支援を行う「子どもの予防的支援

構築事業」など、先駆的な広島県のモデル事業にも果敢に取り組んでおります。 

  このような「子育て支援」に特化した、総合的・重点的な取組は、他の市町には見

られないものであり、府中町が誇る特徴的・先進的な取組であると思っております。 

  最後に３点目、副町長としての役割についてどのように考えているのかについてで

す。地方自治法では、副町長は町長を補佐し、町長の命を受け政策及び企画をつかさ
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どり、その補助機関である職員の担任する事務を監督する。また、町長の権限に属す

る事務のうち委任を受けたものについて、その事務を執行すると規定されております。

このことから私は、町長の補佐を最大の使命と考え、町長の考え方や指示などに基づ

き、職員に対して仕事への意識づけや具体の指示などを速やかに行うとともに、職員

から町長への情報提供や協議・説明等に当たっては、事前に内容を十分に確認した上

で、可能な限り具体的なアドバイスを行うように努めております。 

  町政運営を円滑に進めるための「町長の代弁者」であり、職員にとってのよき「助

言者・相談者」であることが、私の副町長としての役割であると認識をしております。

なお、私は県職員の身分を辞して派遣されているため、これらの役割に加えまして、

県から新たな風を吹き込むことで、職員の仕事の進め方や行動・意識などを改革する

役割もあるとも思っておりまして、このことを常に意識しながら、職務を遂行してい

るところでございます。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 御答弁ありがとうございました。 

  副町長御自身のお言葉で、府中町に対する思いや、御自身の役割がよく伝わってき

ました。引き続き府中町が魅力ある町となるように町長を補佐し、職員の先頭に立っ

て、町民のために御尽力いただきたいと思っております。 

  それでは、今の御答弁から、もう二つお聞きいたします。一つ目はですね、府中町

に来られる前は広島県職員として他町に派遣を経験されたり、市町との緊密な関係あ

る市町行政財政課を経験されたりなど、市町の事務についても、よく御存じだと思い

ます。御自身の経験から町職員に対し、伝えたい御経験のエピソードなりを教えてく

ださい。 

  二つ目ですね、これも漠然として質問になるんですが、２期目を迎えた佐藤町長を

支えていく上で、町長１期目の途中から町長を支えてきた経験と、今後どのように町

長を支えていくかといった思いがあれば、お教えください。 

  以上、２点についてお願いします。 

○議長（中村武弘君） はい、答弁。 

  副町長。 
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○副町長（末平顕雄君） 副町長です。 

  ただいまの西議員の２回目の質問に対して、お答えいたします。 

  まず、１点目、府中町の職員に対して、何か思いはあるかということについてです。

府中町の職員は、真面目で協調性があり、責任感も強く、総じて優秀な職員が多いと

思っておりますけども、一方で、仕事の進め方などに関して少し気になる部分があり

ます。具体的には、一部の事務協議において各種資料とか、図面などを提示頂くんで

すが、論点や課題などについてはですね、結構、口頭で説明する場合があるというこ

とがございます。 

  ちなみに県では、論点のポイントを箇条書にした論点メモであるとか、あるいは現

状、課題、対応を簡易にまとめた協議ペーパー、１枚ものと呼んでますけども、これ

らを作成し、これをもとに協議を行っております。これらの資料により協議すること

で問題点の所在が明確化され、双方で速やかに課題意識が共有できるとともに、論点

に沿った有意義な協議が行われ、協議時間の短縮にもつながると考えております。ま

た、意思形成過程の記録として保存することで、公文書の適正な管理にも資するもの

となると思っております。 

  私としては、これらの資料が全ての協議で必要とは思っておりませんし、町の仕事

の進め方として、本当になじむのかどうかという明確でない部分もございますけども、

有効な方法と考えられますので、ぜひ推奨してみたいと思っております。 

  次、２点目、２期目の佐藤町政を支えていく上での思いは決意はどうかという部分

についてです。佐藤町長の２期目は新型コロナウイルスの脅威と闘いながら町政をさ

らに前へ進めていかなければならない大変厳しい社会経済環境の中でのスタートとな

っています。急激な景気後退、国、地方を通じた大幅な財源不足や減収見通しの中、

今後の数年間の施策展開によっては、府中町の将来が大きく左右されかねないことを

強く認識し、必要な施策をバランスよく進めていく。そうした厳しく難しい行財政運

営に適切に対応していかなければなりません。 

  そして、このようなときだからこそ、職員全員が同じ目標を持ち、一丸となって町

長を支え、町民の皆さんをしっかり応援することで、誰もが府中町に住んでよかった、

住み続けたいと、そう実感できるまちづくりの位置づけに向けて全力で取り組んでい

く必要がございます。私自身も微力ながら、その一助になれるよう粉骨砕身、全力で

取り組みます。 
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  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） ３回目は質問ではありませんが、御答弁ありがとうございま

した。 

  広島県職員としての経験は、府中町がよりよい町となるために、ぜひ、これからも

職員に伝えていただきたいと思います。また、これからも佐藤町長を支えられていか

れるわけですが、御自身の思いが町政に反映でき、府中町が発展すれば、副町長にと

っても大きな喜びとなると思います。ここで要望を申し上げたいと思います。 

  私はかねてから県営住宅、町内の県営住宅の町内誘致、町内の土地を有効に活用し、

人口施策も効果があると思う容積率の緩和、そして、安全・安心なまちづくりのため

に必要と思う警察署の誘致など、一般質問で取り上げてきましたが、これらの実現に

も広島県と協議、調整が必要となってきます。前の副町長の岡野さんにも今の末平副

町長も、ともに広島県から府中町に来ておられ、任期が終えれば、また、広島県の職

員に戻られますが、今後、町といろいろ協議が必要になったときには、府中町のお願

いということで、ぜひ、前向きに御検討いただきたいと思います。 

  最後になりますが、個人的に副町長とお話しする機会があっても、なかなか議会で

御答弁がされる機会がなく、今回、このように副町長としてのお考えをお聞きしたく、

質問させていただきました。時には激しい議論となることもありますが、私を含め、

ここにいる議員、町長ともに府中町をよくしたいという思いは同じで、協力できると

ころはしっかり協力していきたいと思いますので、これからもよい府中町としていく

ために、しっかりと町長を支えていただければと思っております。 

  以上、私の質問を終わります。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第２項、佐藤町長２期目の副町長の思いについて、

１２番西議員の質問を終わります。 

  もう１問いきます。続いて、総務文教関係、第３項、府中町緑ケ丘中学校、生徒自

死事案について、８番上原議員の質問を行います。 

  ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） おはようございます。 

  先日、府中緑ケ丘中学校の、裁判所の和解を受けて３月に議会で和解金を支払うこ
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とが決まりましたが、この件について、ずっと私、思ってきたことがございますので、

それから、町民から、ぜひこれは言ってほしいという委託を受けておりますので、こ

こで、そういう意見を代表して、私の意見を述べてみたいと思います。 

  府中緑ケ丘中学校生徒自死案件についてを行います。質問主旨、府中緑ケ丘中学校

の生徒自死の案件、これは今年３月議会で裁判所の和解案を受け入れて２，８７８万

円の和解金を支払うことで決着を見ました。この案件は高校受験に際して校長による

推薦、専願基準の運用の変更、万引きをしたという事実誤認、その誤った記録に基づ

く進路指導など、進路指導の過程に重大な過誤があり、こういった連鎖が、このよう

な痛ましい事案を生んだとされております。そうした中、裁判での和解が成立いたし

ましたが、関係者の行政処分は行われておりません。誰も処分されておりません。こ

れでは、誰も悪くなかったという結果になってしまいます。 

  口頭注意もないんですよ。厳重注意も何もないんです。このように行政処分をされ

なかったことに対して違和感を感じる人は多く、様々な意見を耳にいたします。通常、

悪いことをしたら罰を受けるのが人間社会でございます。交通事故でも罰金を受けて

反省するではありませんか。人間は神様ではありません。間違いを犯す動物でござい

ます。だから、たとえ悪気はなくても、失敗をすればペナルティを受けて反省し、そ

して、再起を図るものでございます。 

  この事案には、校長による進路指導方針の変更、教諭による事実誤認のもとになっ

た万引き事案について資料の作成ミス、そのミスを指導されながら、データの修正が

行われなかった。そして、その誤ったデータを未確認のまま担任による進路指導が行

われ、生起したことなどが第三者委員会でも明らかになっております。しかしながら、

結果的に校長は退職金をほぼ満額受け取って定年退職されました。ミスを犯した教諭

にはおとがめはありません、何もありません。本人の反省はあったかもしれませんが、

世間的には聞こえてきません。皆さん、聞いてませんよね。一般的に出てきません。

名前も伏せてあります。 

  教職の世界は仲間意識が強く、身内に甘いと言われておりますが、最初から誰も処

分されないことを前提に事案処理がされたように感じます。この点について、教育長

の見解と、その理由についてお尋ねしたいと思います。また、当該教員の行政処分に

ついて、府中町教育長は県の教育委員会に、どのような意見具申をされたのか、お尋

ねしたいと思います。 
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  このこういった事案で、誰も処分されなかったことにより、同様な進路事務に係る

ミスが起きております。皆さん、御存じですね。このたびの府中中学校で起きた推薦

入試書類ミス、これも妙な話でございます。重大なミスを犯しながら、名前も伏せら

れ、何のおとがめもないわけです。実際には口頭で厳重注意があったそうでございま

すが、これも我々には聞こえてこない。聞けば返事をするという、一般的に、これは

広報されておりません。言ってみれば本人による、ごめんなさいもないわけです。ご

めんなさいという言葉はないんですよ、伏せられてますから、名前も。 

  重大なミスをして、生徒、保護者に失意を与えながら、現場の処分なし、これでは

また、同様な事案が起きてしまいます。二度あることは三度あると言いますね。今後

また、同様な事案が起きたとき、教育長は最高責任者としてどう責任をとられるのか、

伺いたいと思います。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） 皆さん、おはようございます。教育長です。 

  ８番上原議員、府中緑ケ丘中学校、生徒自死事案についてについて答弁をいたしま

す。 

  府中町立小中学校の教職員の懲戒処分につきましては、御承知のとおり、任命権者

である広島県教育委員会が行います。まず、一般的な懲戒処分等の流れについて説明

をいたします。 

  学校で重大な事案が発生した場合、学校側から府中町教育委員会への口頭による報

告が第一報として上がってまいります。その内容は直ちに県教育委員会へも報告をい

たします。その後、学校側において事案の発生、原因等調査を詳細に行い、学校では、

その調査に基づき報告書を作成し町教育委員会へ提出をいたします。それを受けた町

教育委員会では、必要に応じ原因究明などのため、学校側への事情聴取を行います。

その後、県教育委員会へ報告書を提出をいたします。県教育委員会においても必要に

応じ直接学校関係者への聞き取り調査も行われる場合がございます。 

  広島県教育委員会では、報告を受けた内容について、懲戒処分の指針に基づき、免

職・停職・減給・戒告といった懲戒処分が必要であるか否かの決定、懲戒処分をしな

いのであれば、訓告・厳重注意などの行政措置相当なのかといった判断を行います。

これが一般的な流れでございますが、このたびの府中緑ケ丘中学校、生徒自死事案の
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原因と背景につきましては、「府中町学校運営等についての調査検討委員会」いわゆ

