を取得し、個別にデータを
保存したり、学級のみんな
とデータを共有したりでき
る。また、意見交換や課題
のやり取りをするだけでな
く、各自が習熟度に応じた
練習問題に取り組むなど、
個別最適化学習を推進でき
る。そして、オンラインの
活用は、子どもたちに学ぶ
場を提供し、自主的に学ぶ
意欲を高めるための手段の
一つとして非常に有効であ
ると考える。特に、不登校
の児童・生徒に対しては、
学校とつながりを持ち、学
習に取り組むための良いき
っかけになると考える。教
育委員会として、オンライ
ン授業・学習について、今
後も研究していきたい。

不登校の概念を無くす
新しい取組を
宮下 誠
（公明党）
緊急事態宣言の下、小・
中学校で臨時休校が続いた
が、今回の対応は不登校の
概念を無くすきっかけにな
る新しい可能性を開くチャ
ンスになると思う。子供や
保護者の要望は、オンライ
ン学習そのものよりも、学
校や担任とのつながりであ
る。子供一人一人にＩＤを
付与して丁寧な指導を行わ
ないか。また、児童・生徒
がどこにいても公平に教育
や指導を受けられる環境を
整えていただきたい。
部長 小金井市では、Ｃ
ｈｒｏｍｅｂｏｏｋを活用
する。このシステムでは、
児童・生徒が一人一人ＩＤ

コロナ危機から
市民生活を守るために

１回定例会でも質問したが、
紀 由紀子
再度問う。なお、西東京市
（公明党）
初めに、新型コロナウイ は全館設置予定である。設
ルス対策のため、尽力頂い 置場所が２か所ということ
た皆様に感謝申し上げる。 だが、全館設置の再検討を。
部長 ２館に設置するが、
❶家賃の支払いに困って
いる人も多い。住宅確保給 他の館の設置については改
付金について、４月 日か めて検討したい。
❸高齢者は、自粛生活に
ら離職者に加え、やむを得
ない休業等によって収入を よる健康への悪影響も心配
得る機会が減少した方も対 である。フレイル（虚弱）
象、４月 日からハローワ 予防の取組について。平塚
ークへの求職の申込みも当 市のようにフレイル予防の
分の間不要、都営住宅の人 冊子を作らないか。
部長 高齢者のニーズ、
も利用可能である等、支給
対象者拡大の更なる周知を。 国、東京都の方向性からも、
部長 市報への掲載と各 早急に行うべきと考えてい
課連携により、制度の周知 る。冊子の作成も含め、検
討していきたい。
を図っていきたい。
❷図書館に本の消毒機を ■その他、電子図書の導入
設置しないか、平成 年第 について質問しました。
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校のコミュニティスクール
水谷たかこ
導入に向けて検討したい。
（こがおも）
❷ア広報が分かりづらい
❶ア他市では、教材費の
負担軽減を研究していると との声が多い。担当課の受
ころもあるが、本市ではど け止めは。イＴｗｉｔｔｅ
うか。イ中学校の標準服は ｒの更なる活用を。ウ児童
強制するものではないとい 館でも独自アカウントを取
う理解でよいか。ウ市に標 得して発信を。エ新型コロ
準服リサイクルのコーディ ナウイルス対策について、
ネートを期待したい。エＰ 高齢者や障がい者、外国人
ＴＡ会費等を就学援助の対 等への情報発信の工夫は。
象にしないか。オ総括して、 課長 ア真摯に受け止め、
見易くわかりやすい情報発
教育長の考えは。
部長 ア規則に基づき、 信に努めたい。イ現状は不
負担を考慮し、教材を選定 十分である。イベントを所
している。イ着用を強制す 管する部署等にはアカウン
るものではない。ウ行政の ト取得を促したい。エ広報
役割を研究したい。エ他市 掲示板を活用した。多言語
の動向を注視して考えたい。 発信、やさしい日本語の発
教育長 オ学校だけの取 信については、研究したい。
部長 ウ検討中である。
組では改善は難しく、中学

義務教育の保護者負担
軽減／市の広報改善を
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感染症対応から見た
情報発信・災害対応
番目の防災組織「桜町防
小林正樹
災会」が誕生した。防災会
（公明党）
❶この間、ネット環境の に一層のバックアップを。
部長 ア避難所運営に当
ない高齢者世帯や、外国籍
の方、耳や視力の不自由な たっては、学校の体育館の
方などに対して、様々な重 ほか、教室などの活用もで
要な情報が届かないことが きるので、避難者の状況に
あり、対策が求められる。 応じてゾーニングの工夫を
防災ラジオを普及し、行政 したい。様々な取組を参考
からの情報を流さないか。 に避難所運営マニュアルの
部長 関係課と調整し、 見直しを図っていきたい。
避難所開設キットについて
考えていきたい。
❷風水害の季節を前に、 も、改めて検討を図る。イ
新型コロナウイルス感染拡 備蓄品の在り方を見直す必
大と自然災害の発生が重な 要があるという認識はある。
る「複合災害」への早急な ウ地域の方々のご理解・ご
備えが自治体に求められる。 協力のおかげで、新たな自
ア避難体制、避難所の感染 主防災組織が発足したこと
対策など点検・確認の抜本 に御礼を申し上げる。自主
的見直しを。イ備品リスト 防災組織を強化する必要が
の見直しを。ウ７年振りに あると認識している。