る第三者委員会でも明らかになっていますように校長による進路指導方針の変更、教

諭による事実誤認のもととなった万引き事案についての資料作成ミス、そして、それ

に基づき行われた進路指導によって生起したことなど、進路指導の過程で重大な過誤

があり、こういった連鎖が、このような痛ましい事案を生んだというふうに思ってお

ります。 

  こうした中で、御質問の「最初から誰も処分されないことを前提に、事案処理され

たように感じます。この点について、教育長の見解と、その理由」また、「当該職員

の行政処分について、県の教育委員会にどのような意見具申をされたか」との質問で

ございますけれども、まずは、この事案における処分へ向けての動きについて御説明

をしたいと思います。 

  平成２７年１２月８日の事案発生後、直ちに府中緑ケ丘中学校では、プロジェクト

チームを立ち上げ、関係教職員の事実確認、原因及び背景の調査などについて学校報

告書を作成をいたしました。この内容につきましては、平成２８年２月２９日に御遺

族にお渡しするとともに、広島県西部教育事務所を通して県教育委員会へも提出をし

ております。 

  その後、同年３月３１日には第三者委員会を設置し、１点目、自死の背景及び原因。

２点目、町教育委員会と本件中学校の対応。３点目、再発防止などについて。この

３点について調査をしております。この委員会は２５回開催され、平成２８年１１月

３日、答申書として取りまとめられ、町教育委員会へ提出されました。 

  この答申書を受け、同年１１月８日には、府中町教育委員会は西部教育事務所長へ

対し、今回の事案について県教育の信用を著しく失墜させる事態となり責任を痛感し

ていること、また、関係教職員の厳正なる処分について検討いただくよう、府中緑ケ

丘中学校作成の学校報告書及び第三者委員会答申書を添付して、文書にて報告してお

ります。 

  この報告を受け、西部教育事務所から、より具体的に誰の処分を検討する必要があ

るのか報告するよう町教育委員会に依頼があり、翌年の平成２９年２月７日付で県教

育の信用を失墜させたとして、その当時の校長の他、１４名の教諭について報告をし

ております。 

  その結果、２月１０日に西部教育事務所から電話があり、本事案は組織体制的なと



- 26 - 

ころに大きな問題があったと捉えている。第三者委員会の答申書に基づき一つ一つ確

認したが、処分には該当しないため、教職員の処分は行わないといったことを電話に

て報告を受けました。また、処分について検討された内容を文書で示してほしいと求

めたところ、県として検討内容は公表しない。公表は結果のみであること。今回は口

頭で「処分なし」と伝えたとおりであるとのことでありました。 

  このように、町教育委員会として、県教育委員会に対しては関係教職員の厳正なる

処分について検討いただくよう、文書にて依頼をしており、決して誰も処分されない

ことを前提としてはおりません。 

  議員おっしゃるとおり、悪いことをすれば処罰をされ、再起を促すといった考えは

私も、当然同様に思っております。処分に対して様々な声があることも承知いたして

おります。処分内容につきましては、個人的な考えはそれぞれあるにせよ、教職員の

懲戒処分は県教育委員会で行うようになっている現制度上はいかんともし難いという

ふうに感じております。 

  最後に、今後また、同様な事件が起きたら、教育長はどう責任をとられますかとの

質問ですが、私としても府中緑ケ丘中学校の事案を受け、学校との連携を深めるため

学校支援室を設け、これまで以上に学校との連携体制を整えるとともに、本事案につ

いての当事者意識を持たせるため、第三者委員会答申書を全教職員も熟読し、自らを

振り返り、自らの教育者としての在り方を考え、一人一人がレポートにまとめ、それ

をもとに全体研修を行うなどの取組を行ってまいりました。 

  このように学校現場においても、この事案を決して忘れないように本事案の情報共

有をしてまいりました。また、改善のための項目を一つ一つ洗い出し、工程表を作成

をし、一つ一つ取り組んでまいりました。二度と起こさないようにという思いで取り

組んできたと思っております。そして、少しずつ学校に対する信頼回復に手応えを感

じていた矢先の今回の府中中の事案でございました。自分自身大変ショックでしたし、

無念でありました。断腸の思いであります。 

  町教育委員会の事務局の全ての職員も同じ思いをしているというふうに思っており

ます。教育委員会は、町内全小中学校において、教育活動が適正に行われるよう学校

を管理し指導していくのが、服務監督権者としての責務でございます。この２月に進

路指導に関わって、このような事案を起こしてしまい、指導も十分でなかったことに

責任を感じており、本人・保護者はもとより、町民の皆様にも深くおわびを申し上げ
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ます。 

  今後、こういった進路指導事案が起こらないよう、再発防止に向けた取組を全力で

進めていきたいと考えております。しかしながら、同様な事案が発生した場合、まず

は、事案の背景、問題点を整理し、改善に向けた取組の方向性、道筋を明確にしてい

くことが、教育長としての私の役割と責任であるというふうに考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） ３度目の事件が起きても、誰も処分されないわけでございます。

はっきりしています。県教委はしないんですから。 

  副町長、よく聞いとってくださいね。県教委は処分しないんですよ、こういうこと

に対して、非常に怒りを感じます。やはりこういうふうに、はっきり悪い人は分かっ

てますよね。データのミスの入力した人、それから、それを直さなかった人、それと

担任の、この事案について確認をしてない。何も確認せずに指導してしまったと、相

手の気持ちを考えていない。校長は、当然、方針の変更を勝手にやっていると、こう

３人の失敗が重なっているわけですから、背負うの、この３人じゃないですか。県教

委は、どうして、これ３人だと、１４人になるんですか、これが、不思議でかなわん

ですよ。 

  府中町の教育長ですか、教員委員会は、その当時の校長のほうから１４名の教員に

ついて報告していると言いますが、この１４というのは何でしょうかね。３人を

１４人にすることによって責任が薄められて、組織体制的なところに問題があるとい

うふうに結論持っていこうとしているように見えますよね、これは。３人なのに、

１４人にしている。考えられますよ、本当に。 

  それと同時に、こういう具申をしたということを議会でも報告されないし、どんな、

これまで何度もあったんですけど、報告ないんでよね、全く。今、聞く、皆さんそう

ですね、今、聞くんですよ、これ。平成２９年、今、令和２年です。やったことを令

和２年で言う、どうしてすぐ言わないんですか。こうやって町の教育委員会は意見具

申をしたんだけど、県教委が知らんよと、それ何もしないよというふうに返事したん

だと、なぜそのとき、言ってくれないんですかね。分からんようになって、和解が済

んで、一般質問で聞いて、初めて言うんですよ、すごく隠蔽的なことを、隠蔽体質と
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いうのを感じるんですね。ぜひ、これは改善していただきたいと思います。 

  それと、このように教員が悪いことをした、失敗をした、悪いことと言いませんね、

失敗をしたね、業務上の失敗した教員がはっきりしている場合、何らかの処分は必要

ですよ、停職でも減給でもいいじゃないですか、少しでも行政処分をすれば、失敗し

た本人も救われます。本当、救われますよ。失敗した人は、これ一生背負っていくわ

けですよ、これ、失敗して人が死んだよと、生徒が亡くなったんだよと、県教委は、

その点をしっかり考えて、憶測を考えていただきたい。教員を救う意味でもきちんと

した行政処分をしていただきたい。ぜひ、県教委には、そういうふうにお伝え願いた

いと思います。 

  それと、このように部下の失敗ですね、これは。部下の失敗は部下の失敗じゃない

と思いますよ。部下の失敗は上司が責任をとるものでございます。教育長、もうお分

かりだと思いますが、部下の失敗の責任、これはちゃんとけじめをつけないといけな

いと思うんですね。ほっておけば、第三が起きて、これもまた、責任をとらないとい

う事件が起きます。これは生徒にとって本当に不幸なことです。生徒も親もね、大変

な不幸です。この辺で責任をとっておやめになりませんか。立派な教育長としておや

めになることが、私は、この責任をとることだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中村武弘君） 教育長。 

○教育長（高杉良知君） ８番上原議員からの御質問でございます。まず、学校現場に

おいては、服務規律違反であるとか、不祥事等の非違行為、さらには生徒指導事案や、

それへの対応といった様々な事案が生起をしております。そうした場合にまずは、ま

ずやることは、私としてまずやることは、先ほども答弁をさせていただきましたけれ

ども、まずは事案が生起した経緯、そして、背景といった事実関係を明らかにし、問

題点を整理し、改善に向けた取組の方向性を道筋を明確にしていくことが、私の責任

であるというふうに考えております。 

  今、上原議員からも言われましたけれども、どこに問題があり、何が間違っていた

のか、そして、何が悪かったのか、どこが欠けていたのかといった、これは組織とし

て、また、個人として、しっかりと振り返り、反省をし、責任を明確にしていかない

と、組織も個人も、この事案を乗り越えていくことはできないというふうに思います

し、さらに次に向かって進むこともできないと思っております。そういう意味では、

再起を促す上でも事案に応じた一定の処分を課していくこと、これも当然、必要であ
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るというふうに思っております。 

  そして、私についての責任もございました。生起した事案の状況、そして、被害を

受けたものの状況、深刻さ、社会に与える影響、取り組んできたことが本当に十分で

あったのかどうか、こういったようなことも含めて、総合的に検討をし、自らの責任

は自らの進退も含めて考えていくことが重要である、必要であるというふうに思って

おります。 

  一定の時期が来たときには、そういうことも踏まえて考えていきたいというふうに

思います。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ありますか。 

  ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） 教育長の真摯な御回答ね、ありがとうございます。お気持ちは

よく分かります。 

  しかし、今の時点で、いかに精査をしても、事件は二度起こってるわけですよ。こ

ういう整備する、制度の問題じゃないんですね。制度をいかに整備しても事件は起こ

るわけです。それは処分されなかった、ごめんなさいもない。名前も伏せられる。何

もなしできたということは、これは重大なことです。全教員が、これ見てます。聞い

てますよ。 

  受験に関する少々のミスをしても、行政処分を受けないんだと、何もないんだと。

これはね、罰金のない交通違反と同じですよ。やっても、注意はされるけど、注意も

ないね、特に何もないんだということは、いかに制度をしっかりやっても、そら起き

ますよ、三度目は。もうやめるしかないです、本当にこういうことがあると、男らし

くね、こういうことについては、三度目起きたらやめますとおっしゃったらいいと思

います。人としてね。こういうことを何遍も起こすというのはね、本当に教育者とし

て恥です。県教委は本当に反省してほしい、副町長に申し上げます。 

  県教委は真摯に、この件について、再度、御検討いただきたい。このことをお願い

して、私の質問を終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第３項、府中緑ケ丘中学校、生徒自死事案について、

８番上原議員の質問を終わります。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ここで休憩したいと思います。 

  再開は、１１時２５分からといたします。 

（休憩 午前１１時１０分） 

 

（再開 午前１１時２５分） 

○副議長（力山 彰君） 議長交代いたしました。 

  休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（力山 彰君） 続いて、総務文教関係、第４項、歴史民俗資料館のリニュー

アル費用に１億６，０００万円はかけすぎではについて、６番山口議員の質問を行い

ます。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） ６番山口。この質問は、議案でもさせていただきました。 

  一応、片がついてますんで、そこまで掘り下げるつもりはございませんが、やっぱ

り気持ちをね、伝えておきたいと思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。

また、１億６，０００万円が１億５，４００万円になったということですので、１億

５，４００万円にちょっと読み直させていただきます。よろしくお願いいたします。 

  歴史民俗資料館のリニューアル費用に１億５，４００万円はかけすぎでは。３月定

例会で、令和２年度予算が決まって、まだ３か月しかたってませんが、その３か月の

間に新型コロナウイルスとを原因とした、日本を取り巻く環境は、緊急事態宣言や自

粛要請など、経済活動や雇用面を含め大きくさま変わりしています。 

  自治体として、先行き不安な財政状況が始まる中、コロナ対策としての支出の増加

に合わせて、歴史民俗資料館のリニューアル費用、約１億６，０００万円がのしかか

り、苦しい自治体運営を迫られると思いますので、以下、質問いたします。 

  １、これから予算を縮小、削減を考えなければならない事業や住民サービスがある

のであれば、直接的な住民福祉の向上に結びつかない歴史民俗資料館のリニューアル

計画を縮小するか、もしくは最低限にとどめておいて、経済が落ち着いた後に改めて

改装したほうがよいと思うが、今後の財政見通しや、縮小しなければならない、これ

は住民サービスとか、そういった事業の考え方があれば、実例と併せてお聞きします。 
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  ２、計画変更が難しいのであれば、一般的な公共施設と違い、オンリーワンの施設

であるので、よその企業にお金を好きに落とすのではなく、コロナで苦しんでいる町

内業者を利用することを義務づけるべきだと思うが、町の考え方を伺います。 

  以上、よろしくお願いします 

○副議長（力山 彰君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） 教育部長です。 

  ６番山口議員、歴史民俗資料館のリニューアル費用に１億５，４００万円はかけす

ぎではについて答弁いたします。 

  なお、答弁に当たっては、今後の財政見通しの部分についても、私の方から一括し

て答弁をいたします。 

  １問目、これから予算を縮小・削減を考えなければならない事業や住民サービスが

あるのであれば、直接的な住民福祉の向上に結びつかない歴史民俗資料館のリニュー

アル計画を縮小するか、もしくは最低限にとどめて、経済が落ち着いた後に改めて改

装したほうがよいと思うが、今後の財政見通しや縮小する事業の考え方、あれば実例

と併せてお聞きしますとの御質問ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

歳入では町税等が減収することが見込まれ、また、第２波も予測される中、当該減収

の状況も長引くことが予想されます。 

  町では、今年度の全ての歳出予算の効率的な執行と経費の節減を図ることを申し合

わせるとともに、延伸、保留、中止等が可能である単独事業がないかどうか、調査を

行っております。 

  その結果、主として需用費や研修費などの事務的経費の一部について、執行を見送

る方向で検討を進めております。 

  しかし、まちづくりや住民サービスに係る経費の見送りは現時点では考えておりま

せん。歴史民俗資料館の展示製作業務委託も、その一つでございますが、先人が築い

てきた町の歴史を町内外に発信していく拠点、町のあゆみを児童・生徒が学習する場

として、町にとって必要な生涯学習施設であるという考えから、当初予算に沿った執

行を予定しているところでございます。 

  このたびの歴史民俗資料館の展示製作経費につきましては、財源措置といたしまし

て有利な起債、公共施設等適正管理推進事業債、起債の充当率は９０％、交付税措置
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５０％を活用いたしまして、財政負担を抑制しております。また、議員の皆様にも適

宜、全員協議会で説明を行い、予算を含め審議していただいて進めてまいっていると

ころでございます。このようなことから、歴史民俗資料館移転リニューアル事業は、

計画どおり進めていきたいと考えております。 

  今後の財政見通しにつきましては、現時点で減収額の試算が困難なことから、中・

長期的な財政見通しについてもですね、提示することは困難であります。今後お示し

できるのは、後期実施計画の際になろうかと思います。歳入的に厳しいものとなるこ

とは容易に想像できますが、できる限りまちづくりの停滞や住民サービスの低下が生

じないよう、財政見通しの編成に取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、２問目の計画変更が難しいのであれば、一般的な公共施設と違いオンリーワ

ンの施設であるのに、他所の企業にお金を好きに落とすのではなく、コロナで苦しん

でいる町内業者を利用することを義務づけるべきだと思うが、町の考えを伺いますと

の御質問ですが、町外業者が請け負った建設工事におきましては、資材の購入、また

は、やむを得ず工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、あらかじめ工事

担当者に通知して、府中町内に主たる営業所を有する業者に発注するよう対応をして

おります。 

  本委託業務におきましても、今後、業者と詳細な業務工程の確認を行い、地元業者

を利用して業務が行えるか協議してまいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（力山 彰君） ２回目の質問はございますか。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） ６番山口。御答弁ありがとうございます。 

  何度も言うようですが、議案でね、１回、もう片がついておりますので、要望して

終わりたいと思います。 

  歴史民俗資料館に予算をね、この件については、まだ今でもね、かけ過ぎだという

ふうに思っております。 

  その理由が３点ございまして、１点目は財政見通しが不透明で来年度以降の住民福

祉の向上に使える予算の確保が町民に対して約束できないこと。例えば、道路を直し

てください、予算がありません。草を刈ってください、予算がありません。水や水路

の泥を取ってや、予算がありません。公共施設の、これが壊れたけ直してや、予算が
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ありません。こういうふうになるかもしれませんし、また町民からの期待が大きいい

きいきポイント制度も係る費用を考えたら、すんなりスタートが切れるかどうかが分

からない、歴史民俗資料館のリニューアルに１億５，４００万円を使っておきながら、

住民要望に最低限応えることができないということが起こってしまったときに、許し

てもらえるだろうかということと。 

  ２点目は、歴史民俗資料館の展示物が直接住民福祉の増進につながるものではない

ということです。多くの方の集いの場になる、いざというときの避難所になる府中公

民館の本体や、子育て世代から高齢者の方まで、広いスペースで遊んだり、体操でき

たりする揚倉山人工芝グラウンドのように、住民福祉の向上に直接結びつくものがい

いと思うのですが、しかし、歴史民俗資料館の展示物については、そういったもので

はなく、一旦最低限の展示スペースにしておいて、景気が安定してから再度リニュー

アルしてもいいくらい、今の時期に急がないといけないものではないためというのが

あります。 

  ３点目は、町内業者に一銭も落ちない事業であるということです。コロナの影響で

様々な町内事業所が苦しんでいます。県や国の給付金で一息つけたところはよいので

しょうが、公共事業が主な仕事となっている土木やローンを組むことをちゅうちょす

ることが増えることにより、建築も今後どうなっていくか想像がつきません。 

  しかしながら、府中町が災害で苦しんだとき、仕事そっちのけで人や重機を回して

くれたのは町内業者でした。町内業者の体力がコロナの影響で削られていって、もし

災害が起こったときに協定を結ぶとなってますが、人や重機を回してくれるだけの余

裕がなくなっていたら、府中町民はどうなるんでしょうか。 

  そのようなことを考えますと、今の時期に町内業者に一銭も落ちない、町民福祉に

直接つながらない公共事業に１億５，４００万円をかけるのであれば、下水道や道路

整備、浚渫や草刈り、施設整備や修繕など、仕事を前倒しにしたり、つくってでも町

内業者と、その雇用を守るために１億５，４００万円は使うべきだというふうに思っ

ております。 

  さらに、これも何度も言ってますが、かかった費用の割に目標入場者数が同様の予

算をかけた他自治体のものより低いとか、これも以前、質問いたしましたがくすのき

プラザのジムのトレーニングマシンのように、お金を取って利用する施設ですら、マ

シーンが壊れてもなかなか直せないという過去がありますので、オープン後２、３年
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はいいかもしれませんが、その後、誰も行ってないとか、壊れたまんまで使えないと

か言われることがないようにお願いしたいと思います。 

  財政につきましては、今でも住民サービス、福祉に係る費用の優先順位のほうが歴

史民俗資料館の展示物に係るものより高いと思っております。 

  ですから、住民サービスが低下しないようにするということですが、落とされたり、

規模の縮小や、先送りなどがされたら、これ歴史民俗資料館に１億５，４００万円を

かけるけとなって、程度にもよりますが、そういった計画には賛成できないというこ

とになりますので、住民福祉の向上に係る予算にあまりしぶちんなことを言わず、し

っかり確保するよう強く要望して質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○副議長（力山 彰君） 要望でよろしいですね。 

  以上で、第４項、歴史民俗資料館のリニューアル費用に１億５，４００万円はかけ

すぎではについて、６番山口議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（力山 彰君） ここで、少し早いですが、昼休憩といたします。 

  再開は１３時からとします。 

  １３時００分からとします。 

  休憩。 

（休憩 午前１１時３８分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（中村武弘君） 議長を交代しました。 

  休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 続いて、総務文教関係、第５項、オンライン授業の現状と対策

について、３番橋井議員。ＧＩＧＡスクール構想と府中町の児童生徒の学習保障につ

いて、７番二見議員の質問を行います。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） ３番橋井です。よろしくお願いをいたします。 

  それでは、オンライン授業の現状と対策について、質問をさせていただきます。 
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  新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されましたが、児童・生

徒の学習機会の確保は引き続き大きな課題です。政府は、子どもたちの学びを保障す

るため、小中学生１人１台のパソコンやタブレット端末を整えるＧＩＧＡスクール構

想を前倒しして、実現する方針を打ち出しました。 

  学校へのＩＣＴ環境整備は、教育の質向上につながると期待をされています。校内

での双方向の一斉授業や、子ども一人一人の状況に応じた個別学習、ネットや動画を

活用した授業などが可能となります。 

  文部科学省の調査では、４月１６日時点、臨時休校中に公立高校において、デジタ

ル教材を扱うのは２９％、独自作成の授業動画は１０％、双方型のオンライン指導の

実践は５％にとどまると発表をいたしました。 

  広島県教育委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大とは関係なく、新年度から学

校でのオンライン対応に向けて、いち早く環境整備に取り組みました。県内、約

３０万人分の児童・生徒のクラウドアカウントを無料で確保いたしました。 

  広島市教育委員会は、公立小学校に通う１年から４年生にタブレット端末を

２０２０年度中に配備するとともに、感染拡大で臨時休校が長期化した経験を踏まえ

て、自宅でのオンライン学習に対応できる体制づくりを急ぐと発表いたしました。 

  緊急事態宣言が解除され、学校は再開されましたが、秋・冬の感染流行第２波に備

えが必要です。また、台風地震といった災害による休校も懸念されます。オンライン

授業が可能になれば、子どもたちが学校という同じ場にいなくても、教員が家庭学習

の課題をオンラインで配信、回収したり、児童・生徒の質問に個別に対応ができるよ

うになります。 

  府中町の小中学校においてのＧＩＧＡスクールオンライン授業への取組、今後の方

向性を伺います。よろしくお願いをいたします。 

○議長（中村武弘君） ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） ＧＩＧＡスクール構想と府中町の児童・生徒の学習保障につい

て、質問をいたします。 

  今回の補正予算で府中町の全児童・生徒、約４，０００人分のタブレット端末を購

入することになりました。補正予算の３分の１も使って端末を購入することの是非に

ついては、予算審議の中で発言をいしました。このタブレット端末購入は、ＧＩＧＡ

スクール構想の柱でありますので、このＧＩＧＡスクール構想と府中町の児童・生徒
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の学習保障について、質問をしたいと思います。 

  ＧＩＧＡは、Ｇｌｏｂａｌ ａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｇａｔｅｗａｙ ｆ

ｏｒ Ａｌｌの頭文字、ＧＩＧＡをとったもので、全ての児童・生徒のための世界

と技術革新の入り口という意味であります。 

  このＧＩＧＡスクール構想は、児童・生徒向けの１人１台端末導入と、高速大容量

の通信ネットワークを一体的に整備するための授業で、昨年１２月の令和元年度補正

予算案において、その整備のための経費が盛り込まれました。 

  萩生田光一文部科学大臣は、２０１９年１２月１９日、子どもたち一人一人に個別

最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現に向けて、令和時代のスタンダード

としての１人１台端末環境という、文部科学大臣メッセージを発表し、そこには次の

ように書かれております。 

  ソサエティー５．０時代に生きる子どもたちにとって、パソコン端末は鉛筆やノー

トと並ぶマストアイテム、必需品ですと、今や、仕事でも家庭でも社会のあらゆる場

所でＩＣＴの活用が日常のものとなっています。社会を生き抜く力を育み、子どもた

ちの可能性を広げる場所である学校が、時代に取り残され、世界からも遅れたままで

はいられません。１人１台端末環境は、もはや令和時代における学校のスタンダード

であり、特別なことではありません。 

  このように、マストアイテム、スタンダードと断言し、子どもたちの成長と教育に

とって、パソコン、タブレット端末が、なぜ、どのように必要なのかの検討説明がな

いのが特徴であります。 

  子どもがよく言う、みんな持っているから買ってと、何ら変わりがありません。当

初、このタブレット購入は２０１８年度から２２年度にかけ、５か年で整備する予定

でありました。 

  文科省の予算措置は、２０１９年度補正、２０年度補正合わせて約３，０００億円、

これで端末１台当たりの上限４万５，０００円、児童・生徒数の３分の２に相当する

額を助成をする。残りの３分の１は５か年かけて地方財政措置として自治体に交付す

る。 

  １９年度には、小学校５年生、６年生と中学校１年生、２０年度は中学校２年生、

３年生、２１年度は小学校３年生、４年生。２２年度は小学校１年生、２年生と順次

整備していくという計画であります。ところが、文科省は新型コロナウイルス感染症



- 37 - 

の拡大の影響により、休業が長期化し、教育課程の実施に支障が生じたことを理由に

して、１人１台端末を今年度中に実施させるよう前倒しをいたしました。小学校１年

生から中学校３年生まで、遠隔授業ができるようにするためだそうです。 

  コロナによる休校措置を機に、文科省はタブレット端末の一斉導入へ前のめりにな

りました。 

  ５月１１日に、学校の情報環境整備に関する説明会が全国の教育委員会を対象に開

催をされ、ＧＩＧＡスクール構想の事実上の責任者である、高谷浩樹文科省初等中等

教育局情報教育・外国語教育課長が次のように発言をしております。 

  今は前代未聞の非常時です。緊急時です。これまで多分、もちろん忌まわしい東日

本大震災とか、いろいろございましたが、日本全体でこれだけいつ、何が起こるか分

からない、まさにあれに匹敵するような、そして西日本の方にとっては、むしろ前代

未聞なのかもしれません。非常事態、非常時、緊急時なのに危機感がない方、危機感

のない自治体が多いんです。世の中が、ところが変わりました。 

  ＧＩＧＡスクール構想、それから新型コロナウイルスへの感染症対策で世の中変わ

りました。ＩＣＴを使わないとしない自治体さんに、これからは説明責任が生じてき

ます。全国の地元の自治体のお子さん方に、なぜ使わないのかという説明責任が生じ

るんだということですね。ぜひ御理解いただいて進めていただくという必要がありま

す。 

  ＩＣＴ環境、何でコロナのときに、こんなにやらなかったのかって、はっきり言っ

て今の一般社会から見たら、教育のＩＣＴ環境って、ものすごい遅れています。ぜひ

皆さんも、ぜひおかしいんだ、今が間違ってるんだということを御理解いただいて、

対応してください。やろうとしないということが、一番子どもに対して罪だと私は思

いますと、この説明会はＹｏｕＴｕｂｅにアップされており、私も見ましたが危機感

のない自治体が多いと決めつけ、この非常時にさえＩＣＴを使わないのはなぜと脅し、

購入をあおる、ちょっと見ていて異常な感じがしました。 

  広島県の平川教育長も、できない理由を並び立てず、できるとしたらと質問を変え

ると、前のめりになっております。また、端末整備についての予算措置は、次年度以

降は想定していないと文科省は質問に答えています。タブレット購入費用の３分の

２の補助は、今年度買わなければ、もうないとなれば、今年度とにかく買っておこう

ということにならざるを得ない。 
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  市町村負担の３分の１は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を使