市内の繋がりと消費を
促進する仕組みを
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コロナ禍が市政に与える
影響／車での避難
打撃を受けると考えている
吹春やすたか
が、この件については進め
（自民党・信頼）
❶コロナ禍に対して。ア ていきたい。
❷車で避難することにつ
いち早く対応すべきではな
かったか。他市では、小金 いて、繰り返し訴えてきた。
井市より早く手を打ってい 避難所の在り方について、
る。臨時会も開かれず、ス 今、本格的に考えるべき時
ピード感に欠けた対応とな に来たのではないか。
ってしまったのではないか。 部長 駐車スペースや誘
イ新庁舎建設が市の財政に 導などの課題があり、整理
する必要があると考える。
影響を与えないか。
市長 ア対策の予算の上
程だけ早め、スピード感だ
けを意識していたら臨時会
を開催できたかもしれない
が、内容も併せて必要と考
えている。今後とも、議員
ご指摘のスピード感も意識
して取り組んでいきたい。
イ新型コロナウイルスによ
る経済への打撃は、深刻な

なぜ早期竣工が
望まれているのか

着が想定でき、前向きに捉
白井 亨
える要素があると考えてい
（こがおも）
緊急事態宣言によって、 る。イ新しい産業振興プラ
現役世代の市内滞在時間が ンには、テレワークの推進
増え、市内の店を利用する を始め、新しい生活様式な
きっかけも増えた。アデー どを起点とした地域活性化
タによると、 月は通勤者 策などの視点は必須である
は８割減った。捉え方によ と認識している。ウ関係団
っては４万人ほど平日昼間 体と連携し、小金井らしく
に市内で消費活動をする人 効果的なことに取り組んで
が増えたことになるが、ど いく必要がある。
のように捉えているか。イ
今年度策定予定の産業振興
プランに、テレワークの推
進などの要素を入れてはど
うか。ウ今こそ、商品券な
ど、市内の消費活動を刺激
する政策が必要ではないか。
部長 ア地域発見のよう
な事象が発生していること、
テレワーク、飲食店のテイクア
在宅勤務は今後も一定の定
ウトが新しい日常に
4
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し て 一 番 多 か っ た「 ひ ろ
沖浦あつし
ば」への声には、実施設計
（みらい）
新 庁 舎・
（ 仮 称 ） 新 福 祉 段階で検討してもらうべき
会館建設について。ア現在、 である。早期竣工実現への
市役所第二庁舎は 年間賃 姿勢を市民に伝えるべき。
部長 ア間違いない。
借し、その借上料だけで総
市長 イ新型コロナウイ
額 億円、今年度の借上料
は約２億２千万円で間違い ルス対策を行う状況下にあ
ないか。イ何十年も賃貸庁 っても、この事業は止める
舎の問題を解決できず、図 ことにはならないと考える。
書館等の施設の老朽化問題 「ひろば」への要望は実施
に手が回せず、まちづくり 設計において検討を行う。
は他市と比べ遅れてきた。 事業を確実に進め、課題に
議会では、コロナ禍のため 対応していくことが、長期
事業を凍結せよという声が 的視点に立った行政運営で
あるが、一日当たり 万円 あると考えている。
かかる借上料は、新庁舎を ■その他、外出自粛等の影
建てない限りかかり続ける。 響による高齢者の支援及び
時間が経てば経つほど費用 市民・市内事業者への給付
が膨らみ、市民の理解は得 金申請支援について専門家
られない。基本設計案に対 との連携を要望しました。
27
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特別支援学級スクール
バスにも合理的配慮を
のより良い教育環境を整え
鈴木成夫
るために相互理解を図る必
（みらい）
ア特別支援学級スクール 要があり、利用の選択肢の
バスの利用を小学校３年生 提供も含めて検討する。
までに制限している理由は。 教育長 ウ常に当該児童
イ在籍校以外の学童保育所 が今、身につけておくべき
利用や学年制限についての 能力等を見極め、どのよう
ニーズ調査を行わないか。 な合理的配慮が必要かを、
ウ４年生以降の児童にも合 保護者や専門家と協議する
理的配慮提供の観点から、 とともに、子どもの声にも
組織として協議しないか。 耳を傾け、検討していく。
部長 ア４年生以降の児
童には自力通学を目標とし
て、生活上の困難を主体的
に改善、克服し自立するこ
とを目指し、目的としてい
るためである。イ次年度の
スクールバス希望意向調査
と併せて実態調査を行って
いきたい。ウ保護者との建
設的な対話を通し、その子
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熊本地震での校庭画像
（一社）Smart Supply VisionのHPより

特別支援学級在籍児童にも登下校の
安全確保の視点が必要
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