っていいということにもなった。財政措置という点からも、今年度の購入を迫られた。

そして府中町も今回の補正予算で一般財源から１億１，２８５万円を支出して購入を

決めたわけであります。 

  文科省は、今買え、それ買えとあおっているわけですが、タブレット端末を小学校

１年生から中学校３年生まで、全員分を一度にそろえることが本当に必要なんでしょ

うか。浮き足立たず、冷静に考えることが必要だと思います。今まで説明したように、

タブレット端末を小中学生全員分を一気に買うという措置は、コロナ対策、休校措置

対策として進められており、文科省のつくった資料には、次のように書かれています。 

  １人１台端末の早期実現や家庭でもつながる通信環境の整備など、ＧＩＧＡスクー

ル構想におけるハード・ソフト人材を一体とした整備を加速することで、災害や感染

症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ＩＣＴの活用により、全て

の子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現と、しかし、本当に１人１台端末、

ＩＣＴの活用によって、子どもたちの学びが保障できるんでしょうか。まず、前提か

ら伺いたいと思います。 

  コロナの２波、３波が来たときにも、今回のように長期にわたる休校措置をとるこ

とが現実的かどうかという問題であります。そもそも、今回の休校措置が本当に必要

だったのか、この休校措置、２月２７日、安倍総理が新型コロナ感染拡大を抑制する

目的で要請したものであります。しかし、専門家に聞かずに決断したと、安倍総理自

身が国会で答弁したように、何ら科学的、医学的知見に基づいたものではありません。

にもかかわらず、３か月も子どもたちから学校を奪ったわけであります。 

  日本小児科学会は、子どもの新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見の現状

を５月２０日に発表しております。その結論の一つは、学校や保育施設の閉鎖は、流

行を防ぐ効果に乏しいということであります。新型コロナはインフルエンザとは違い、

子どもの感染例は少なく、重症化もまれであります。北九州市の小学校でクラスター

が発生し、新たに小中学生６人の感染が判明をしましたけれども、症状が出ていない

か、出ても軽い。学校や保育現場で子どもが感染源となったクラスターの報告は、国

内外を通じてほとんどありません。新型コロナ流行に学校閉鎖が、どの程度有効であ

るのかについて、幾つかの研究報告が出されておりますけれども、学校閉鎖は、その

他の措置と比べて効果は少なく、学校閉鎖によって、新型コロナによる死亡者はほと
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んど減らないということなんであります。 

  一方、お医者さんや看護師さんなど、医療従事者が子どもの世話のために仕事を休

まざるを得ないので医療体制が弱まり、新型コロナ死亡者数が増え、結果として学校

閉鎖は、新型コロナ死亡者をむしろ増やしていると推定されております。効果が乏し

い上に大きな問題があります。それは、学校などの施設の閉鎖が子どもの心と体を脅

かしているということです。学校閉鎖は、子どもたちの教育の機会を奪うとともに、

屋外活動や社会的交流を減らします。そのことが、子どもたちに様々な問題を引き起

こしている。仕事や外出の制限のために、親子とも自宅に引き籠もるようになって、

ストレスが高まることから、家庭内暴力や子ども虐待のリスクが増えています。 

  そこで質問です。このように、子どもに関する限り、新型コロナが直接もたらす影

響よりも、新型コロナに関連しての健康被害のほうが、はるかに大きい。今、紹介を

しました、日本小児科学会の医学的知見の現状について、どのようにお考えでしょう

か。今後、第２波、第３波が来ることが予想されます。しかし、安易に休校するので

はなく、子どもや保護者に及ぼす影響を総合的に検討し、慎重に判断すべきでありま

す。また、休校措置は、一斉にではなく感染拡大の状況を踏まえて、個別に判断すべ

きと考えますが、町としての見解をお聞かせください。 

  次の質問です。タブレット端末の一斉導入、災害や感染症の発生等による、学校の

臨時休業等の緊急時において、全ての子どもたちの学びを保障すること、それが理由

になっています。日本の児童・生徒は２０１８年の学校基本調査によると、 約

９５０万人です。既に導入済みの学校もありますので、全てではないにしても、一気

に数百万台のタブレット端末が必要になります。 

  国内のパソコン市場は、２０１８年度実績で１，１８３万台です。国内市場に匹敵

するだけの需要が突如生まれたわけであります。それだけ大量のタブレットを年度内

に調達することが、果たして可能でしょうか。先ほど紹介した文科省の学校の情報、

環境整備に関する説明会でも、高谷氏は、メーカーとの調整があるので、需給調査、

要するに何台買うのかということだと思いますけれども、この需給調査を早くして、

早く文科省に提出せよと言いながら、予定どおりに行き渡るかどうか微妙と、このよ

うに言っているわけであります。 

  文科省はタブレットを使って、休業時の学びの保障をするのだと言いますけれども、

物がなければ話になりません。 



- 40 - 

  そこで伺います。新型コロナの第２波はいつ来るか分かりませんけれども、早けれ

ば秋と言われています。タブレット端末の入手は、いつ頃になる見込みでしょうか。 

  次の質問です。タブレット端末を使った遠隔授業について、伺います。仮にタブレ

ットが、幸運にも早期に入手できたとしても、問題はその先にあります。高谷氏は、

ＩＣＴオンライン学習は学びの保障に大いに役立つと述べています。役立たないとは

言いませんけれども、役立たせるためには、幾つものハードルがあると思われます。

端末さえ買えば、学びが保障できるとするのは、あまりにも安易であります。 

  まず、教材と、その準備です。オンライン学習をさせるには、そのための教材が要

ります。今、学校現場では、休校期間中の授業をどう取り戻すのかに必死であります。

夏休みも短くなる。ふだんの授業にも追われ、その上、タブレットを使った遠隔授業

を準備する時間などあるんでしょうか。それとも、教師による手作りは諦め、民間の

教育コンテンツ、民間事業者が売り込んでくるものを購入するのでしょう。 

  今、大手進学塾が精鋭講師陣が送る分かりやすくて楽しい授業と、こういうのを看

板にして売り込みをかけています。現在はお試し期間で受講料は無料ですけれども、

商売ですから、いつまでも無料ではやるわけではないでしょう。こういうものを利用

せざるを得なくなる。算数、数学、英語について、児童・生徒の理解度に応じて問題

を反復するという、ＡＩ導入も既に作られているようです。 

  そこで伺います。今年度ないし次年度に休校せざるを得なくなった場合、遠隔授業

をすることは、本当に可能なんでしょうか。民間の教育コンテンツについては、どの

ようにお考えでしょうか。 

  最後です。タブレット端末による遠隔授業、子どもたちにとってどうなのかという

問題です。高谷氏は、やろうとしないということが、一番子どもに対して罪だと言い

ますが、果たして、そうでしょうか。ズームなどを使ったリモート会議は、通常の会

議よりも疲れると聞きました。同じ空間ではなく、画面だけを見つめていることが疲

労度を増すのだと思います。 

  １時間、２時間の会議で、大人の場合でもそうなんです。小学生や中学生が４時間

とか６時間とかをタブレット端末を使って授業を受けることは、あまりに負担が重い

と、そもそも小学校の低学年、あるいは中学年、果たしてタブレット授業が成立する

のか、甚だ疑問であります。タブレット端末との付き合い方という問題はあります。 

  ２２日の中国新聞は、ゲーム人口は増加し、最近では新型コロナウイルス感染症に
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よる外出自粛や休校の影響もあり、未成年者を中心にゲーム依存の深刻化が懸念され

ている。高額な課金に関する内容や、子どもがゲームをやめられないなど、依存症が

疑われるものも多いと伝えています。 

  既にタブレット端末が導入され、授業で使われている私立中学校では、授業中に別

のサイトを見てたり、ゲームしている生徒が増えたと、このように聞いております。

遠隔授業ならなおさらです。家庭環境も様々です。専用の個室があって集中できる環

境がある児童・生徒もあれば、そうでない児童・生徒もいます。この緊急時に、四の

五の言うなと文科省に叱られるかもしれませんが、やはり家庭間格差の問題、無視す

るわけにはいきません。遠隔授業で十分ついていける児童・生徒もいれば、そうでな

い児童・生徒もいる。そこでの格差も開きやすい。 

  そこで質問であります。タブレット端末による遠隔授業と、生徒の健康被害がゲー

ム依存症を引き起こす可能性、家庭環境の違いによる格差などの問題があります。コ

ロナが来るからというようなことでなく、児童・生徒への影響を考え、必要な時間を

かけて、ＩＣＴ教育を進めていけばよいと考えますけれども、町の見解を聞かせてく

ださい。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） 教育部長です。 

  ３番橋井議員、オンライン授業の現状と対策について、７番二見議員、ＧＩＧＡス

クール構想と府中町の児童生徒の学習保障について答弁いたします。 

  まず、学校のＩＣＴ環境整備に係る国の動きについて説明をいたします。新学習指

導要領では、積極的にＩＣＴ活用することが想定されていることから、文部科学省で

は、平成３０年度以降の学校における整備方針を出され、ＩＣＴの環境整備について

は、平成３０年度から令和４年の５か年間は必要な経費について地方交付税にて措置

されました。また、令和元年１２月１９日に文部科学省が、令和の時代のスタンダー

ドな学校へとして、ＧＩＧＡスクール構想の実現パッケージを示しております。 

  萩生田文部科学大臣は、１人１台端末環境は、もはや令和時代におけるスタンダー

ドである。この新たな教育の技術革新は多様な子どもたちを誰一人取り残すことのな

い公正に個別最適化された学びや創造性を育む学びにも寄与するものであり、特別な
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支援が必要な子どもたちの可能性も大きく広げるものですといったメッセージも、同

日出されております。また、この構想の実現のため、令和元年度補正予算では、計画

的な１人１台端末の整備と高速大容量の校内通信ネットワーク整備に係る予算を計上

されました。 

  そうした中、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学校の臨時休業が長期

化し、教育課程の実施に支障が生じる事態に備え、文部科学省ではＧＩＧＡスクール

構想の加速による学びの保障を確保するために、令和５年度に達成するとされていた

端末整備を令和２年度に前倒しする令和２年度補正予算を４月に成立したところです。

これらが大きな国の流れです。 

  それでは、まず、３番橋井議員の質問からお答えします。 

  最初に、ＧＩＧＡスクールの取組と今後の方向性についての御質問にお答えいたし

ます。 

  冒頭で、国の動きについて説明をいたしましたが、これらの国の動きにのっとり、

府中町教育委員会においても、本年３月定例議会にて、学校情報通信ネットワーク環

境整備事業委託料について議決を頂き、現在、令和２年度中に校内の高速大容量の通

信ネットワークの再構築と電源キャビネットを整備するよう事業を進めております。 

  また、児童・生徒の端末整備につきましても、当初示されたＧＩＧＡスクール実現

のロードマップにより、小学校５年生・６年生・中学校１年生の端末整備について、

本定例会に補正予算を組む準備を進めておりましたが、さきに国の動きについて述べ

ましたように、ＧＩＧＡスクール構想の加速に基づく令和２年度の国の補正予算成立

を受けて、本定例会に９学年分の全児童・生徒及び教師用の端末整備費用を補正計上

し議決頂いたところです。 

  教育委員会としましても、できる限り速やかに端末を整備するとともに、今後も必

要な大型提示装置等を計画的に整備するよう取り組んでまいります。 

  次に、オンライン授業への取組と今後の方向性についての質問にお答えします。 

  これまでの学校ＩＣＴ環境整備は、学校内のみの端末使用を前提にしていましたが、

しかしながら、今回のような臨時休業等の緊急時においても、家庭においてインター

ネット等での学習ができる環境や学校と家庭をオンラインで接続した双方向などのオ

ンライン学習など、学びを保障できる環境の実現が求められております。そのため、

町教育委員会としまして、本定例会の補正にあるような端末の購入や校内の高速大容
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量の通信ネットワークの再構築等を実施していく予定であります。また、現在、御家

庭のＷｉ－Ｆｉ環境などについても調査をしております。今後は、これらの調査結果

を踏まえて、オンライン授業に必要な通信環境の整備等、さらなる充実を図ってまい

りたいというふうに考えております。 

  続きまして、７番二見議員の御質問にお答えいたします。 

  １問目、日本小児科学会の医学的知見の現状についてどのように考えていますかと

２問目の休校措置は、感染状況を踏まえて個別に判断すべきと考えますが、町の見解

はとの御質問にまとめてお答えをいたします。 

  日本小児科学会の見解もございますが、町教育委員会といたしましては、文部科学

省から令和２年６月５日付で通知された、新型コロナウイルス感染症に対応した持続

的な学校運営のためのガイドラインの臨時休業を実施する場合の考え方に基づき臨時

休業を判断をいたします。 

  この中で学校で児童・生徒や教職員の感染が確認された場合においては、濃厚接触

者が保健所により特定されるまでの間、学校の全部、または一部の休業を実施いたし

ます。なお、学校の臨時休業を行う際においても、地域の状況に応じ、分散登校を行

うことにより、感染リスクを可能な限り低減しつつ、学校教育活動を継続することが

重要とされており、このことに留意しながら対応するよう考えております。 

  次に、３問目のタブレット端末の入手はいつ頃になる見込みですかとの御質問です

が、全ての児童・生徒のタブレットを整備するとなると、年度内に整備できればとい

う現状です。可能な限り速やかに手配できるように努力いたします。 

  次に、４問目の遠隔授業をすることは可能なのか。また、民間の教育コンテンツの

導入について、どう考えていますかとのことですが、遠隔授業、いわゆるオンライン

授業を実施するためには、本定例会で補正計上している端末は、必要不可欠なもので、

さらに昨年度補正した高速大容量の通信ネットワークの再構築も必要となります。そ

れ以外にも外部のインターネット回線の強化や大型提示装置等も必要になります。こ

れらの機器等が整備完了されるまでは、オンライン授業ではなく、現状で可能なオン

ライン学習として、ｅライブラリの活用や各学校の教員による授業配信や広島県が推

奨しているＧスイートの活用で、学習課題の配布等を実施していきたいというふうに

考えております。 

  また、民間の教育コンテンツにつきましては、現時点では検討しておりません。
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５月の臨時休業中に実施した授業動画配信を見る限り、やはり担任等が教科書に準拠

した内容で教えるということが児童・生徒にも安心感やつながりを持たせることに効

果があったものと考えております。 

  次に、５問目のタブレット端末の遠隔授業は、児童・生徒の影響を踏まえ、必要な

時間をかけてＩＣＴ教育を進めていけばよいと思うが、どうお考えですかとの御質問

ですが、家庭学習を課す際や学習状況の把握を行う際には、ＩＣＴを最大限に活用し

て遠隔で対応することが極めて効果的であることを踏まえれば、町教育委員会といた

しましても、一刻も早く児童・生徒のＩＣＴ環境を整えることは必要だというふうに

考えます。 

  また、ＩＣＴ教育を推進する上では、端末機器等の整備といったハード面のほか、

デジタル教科書・教材といったソフト面や、教職員のＩＣＴ活用指導力の向上といっ

た指導体制面など、三つの柱を一体となった取組が必要と考えております。 

  今後は、児童・生徒の影響を踏まえ、ＩＣＴの基本的な操作、情報の収集や情報モ

ラル等、必要な教育も並行しながらＩＣＴを活用した教育の充実を図ってまいりたい

と考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） ３番橋井です。御答弁ありがとうございました。 

  オンライン授業について積極的に取り組んでいただいているということを御理解さ

せていただきました。 

  学校へのＩＣＴ環境整備は、教育の質向上につながると期待をされております。校

内での双方型一斉授業や子ども一人一人の状況に応じた個別学習、ネットや動画を活

用した授業などが可能となります。仮に災害や感染症の発生といった緊急時の臨時休

校があっても、児童・生徒が端末を持ち帰り、オンライン学習ができるようになりま

す。 

  昨年１２月に経済協力開発機構が発表した調査によると、日本の子どもたちが学習

でＩＣＴを使う時間は、加盟国中で最下位、一方でＳＮＳやゲームをする時間はトッ

プという結果でありました。今の子どもたちは、デジタルネイティブ世代ですが、遊

びでしか使っていない、なぜなら学校が情報化していないからです。 
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  今、国際社会では、自分でＩＣＴを使って情報を収集し、自分なりの考えを明確に

し、それを誰かに伝えてディスカッションするような能力が重要だとして、教育を進

めているようです。これは、点数こそが学力といった、これまでとは全く違う発想で

す。時代は、既に超高速の情報社会に入っています。ＩＣＴ化が進むことによって、

自分で判断して展開する力や、学ぶ意欲とか、学び直す力をつけることが大切になっ

てきています。ＩＣＴ教育は避けては通れない課題です。 

  オンライン学習は感染症や災害の発生といった緊急時の臨時休校に活用できる子ど

もたちの学びを保障するために、早期に整備するべきだと考えます。それには、端末

機器のハード面の整備、デジタル教科書や教材の活用、それらを活用する教師のＩＣ

Ｔ活用といった指導力の向上、これらが三位一体となって取り組むべきです。子ども

たちの学びを確保するに当たり、家庭環境に差が生じることなく必要な整備を行って

いただきたい。学校のＩＣＴ化は、多大な予算がかかります。ほかにも教育施設で必

要な予算は山ほどありますが、時代や社会に合うような予算に強弱をつけることも必

要なのではと考えます。 

  子どもの未来にどれだけ投資できるかが問われていると思います。必要な予算をし

っかりつけていただいて、ＩＣＴ教育を進めていただきたいことを要望して、私の質

問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 次に、７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） ７番二見。小児科学会の見解については、お答えにならなかっ

たんですけれども、学校や保育施設の閉鎖は、流行を防ぐ効果に乏しいと、この指摘

は重要な指針になるものであります。 

  過去に向かって言えば、３か月にもわたる休校措置は必要なかった、未来に向かっ

て言えば、長期にわたる休校はよほどのことがない限りやめようと、こういうことで

あります。厚労省の新型コロナウイルス感染症対策専門会議も４月１日の新型コロナ

ウイルス感染症対策の状況分析提言で、現時点の知見では子どもは地域において感染

拡大の役割をほとんど果たしてはいないと考えられている。 

  したがって、学校については、地域や生活圏ごとの蔓延の状況を踏まえていくこと

が重要であると、全国一斉の休校に対して慎重な判断を求めていたわけであります。 

  この提言を紹介しながら、和田耕治国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授は、子
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どもたちにとって学校はとても大切な場所です。感染対策を十分に行うことは当然で

すが、できるだけ学校を続けるという方向性を捨てないでほしかった。感染拡大が起

きた場合の責任から逃れたいと安易に休校という選択肢がとられることを危惧してい

ますと、このように言っております。 

  また、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、構成員で東京大学医科学研究所

教授、武藤香織氏は次のように述べています。 

  専門家会議では、感染症の流行の観点からしか助言できません。この感染症が子ど

もで重症しやすかったり、死亡率が高かったりしているという根拠が出てきていない

ので、専門家会議としては当初から学校の休校は、できる限り最小にしていただきた

いと考えていました。厚労省に設けられた専門家会議は、学校の一斉休校に早くから

反対していたわけであります。 

 御紹介になったように、６月５日付の文科省のガイドラインでも学校の全部、また

は一部の休業は、学校で児童・生徒や教職員の感染が確認された場合であります。今

回の３か月にわたる全国一斉休校が専門家の知見から離れて、不要な措置だったこと

を事実上認めたに等しいわけであります。 

  安倍総理もまた、６月２日に首相官邸で面会をした柴山昌彦前文科大臣に、なるべ

く全国的な休校措置をとる必要がないような形での取扱いも可能ではないかと伝え、

新型コロナウイルス感染の第２波、第３波が発生した場合、再度の全国一斉休校を極

力避ける考えを明らかにしたと、このようにマスコミは伝えております。 

  以上のことから分かりますように３か月にわたる一斉休校は適切ではなく、今後、

安倍総理も言うように、全国一斉休校を極力避けるということになったわけでありま

す。全国一斉休校がないわけですから、日本全国の児童・生徒９５０万人の全てに緊

急措置としてタブレット端末を慌てて持たせる必要もない。もしどこかの地域で休校

措置が必要で、タブレット端末が要るというのならば、そこに投入すればいいだけの

話であります。タブレット端末は、今年度中に買えというのが文科省の方針ですけれ

ども、契約はしても今年度中に手に入る保障はない。 

  先ほども答弁で努力しますとありましたけれども、必ず手に入る保障はないんです

ね。１回目の質問で明らかにしたように、短期間に９５０万台ものタブレットをそろ

えることは、土台無理な話であります。第２波、第３波が今年度中に来た場合、ほぼ

間に合わない。来年度でも間に合うかどうか分からない、忘れた頃にやってくるアベ
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ノマスクのようなものであります。 

  ですから、やはり慌ててやる必要はなかったんですね。ではコロナの波が来たとき

に、幸運にもタブレットの端末がありました。手に入りました。そしたらに休校時に

学びの保障はできるのか。答弁でもオンライン授業に必要な機器が整備されないとで

きないとありました。紹介されましたｅライブラリというのは、学校で利用してるド

リル教材を御家庭のパソコン、タブレット、スマートフォンから無料でできるという

ものであります。 

  私も小学校のときに、紙ではありますけれども、ドリルをやりました。同僚議員の

皆さん、職員の皆さんもやられたと思うんです。計算、文章題、漢字などを繰り返し

することによって知識を定着させようという、するものですけれども、なかなか継続

してやるのは忍耐力の要る学習であります。すぐ飽きてしまう。正直言って、私は嫌

いでした。 

  また、Ｇ Ｓｕｉｔｅ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎは、教育機関向けにつくられ

た、Ｇｏｏｇｌｅのアプリ、ソフトのセットでメールソフトやＷｉｎｄｏｗｓでいう、

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔといったアプリが入っているわけです。

オンライン授業の前提であってもアプリセットが授業の代わりになるわけではありま

せん。答弁にあったように休校時に学習課題の配布ができるくらいであります。 

  オンライン授業の準備はとても大変だというふうに聞きました。準備と事後処理、

対面授業の３倍から５倍の時間がかかると言うんです。今でさえ過労死ライン越えの

先生方は、オンライン授業に取り組むとなれば、実際の過労死が出かねません。 

  大学で教えている友人が次のように言っています。学習効果を上げるためには、メ

ディア特性に向いた内容に授業を設計し直す必要があり、そのためには、ソフトやア

プリについての勉強や情報収集も必須、学習者に対しては対面授業以上にきめ細やか

なフォローが必要となります。通信環境が悪く、オンラインから離脱する者も必ず出

るので、授業内容を録画してアップすることも必須です。 

  その処理には、パソコンの性能によっては、１コマの授業につき数時間を要します

と。ですから、多くの保護者が期待しているような学校の授業に代わるようなものを

つくることは、タブレットを買いさえすれば、タブレットがありさえすれば何とかな

るというほど簡単なものではないんです。現状では、教えるべきこと、学ぶべきこと

のほんの一部を補うことしかできません。これが実情なんです。にもかかわらず、休
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校時の学びの保障を看板に掲げ、予算でしばりをかけた上で感染症対策で世の中が変

わった。やろうとしないことが一番子どもに対して罪と脅して、全国の自治体、教育

委員会をタブレット端末購入に追い込んだわけであります。 

  そもそも一斉休校の必要もなかったし、今後はできるだけ避けるという方向になる

と。タブレットはすぐに手に入らない。タブレットが入っても使えるかどうか分から

ないと、恐らく小学生は高学年でないとタブレット端末を使って何かをするというこ

とは難しい。小学校１、２年生はゲームぐらいができるかもしれません。しかし、タ

ブレットを使って学習することは至難の業でしょう。にもかかわらず全児童・全生徒

一人一人、１台を一気にそろえるというのは壮大な無駄遣いになるでしょう。 

  今求められているのは、機械より人であります。３か月の空白をできるだけ埋める

ためには、一人一人の児童・生徒に丁寧に教えること。学習の遅れた子どもへの個別

の手だてをとることです。遅れを取り戻そうとするばかり、土曜授業、夏休みの短縮、

学校行事の大幅削減、７時間授業などによって授業時間を確保するようなやり方では、

子どもたちに新たなストレスをもたらし、子どもの成長をゆがめ、学力格差をさらに

広げることになりかねません。 

  町内の小中学校のクラス別児童・生徒数の一覧を教育委員会から頂きました。小学

校では、中央小学校４学年３クラス中、２クラスが４０人、もう１クラスは３９人、

南小の４学年も１クラスが３８人、２クラスが３７人、ぎりぎりいっぱい。他の学年、

学校は大体３５人に収まっているようです。中学校は、府中中、緑ケ丘中とも４０人

に近い学級がほとんどであります。 

  子どもへの手厚く柔軟な教育のために、感染症対策のためにも学校の教職員やスタ

ッフを思いきって増やし、２０人程度の授業などができるようにすべきであります。 

  政 府 も 第 ２ 次 補 正 予 算 案 で 、 教 員 増 を 盛 り 込 み ま し た け れ ど も 、 そ の 規 模

３，０００、高校を除いて、高校はないんですけれども３，１００人と、あまりに小

さい、３，１００人では全国の小中学校１０校に１人しか教員が配置されず、焼け石

に水であります。府中町は、小中合わせて７校ですから、１人も増えない可能性が大

です。 

  日本教育学会は、平均１校当たり小学校３人、中学校３人、高校２人の教員を加配

する、１０万人の教員増を提案しております。 

  最後の質問です。私は、タブレット、機械より先に少人数学級及び、そのための教
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員増こそ求められていると考えます。これまでも２０１６年の１２月議会、子どもが

安心して過ごせる環境づくり、２０１９年の３月議会での一般質問、教員の長時間労

働、多忙化と、その是正において、少人数学級の拡大、教員増が必要だと主張をして

まいりました。 

  コロナ災害とでも言うべき状況の中、３か月にわたる休校措置がとられ、学習面で

の遅れとともに、子どもたちはかつてないストレスと不安をため込んでいます。先生

方、学校現場は今まで以上に大変になっています。今こそ少人数学級、教員増を進め

るときではないでしょうか。 

  そこで伺います。町は少人数学級と教員増について、どのような認識をお持ちでし

ょうか。御答弁をお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  学校教育課長。 

○学校教育課長（土井賢二君） 学校教育課長です。 

  ７番二見議員の２回目の御質問、町は少人数学級と教員増について、どのような認

識をお持ちでしょうかについて、御答弁させていただきます。 

  現在は、県の基準に基づき、小学校１年生、２年生は３５人、小学校３年生以上は

４０人で学級編成を行っているところです。少人数学級は、児童・生徒一人一人の状

況をより丁寧に把握することができ、個々のつまずきなどに対する指導がより丁寧に、

適切に実施できる効果があるものと認識しております。 

  さらに、このたびのコロナウイルス感染症対策で、身体的距離の確保をする上でも

有効であると考えています。そのため教育委員会としても教員を増やしていただきた

いという思いは強く持っておりますが、少人数学級の拡大については、これまでも申

し上げておりますとおり、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関

する法律、いわゆる標準法ではございますが、に基づく県の基準による措置なしに実

施することは困難であり、国が責任を持って標準法の改正を行い、進めていくべきも

のであると考えております。 

  教育委員会としては､小中学校全学年３５人以下の学級の早期実現を全国町村教育

長会を通じて、文科省へ要望しているところです。また、広島県町村会を通じて、県

に対しても毎年県予算並びに施策に関する要望として、標準法改正による３５人学級

の導入を要望しており、今年度についても５月に行っております。 
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  なお、教職員の増とはなっておりませんが、本定例会で議決していただいた補正で

は、国の学習保障に必要な人的支援の制度を活用し、学習指導員等として会計年度任

用職員、非常勤講師などですが、を約２，８８０時間程度追加配置できる予算計上し

ております。学習指導員等の予算は、例年より１．６倍となっており、今後も教育委

員会としては、このような国の制度を積極的に活用し、教職員の負担軽減にも努めて

まいります。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 国と県に対し教員増、少人数学級を求める努力、これまでされ

てきてるということは十分存じておりますけれども、引き続き、また、これ以上に努

力をしていただきたいと、そのことを強く要望いたします。 

  今回は、一斉休校及び休校措置を想定したタブレット端末の一斉購入の問題につい

て、絞って質問いたしました。大本にあるＧＩＧＡスクール構想そのものについての

検討は改めて行いたいと考えております。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第５項、オンライン授業の現状と対策について、３番

橋井議員。ＧＩＧＡスクール構想と府中町の児童生徒の学習保障について、７番二見

議員の質問は終わります。 

  続いて、総務文教関係、第６項、国土強靱化基本計画に基づく町のライフラインの

安全性について、１８番力山議員の質問を行います。 

  １８番力山議員。 

○１８番（力山 彰君） １８番力山です。国土強靱化基本計画に基づく町のライフラ

インの安全性について、御質問いたします。 

  国では、南海トラフ地震や、首都直下地震など、発生が想定される大規模自然災害

に対し、強靱なまちづくりに関する取組として、国土強靱化基本計画及び国土強靱化

アクションプラン２０１９を策定し、電気、水道、ガスなど、ライフラインの耐震化

を推進しています。また、消火活動においては、消防法に基づく消防水利基準により

消火栓は径１５０ミリ以上の配水管に取り付けることを条件としています。 

  府中町においても、防災上の危機管理を推進し、町民の生活の基盤であるライフラ



- 51 - 

インの安全性の確保は重要課題であると考えます。 

  以上のことを踏まえ、次のことを伺います。 

  １つ、町内の水道管の老朽化と耐震化の状況。 

  ２、管径アップを含む水道管の耐震化計画。 

  ３、災害時の断水リスク。 

  ４、町内のガス管の老朽化と耐震化の状況及び耐震化計画、以上よろしくお願いい

たします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（増田康洋君） 総務企画部長です。 

  １８番力山議員からの一般質問、国土強靱化基本計画に基づく町のライフラインの

安全性についてに関し、答弁をさせていただきます。 

  まず、国土強靱化の趣旨、経緯等について御説明いたします。国では、東日本大震

災の教訓を踏まえ、平成２５年１２月に、強くしなやかな国民生活の実現を図るため

の防災・減災等に資する国土強靱化基本法を制定しております。 

  当該法律の基本理念といたしましては、大規模自然災害等に備えるため、事前防

災・減災と、迅速な復旧・復興に資する施策の総合的・計画的な実施が重要であると

いうことが示されているところです。 

  平成２６年６月には、国土強靱化基本計画が閣議決定されるとともに、強靱な日本

を作りあげるため、取り組むべき具体的な個別施策等を示した、国土強靱化アクショ

ンプランも策定をされております。一方、地方公共団体における国土強靱化に係る地

域計画の策定は、法律上、義務規定ではございませんが、地域の強靱化を総合的・計

画的に実施することは、地方公共団体の責務として定められており、この責務を果た

す手段として、国は地域計画の策定の有効性を説いております。町においても、計画

策定経費を今年度予算化しており、現在、既に着手をしているところです。 

  それでは、御質問ですが、１、町内の水道管の老朽化と耐震化の状況。２、管径ア

ップを含む水道管の耐震化計画。３、災害時の断水リスク。４、町内のガス管の老朽

化と耐震化の状況及び耐震化計画の４項目です。 

  御質問の１項目めから３項目めは水道管に係るもの、４項目めはガス管に係るもの

でございまして、それぞれ事業主体が町ではないことから、事業主体である広島市水
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道局並びに広島ガス株式会社へ聞き取り等を実施いたしましたので、収集した情報を

基に御答弁をさせていただきます。 

  まず、１項目めです。老朽化率と言えるかどうかは分かりませんが、広島市水道局

では、総延長における更新時期に至った水道管の延長の割合を算出しておら れ

１３．１％となっております。また、耐震化率は２９．３％で、いずれも町域におけ

る現在の割合となっております。 

  ２項目めです。広島市水道局では、平成３０年度から令和９年度までを計画期間と

した「広島市水道施設耐震化計画」に基づき、水道施設の耐震化を実施されておられ、

令和９年度末の水道事業全体の管路の耐震化率目標値は３４％と設定をされておられ

ます。なお、水道管の管径をアップすることでの防災性の向上につきましては、特段

示されておりませんが、水道管を更新する際は、全て耐震管に取り替えることで耐震

化を推進しておられます。 

  ３項目めです。耐震化されていない水道管は、地震時において破損する可能性が高

く、その管が受け持つ給水域が断水へつながることが想定されます。リスクをできる

限り回避するため、災害発災前の対策といたしましては、水道施設の適切な点検や補

修、耐震化の推進が重要となってまいります。発災時の応急的な対応といたしまして

は、水道事業者としての業務の執行体制や対応手順、必要な資源の確保など、定めら

れた基準に基づき取り組むこととされています。 

  ４項目めです。広島ガス株式会社では、老朽化率という指標は持ち合わせておられ

ませんが、防災に係る設備対策として、更新時期を迎えたガス管を耐震性、耐腐食性

に優れたポリエチレン管などへ更新する事業を行っておられます。ガス供給区域全体

における耐震化率は現在８９．８％で、耐震化に関する計画といたしましては、「広

島ガスグループ２０３０年ビジョン」において、令和７年の目標値を９０％とされて

いるところです。 

  水道やガス等は、災害被災後に重要な役割を持つライフラインであることを町とし

ても再認識いたしまして、耐震化に関し注視するとともに、事業者ともさらなる連携

を図る必要性があるものというふうに考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １８番力山議員。 
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○１８番（力山 彰君） ２回目の質問をいたします。 

  答弁ありがとうございました。 

  まず、水道管についてですが、更新時期の水道管は１３．１％、現在の耐震化率は

２９．３％、そして広島市水道局では、令和９年度末までに耐震化率を３４％に上げ

ることを目標として、工事を計画されていることを伺いました。また、耐震化されて

いない水道管については、地震が発生したときには破損する可能性が高いということ

もお聞きいたしました。 

  南海トラフ地震、巨大地震、マグニチュード９．０が発生すると、府中町では最大

震度６弱の揺れが生じ、市街化区域の約７割、４０４ヘクタールに当たりますけども、

で液状化が起こることが想定されています。地震が起これば府中町の至るところで水

道管が破損することが予想されます。水の供給が止まれば生活に支障を来すことにな

りますし、火災が発生すれば消火もできなくなります。 

  そこで、水道管の耐震化をより一層促進することが必要と思いますが、どのように

考えておられるか、考えをお伺いいたします。 

  また、府中町には１５０ミリ、１００ミリ、７５ミリの太さの水道管が敷設してあ

ると思いますが、それぞれの水道管の敷設距離、パーセンテージについてお聞きいた

します。これは、今すぐ分からないと思います、広島市水道局に問合せないと分から

ないと思いますが、後で結構ですので、教えてください。もし分かれば、今、分かれ

ば後で教えてください。 

  水道管には、消火のための消火栓が一定の間隔をおいて設けられています。これは

総務省、消防庁が昭和３９年に告示した消防水利の基準に基づき設けられるもので、

その間隔は１４０メートル以下です。また、消防水利の基準には消火栓は呼称６５の

口径を有するもの、これは消防ホースをつなぐ口ですね、それが６５を有するものを

つけなさい。そして直径１５０ミリ以上の管、水道管のことですが、これに取り付け

られていなければならないと規定されています。これは、直径が細い水道管では火事

が発生した際、２か所以上の消火栓にホースを接続して放水すると水圧が下がって水

が遠くに飛ばなくなり消火ができなくなる、消火活動に支障を来すことを防ぐためで

ございます。 

  そこで、更新時期の来た水道管を耐震化に取り換える際、直径７５ミリ及び

１００ミリの水道管であれば、取り換える水道管が７５ミリ、１００ミリの水道管で
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あれば、消防水利の基準に基づく直径１５０ミリの耐震化にですね、取り換えていた

だきたいのですが、考えをお伺いいたします。 

  ガス管につきましては、ガス管の耐震化率は８９．９％とお聞きしましたが、これ

は府中町内の耐震化率と考えてよろしいでしょうか、お伺いいたします。今、分から

なければ、後でいいですから教えてください。 

  万一、ガス管が地震などで破断すれば、ガス中毒、火事、爆発などの危険性があり

ますので、１日も早く耐震化を完了していただきたい。 

  広島ガス株式会社、民間会社であるので難しいとは思いますが、広島ガスと協議を

ぜひ進めていただきたいと思います。そのようにお願いいたします。 

  また、現在、府中消防署では初期消火用器具を口径６５ミリのものから、女性でも

操作しやすい口径４０ミリものでの交換を進められていると伺っております。現在、

府中町にある消火栓の数、口径４０ミリ以下の進捗状況、及び今後どのように進めて

いくのか、その計画についてお伺いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（増田康洋君） 総務企画部長です。 

  それでは、消防分野以外の点につきましては、私のほうからお答えをさせていただ

きます。 

  広島市水道局とは協議会を設置しておりますので、例えば、そのような場を通じ、

耐震化の状況、また、その促進を含め、引き続き情報交換を行ってまいりたいという

ふうに考えております。 

  先ほどの管径別の延長割合につきましては、資料的、統計的に広島市水道局が保有

しておられるかどうか分かりませんが、調査はさせていただきたいというふうに思い

ます。 

  それから、ガスの耐震化率８９．８％は広島ガス供給区域全体の耐震化率でござい

ます。府中町のみの率は持ち合わせておられないということでございます。広島ガス

とは、特段決まった協議の場があるわけではございませんが、町民のライフラインを

担っておられる重要な事業者でございますから、何らかの関係構築が可能かどうか研

究してまいりたいというふうに考えます。 
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  私のほうからは以上です。 

○議長（中村武弘君） 警防課長。 

○警防課長（木原康太君） 力山議員、２回目の御質問の中の消火栓、初期消火用器具

について御答弁させていただきます。 

  消火栓の配管についてですが、議員がおっしゃるとおり消防水利の基準において、

原則として消火栓は直径１５０ミリ以上の管に取り付けなければならないと示されて

います。しかし、水道管は道路網と同じように配水する対象物が多いエリアについて

は、太い配管が敷設され、そこからだんだん分岐して管径が小さくなります。そのた

め水道管の太さが十分でない地域が一部存在し、基準を満たしていない消火栓も町内

に１，０５７基にある消火栓のうち８０基存在します。 

  一方消防水利の基準には、防火対象物から消火栓に至る距離が１４０メートルとな

るよう、また、府中町のような市街地においては、防火対象物から消火栓に至る距離

が１２０メートルとなるように設けなければならないとなっております。これは防火

対象物から一定の範囲内に水利があればよいということですが、府中町内においては

１２０メートルの円を描けば、その中に複数の消火栓がある地域ばかりとなっており

ます。また、消防水利が消火栓のみに偏ると、震災等で水道管が破損した場合など、

リスクが大きいため、消防本部としては防火水槽、学校のプール及び河川等からも給

水できる装置を備え、万全を期しております。 

  なお、消火栓の設置・維持及び管理につきましては、広島市水道局の所管ではあり

ますが、消防本部といたしましても、定期的に消火栓の調査や清掃などを行っている

ところであり、繰り返しにはなりますが、引き続き広島市水道局と連携し、災害に強

いまちづくりを進めてまいります。 

  続いて、初期消火用器具についてですが、消防本部では、平成２８年から町内

１１０か所に設置している初期消火用器具の軽量化を実施してまいっております。実

施に当たっては、道路が狭隘な地区、消防署からの距離が遠い地区から優先的に行っ

ており、現在までの進捗状況ですが、昨年度までに２８基の更新を実施し、進捗率は

２５．５％、今年度も上半期中に７基の更新を予定しており、予定どおり終了した場

合、３５基の更新で３１．８％の進捗率となります。 

  今後も１５年かけて更新整備を行うこととしており、令和１２年度に完了する予定

としております。 
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  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １８番力山議員。 

○１８番（力山 彰君） 口径の細いところの消火栓が８０基ぐらいということで、か

なりパーセンテージは低いように、今、見ました。 

  広島市水道局と定期的に情報交換を行っていますということなんですが、その中で、

ぜひ情報交換だけでなく、太いものに替えてもらえませんかという話を、その中に入

れていただきたいと思います。 

  水道管、ガス管などの耐震化は、南海トラフ巨大地震などの火災が発生したときに、

住民の命・財産・生活を守るための大切な取組です。引き続き広島市水道局や広島ガ

スと連携を図り、耐震化を１日も早く進めていただくようお願いいたします。 

  また、初期消火用器具の口径４０ミリ化はですね、誰でも操作しやすくなりますん

で、今後１５年間をかけての長期計画ではなく、できるだけ早く予算をとってでも、

４０ミリ化を促進していただくようお願いしたいと思います。これは身近なところの

初期消火ですから、火事が発生した、消防車が来るまでにある程度、火を抑えようと

いう大切な役割しています。 

  府中町には、新しい通りには、結構広い道なんで消防車入りやすいんですけれども、

古い町並みがたくさんあります。この中には消防車が入らないというところがたくさ

んありますんで、ホースを担いでの活動だったりします。そのためには住民の方が早

い段階で初期消火を行う、そして火を抑えとく、そして消防署が駆けつけて本格的消

火に当たるということが理想だと思いますんで、できるだけ早い４０ミリ化をお願い

します。 

  これは、恐らく４０ミリ化は宝くじ助成金を申請して、その予算を、それを助成を

頂いた金で推進してると思いますので、宝くじだけじゃなく府中町の予算をつけてで

も、できるだけ早くやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上をお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第６項、国土強靱化基本計画に基づく町のライフライ

ンの安全性について、１８番力山議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村武弘君） ここで休憩したいと思います。 

  再開は、１４時３０分からといたします。 

  休憩。 

（休憩 午後２時１５分） 

 

（再開 午後２時３０分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 続いて、総務文教関係、第７項、「新しい生活様式」下におけ

る学校生活について、２番木田議員の質問を行います。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 「新しい生活様式」下における学校生活についてということで

質問させていただきます。 

  文部科学省が示した、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアルに基づき、府中町でも６月から小中学校を再開しているところです。三つの

密、特に密集を避けるために、児童・生徒同士の距離を確保しなければなりませんが、

教室という限られたスペースを考えると、クラス全員が同じ教室で授業を受けるのは

難しいのではないかと思っております。 

  そこでお伺いします。学校再開後、どのような学級編成により授業を行っているの

でしょうか。また、先ほど二見議員も質問もありましたので、答弁は結構でございま

すが、府中町が現在、小学校、府中町、広島県ですね、小学校１年生は３５人による

学級編成を行っていると思いますが、今回を期に、例えば３０人とか、もっと少人数

にしたり、あるいは他の学年も少人数にしたりとかすることは考えておらないのでし

ょうかという質問ですが、言いましたように、ここは答弁、結構でございます。よろ

しくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） ２番木田議員、「新しい生活様式」下における学校生活に

ついて答弁いたします。 

  学校再開後どのような学級編成により授業を行っているのかとの質問ですが、学校
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の教育活動を再開していくに当たり、感染リスクを可能な限り低減させるため、５月

２２日に文部科学省から、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理

マニュアル、学校の新しい生活様式が示され、６月１６日には、その改訂版が最新の

マニュアルとして示されております。この衛生管理マニュアルによる「新しい生活様

式」では、感染の状況レベルに応じて、具体的に、どのような教育活動を進めていく

のかということが示されております。 

  現在の広島県の感染レベルは、地域感染レベル１と、最も低いレベルとされており、

町教育委員会としても、本マニュアルに基づいて学校を再開しているところでござい

ます。 

  学校における基本的な対策として、感染源を断つことといたしまして、発熱等の風

邪症状がある場合には登校しない。 

  次に、感染経路を断つこととして、飛沫感染や接触感染を防ぐため、手洗い消毒を

行うということ。 

  次に、抵抗力を高めることとして、十分な睡眠、適度な運動などをするということ

がございます。 

  町内の小中学校では、臨時休業期間中であった５月１８日から２９日までは、クラ

スの人数を２分の１、半分にした分散自主登校を実施いたしましたが、臨時休業が終

わった６月１日からは、衛生管理マニュアルに基づき、通常登校としており、クラス

全員が一斉に教室で学習を受けております。 

  それでは、学校における感染拡大防止のための対策について、幾つか具体例を挙げ

ますと、まず、教室の座席についてでございますが、児童・生徒同士の横の間隔は

１メートル、前後の間隔は８５センチ離して配置するようにしております。また、換

気につきましても、可能な限り常時、困難な場合は小まめに行うこと、また、マスク

を着用することなどにより密集・密接・密閉の、いわゆる３密を避けるよう努めてお

ります。 

  また、体育の授業ですが、できるだけ屋外で実施することとしておりますが、これ

からの時期は、熱中症事故の防止にも留意する必要があるため、児童・生徒はマスク

着用しなくてもよいことになっております。ただし、マスクを着用しない場合は、児

童・生徒間の距離を十分とるように指導をしております。 

  次に、家庭科の調理実習や理科の実験など、児童・生徒が近距離で活動するものに
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つきましては、現在、自粛しており、カリキュラムの見直しを行っております。今後

は、マスクに加えてフェイスシールドを装着した上で実施していく予定であります。

国語の一斉朗読や音楽での合唱などについても同様な対策をした上で実施していく予

定でございます。 

  学校の清掃活動につきましては、換気を十分行った上で、マスクを着用し、清掃前

後の手洗いを励行しております。また、児童・生徒がよく触れる箇所、ドアノブ、手

すり、スイッチなどの消毒につきましては、１日に１回以上教職員が行うようになっ

ておりますが、教職員の負担を軽減するため、一部を学校用務員が次亜塩素酸ナトリ

ウム等で消毒を行っております。 

  最後に、登下校の際のマスクの着用につきましては、基本的には、着用を基本とし

ておりますが、熱中症の心配がある場合は、児童・生徒間の距離を保つ対策をとった

上で、児童・生徒本人や保護者の判断のもとでマスクの着用は必ずしも必要はないと

いうふうにしております。 

  このような新型コロナ感染症防止対策をとりながら、学校生活を行っております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） ２番です。ありがとうございました。 

  ２回目の質問、ちょっとクラブ活動についてお伺いしたいと思います。中学校では、

部活動も再開されていると思いますが、部活動の分野はスポーツも芸術文化もあり、

また、部員数や活動場所も様々です。中には、３密となりやすい部活動もあると思い

ますが、そこでお伺いします。 

  学校再開後、どのような感染症対策や指導のもと、部活動が行われているのでしょ

うか。また、委託業者、これ多分スポーツジムのことだと思うんですが、による部活

動合同指導は、今年度も行うのでしょうか、よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  学校教育課長。 

○学校教育課長（土井賢二君） 学校教育課長です。 

  ２番木田議員さんの２回目の質問に、クラブ活動について、どのように活動してい

るか。また、クラブの委託業者の活動、事業については、どうなっているのかと、
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２点、御質問がありましたので、その２点について答弁いたします。 

  まず、府中中学校及び府中緑ケ丘中学校ともに、学校が通常登校になってから１週

間後となる６月８日からクラブ活動は始めております。特に８日と９日については感

染症予防を踏まえたクラブ活動の進め方や、長期臨時休業していた影響で、運動不足

の生徒もいることから、生徒のけが防止には十分気をつけるよう指導するなど、新型

コロナウイルス感染防止対策の徹底を行いました。 

  活動時間は、放課後２時間以内としており、一部のクラブを除いては土曜日及び日

曜日は休養日としております。 

  ７月からは活動時間、平日は２時間、学校休養日は３時間以内、週当たり２日の休

養日、平日の１日と土日いずれかを休養日とするように、運用を若干７月から変える

ように、変更するようになっております。 

  また、クラブ活動における感染防止策としては、主に活動中に注意することとして、

生徒同士が近づくことを避ける活動や、望ましくない活動の例を具体的に示しており

ます。また主に活動前後に注意することとして、生徒の健康観察やクラブで使用する

器具や供用で使用するものも多いことから、使用前後の適切な消毒や手洗いを励行し

ております。このように部活動における三つの密を避けるための感染防止策を講じな

がら活動を再開しております。 

  部活動の後、民間業者にお願いしている、クラブ活動の集団の指導なんですけれど

も、こちらは昨年度、体育館のほうで主にやっていたこともあります。そうなると、

大体、運動部が全員集まりますと多いときは１５０名から２００名ぐらいになるので、

そうすると密がちょっと今年は避けれない状況ですので、今のところは今年度に関し

ては実施しておりません。 

  また、これからの感染状況を見て、やり方についてはですね、考えて、何とか実施

できないかなということは検討していきたいと思っております。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） ありがとうございました。 

  学校においては、新しい生活様式を導入し様々な感染症対策を徹底されていること

がよく分かりました。しかし、学校生活は授業やクラブ活動だけではなく、修学旅行、
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文化祭、体育祭は、もう終わったんですかね、運動会、体育祭。終わったんですか。

もありますし、学習発表会など、いろんな行事があると思います。 

  これらの行事は、学生生活の中で非常に大切な行事だと思います。コロナ禍という

中ですが、学生生活を振り返ったときに、子どもたちの楽しい思い出となるよう、こ

うした行事はできるだけ工夫をして実施をしていただきたいと強く思っております。 

  また、新型コロナウイルス感染症の影響で、今までの学校生活が大きくさま変わり

しています。感染リスクはゼロにすることは難しいという事実を前提として、可能な

限り３密対策をしっかりと行っていただきたいと思います。そして、新しい生活様式

に慣れた頃感染に対するリスクが高まります。新型コロナウイルス感染症に対する指

導や注意喚起は、継続して実施していただくようお願い申し上げます。 

  最後に、児童・生徒には新型コロナウイルスについて、理解をしてもらい、感染者

が発生した場合においても差別、偏見、いじめ、誹謗中傷とならないように十分配慮

していただくことを強く要望して、質問を終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第７項、「新しい生活様式」下における学校生活につ

いて、２番木田議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第８項、追跡質問いたします。について、６番山口議員の

質問を行います。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） 追跡質問をいたします。 

  議会答弁等で検討します、調査研究をします、などの答弁に対して、後にどうなっ

たかを質問する追跡質問、これがね、各議会とかで始まったり、はやったりしており

ますので、やってみたいと思っております。 

  平成２９年９月定例会で質問した、町内会が抱えている課題への応援についての中

で、自治体が町内会行事や夏まつりなどの地域活動を一緒に盛り上げる自治会町内会

応援団という、自治体職員による町内会などへのボランティアを募集する制度につい

て質問し、答弁の中でボランティアは自発的なので町の直接的な関与は難しい部分も

あるが、所沢市や他自治体の現状や実態を調査しながら、研究してまいりたいとあっ

たが、ボランティア募集の制度をつくるだけなら問題ないと今でも思ってますので、

その後の調査研究の成果を伺います。 
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  平成３０年度９月定例会の一般質問、ごみ戸別収集の考え方はの中で、戸別収集に

した場合、約３，０００万円がさらにかかるので、府中町ではステーション方式のほ

うが向いているが、ごみステーションの新設で地域住民の理解が得られない場合や、

高齢者、体の不自由な方など、排出困難な方を対象に一部を戸別収集の形で実施でき

ないかを今後、府中町廃棄物減量等推進審議会の中で議論頂き、審議会での意見を踏

まえて検討していきたいと答弁があったが、その後どうなりましたか。 

  平成３０年１２月定例会の一般質問、コミュニティスクールの双方向性についての

中で、学校・地域、お互いの課題解決に向けて、双方向性と対等性を意識しながら取

組が進められるよう、学校のほうに伝えていきたいと答弁がありましたが、地域が学

校課題に対しての取組、学校が地域課題に対しての取組に、どんな広がりがありまし

たか、双方向性はお互いに伝わっていますか。 

  令和元年９月定例会の一般質問、自治体アプリの活用についての中で、先日、新聞

報道もされた広島市の防災アプリの広域都市圏での共有に対し、地理的に広島市に近

い地域性があるので、前向きに検討したいとの答弁でしたが、その後どうなりました

か、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（増田康洋君） 総務企画部長です。 

  ６番山口議員の追跡質問いたしますについて、答弁させていただきます。 

  御質問の内容が複数の部にわたることから、私の方で一括して答弁をさせていただ

きます。 

  １点目、町内会が抱えている課題への応援についてです。その後、当該制度につき

まして、議員から報告のありました自治体に調査を行ったところ、職員の町内会への

ボランティア派遣は、夏まつりだけに限定した支援となっているとお聞きをしました。

また、参加者が固定されることも課題とお聞きをしております。そういった状況を踏

まえ、当町におきましては、同様の支援では町内会に対する限定的な支援となってし

まい、議員が御指摘された、地域の担い手不足に対する効果は低いと判断したため、

現時点における導入は行わないことといたしました。 

  ただし、前回の３月定例会で町長が答弁しましたとおり、町内会は防災活動をはじ

め、地域の清掃などの環境活動、防犯、交通安全、地域のお祭りや行政からの文書の
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配布や情報伝達など、多様な活動をされる中で、ボランティア派遣に限定することな

く、町内会活動を担う人材の育成など、多様な支援策は必要と考えております。 

  まずは、町との協働の在り方など、町内会の課題やニーズを抽出するため、今年度、

町内会に対するアンケート調査を実施し、町内会の御意見、御要望を踏まえ、必要な

支援策を第４次総合計画の後期計画に反映させたいと考えております。 

  続きまして２点目、ごみ戸別収集の考え方はについてです。 

  最初に町内、約１，０００か所のごみステーションは、全て町内会並びに地域の

方々に管理していただいており、環境美化、清潔保持に御尽力いただいていることに

つきまして、感謝申し上げる次第でございます。 

  さて、その後の検討状況ですが、現在、町では平成３０年度から一定の基準を設け、

ごみ出しが困難な高齢者や身体の不自由な方につきまして、あらかじめ申請を頂き、

大型ごみに限って御自宅まで収集に伺う高齢者等生活環境支援事業を実施をしており

ます。 

  さらに、大型ごみに限らず、普通ごみなどにつきましても、高齢者等世帯に対する

戸別収集につきまして、戸別収集を実施している周辺市町の状況等を調査し、事業化

できるよう検討を行っているところです。また、これを一般の希望される方に拡充す

る場合の課題や費用負担の在り方などにつきまして、現在、府中町廃棄物減量等推進

審議会において、議論を始めたところでございます。 

  今後、審議会の意見等を踏まえて、町民の皆様の御理解をいただきながら、戸別収

集方式の導入を検討してまいります。 

  続きまして、３点目、コミュニティスクールの双方向性についてです。 

  平成３０年度から町内７校全ての小中学校で学校運営協議会を設置し、コミュニテ

ィスクールとして学校運営を行っております。小学校では地域に目を向け、地域との

つながりを持つことで、地域の中で支えられているということを意識できるような教

育活動を進めています。 

  例えば、総合的な学習の時間で行う防災教育において、課題解決した内容を地域の

方々に発信し、炊き出しを地域の方にふるまったり、学校にサポーターとしてお越し

いただいた方などに感謝の気持ちを伝える場を設定したりすることにより、地域に支

えられていることに気づくことができるような取組でございます。 

  これらの小学校での学びをベースに、中学校では、実際に地域に出向いて活動を行
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うボランティアを、地域からの依頼を受け、生徒に募集を行い、参加をしております。

学校内外において、両中学校で年間３０から４０のボランティア活動の依頼を学校に

頂き、昨年度は延べ１，５００名近くの中学生がボランティアに参加をいたしました。

年々ボランティア活動も広がってきており、地域との関わりも増えてきております。 

  ボランティアの具体的な内容といたしましては、学校行事の案内文を地域の町内会

長に配布をしたり、小学生に陸上部が指導したりするなどといった学校に関わるもの、

地域の祭りのしめ縄張りや祭りの運営補助、地域の環境整備に関わるボランティアな

どといった地域に関わるものがあり、積極的に多くの生徒が参加をしております。 

  また、町内会から中学校に対し、ボランティア活動を要望される場合は、直接中学

校へ行っていただいても結構ですし、中学校地区懇談会の場を利用して依頼していた

だければというふうに思います。今後においても、学校と地域とのつながりを大切に

しながら、取組を進めていきたいと考えております。 

  続きまして４点目、自治体防災アプリの活用についてです。 

  広島市の避難誘導アプリに関しましては、今月から運用を開始しており、インスト

ールすれば誰でも利用できるものとなっております。町として、広島市と隣接してい

るという地域性を考慮した場合、導入が有効なものとは考えますが、経費面の問題も

ございますし、現在は民間のアプリ等も増え、町民の皆様が利用する環境も多チャン

ネル化しているという背景もございます。 

  今後は、広島広域都市圏における各自治体の導入状況も見据えながら、引き続き検

討してまいりたいと考えます。 

  以上、答弁といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） ６番山口。御答弁ありがとうございます。 

  今回、追跡質問した質問につきましては、平素の活動で感じたり、住民の方から教

えていただいた課題を先進的に取り組んでいる自治体に政務活動費でね、勉強して、

勉強しに行って、それでできた質問ですので、私自身の考えていた以上に職員の皆さ

んが正面から質問に取り組んでくれてきていたことが分かって大変うれしく思ってお

ります。数点要望をお伝えして、質問を終わりたいと思っております。 

  まず、職員ボランティア制度につきましては、たくさん町内会がある中で、それぞ
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れ違う悩みの中運営しております。 

  ４次総の後期計画にはアンケートを生かし、それぞれの単位町内会の悩みに支援で

きる計画になるようにしてください。また、担い手の考え方ですが、自らの興味のあ

るやりたいことに取り組んで町に協力している方もたくさんいますが、しかしね、質

問にありました、ごみ問題とかでね、住民間のトラブルの間に入ったり、やりたくな

いことを押しつけられている担い手が今いること、そういった方がね、不足している

というのが今後の町内会の在り方、共存の在り方ですので、そういった方の人材の育

成もね、具体策を今後、提示していただけるよう、お願いいたします。 

  ごみ問題につきましては、高齢者や体の不自由な方については、普通ごみなどにつ

いても、戸別収集を実施している周辺市町の状況を調査し、事業化できるよう検討を

行っているということで、まずは福祉施策になるかもしれませんが、ごみを遠くまで

持って歩いたり、坂道を登ったり下りたりしなくても大丈夫になったら、これ喜ばれ

ると思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

  その後ですが、費用がかかることもありますが、ごみステーション設置の問題やご

みの出し方での住民同士のトラブル、町内会の役員の負担など、今後もね、どんどん

増えていくと思います。仕事で、どうしても決まった時間に出せないとか、町外から

捨てに来るといった住民の努力だけではどうにもならないことが原因で、住民同士が

仲たがいするとか、言い合いになるようなことがなくなるよう、一般にも広げていっ

ていただきたいなというふうに思っております。 

  コミュニティスクールの双方向性については、小学生のときに地域の大人たちが社

会全体で子どもを育んでいき、その姿を見た子どもたちが中学生になったとき、地域

を盛り上げてくれるために協力してくれる、その窓口が直接だったり、地区懇談会で

の学校と地域の対話ということですので、こういった循環が定着するまで、地域も踏

ん張っていかないといけないなと思いますが、学校のほうもさらに進めていただけた

らと思います。 

  アプリにつきましては、無料で使用できるチャンネルがたくさん出てきた中で、不

要に高い費用をかけ続けることは疑問ですので、費用対効果を考えながら、ほかによ

いチャンネルがあるならね、分かりやすく町民に広報するなどをしていただけたらな

と思います。 

  以上、要望して質問を終わります。 
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  ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第８項、追跡質問いたします。について、６番山口議

員の質問を終わります。 

  以上で、総務文教関係の質問全部を終わります。 

  ここでお諮りします。 

  本日はこれをもって延会としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって延会とし、次回は６月３０日午前９時３０分から会議

を開きます。 

  御苦労さまでした。 

（延会 午後２時５８分） 


