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和地ひとみレポート №349
新型コロナウイルス渦でも児童・生徒の学習を維持するために

東大和市でＧＩＧＡスクールは実現するか・・・
■レポート再開
…新型コロナウイルスの影響で、駅頭で配布していたこ
のレポートも 3 月 23 日号を最後に一旦休止して 1 か月
以上が経過しました。その間、４月７日には政府から緊
急事態宣言があり、また、その後、感染拡大が止まらず、
ここ数日は新規感染者数が減少傾向にあるものの、東京
都はいまだ緊急事態宣言中の状況です。
そのような中、
“不要不急の外出の自粛”、
“人との接触を
8 割減にしなければならない”中、駅頭でのレポート配
布は断念せざるを得ないと考えました。

■東大和市の学校休業の状況

…２月２７日 政府の新型コロナウイルス感染症対
策本部が全国の小・中・高・特別支援学校の臨時休業
要請を出し、その後の緊急事態宣言の延長もあり、現
在、東大和市の小・中学校も 5 月末日までの休業を予
定しています。学校の休業については、駅頭でも「感
染リスクを考えると、休業はやむを得ないことは理解
できるが、子ども達の学業の遅れなどが心配」といっ
た趣旨のご意見を多く聞きました。
…その後、卒業式という重要な行事の対応から始ま
り、新小学一年生、中学一年生の入学式の対応や新し
…緊急事態宣言が出された当初は、私も 5 月後半、もし い学校生活の習慣が身につかないという問題、もちろ
くは 6 月からは駅頭でのレポート配布を再開できるので ん、そのほかの学年の子ども達も新しい 1 年を事実上、
はないかと、今考えると少々甘い考えをもっていました。 始められていないといったことなど、コロナウイルス
しかし、新型コロナウイルス感染の終息（ワクチンや治 による学校休業のため出てきた教育に対する課題は
療薬、もしくは多くの人が抗体を持つようになるなどの 様々あります。
具体的なもの）となるまでは、いわゆる“新しい生活様 …一時期、9 月から新たな学年を始めるといった解決
式”が必要になると考えた場合、いつ駅頭でのレポート 策の可能性も報道されていましたが、その結論はまだ
配布を再開できるのかは不透明だと今は思っています。 出ていない状況で、現状は、今の制度の中で、何とか
課題をクリアしなければならないというのが現実の
…毎週、東大和市の市政についてお伝えしていたこの ようです。
レポートですが、市の動きも 4 月中はコロナ対策が中心 …東大和市では、前述のとおり 5 月末日まで学校を休
で、その内容は市のホームページ等でも閲覧できます。 業することとしていますが、5 月 6 日には以下の取組
しかし、市政はコロナ対策以外も動いていますし、コロ みや今後の対応について示されました。
ナ対策についても「市はどのように考えているのか」と
いうことや「どうしてそのように決まったのか」という 【臨時休業延長に伴う追加の対応】
ことについて等、今まで通りレポートを通じてお伝えす ■家庭での学習支援として、デジタルコンテンツ「ラインズ e
ることは、市議会議員の責務・役割の一つだとも考え、
ライブラリ*」にあるデジタル教材等を各家庭で活用する
今までと同様にレポートを作成し、ホームページに掲載
ことができるように手続きをした。
することとしました。
■「smart STREAM ビデオプラットフォームサービス」等を活
用して、動画等の配信を行う。
…この約 2 か月で、私たちの日常はすっかりと変りまし ■児童・生徒の心のケア等に関して、必要に応じて養護教
た。もし、駅頭でのレポート配布を再開できたとしても、
諭やスクールカウンセラー等による支援を行う。
時差通勤や在宅勤務となったことにより、今までレポー
トを手に取ってくださったり、いろいろなご意見をお聞 【学校再開後の対応】
かせくださったりした方ともお会いできないかもしれま ■児童・生徒の安全確保や、長期にわたる臨時休業によ
せん。また、今まで紙媒体ということでこのレポートを
る児童・生徒の体調や心のケアの観点から、段階的に
お読みいただいていた方でも、インターネットに慣れて
教育活動を再開するなど、児童・生徒が円滑に学校生
いない場合には、今まで通り、市政の情報をお届けする
活へ適応できるよう配慮する。
ことは難しい状況にもなると思っています。そして何よ ■学校再開後、当面の間は午前授業とし、給食は提供し
り、毎週、駅頭で市民の皆さんとお会いし、様々なこと
ない。
をお聞かせいただくことは私の大きな力となっており、 ■当面の間、各学年又は学級を 2 グループに分け、1 グル
それが不可能となった現状に対し、とても寂しく思って
ープを 1 教室に配置するなどの工夫による分散登校によ
いますが、この状況の中で、出来ることの一つとしてレ
り、3 つの密（密閉・密集・密接）とならないように配慮した
ポートを再開いたします。ご意見などございましたら、
教育活動を行う。
お手数ですが、メールなどでお聞かせいただければ幸い ■1 学期に予定されている運動会、体育大会については、
です。
全小中学校において実施しない。また、水泳指導につい
ては、今年度は実施しない。
（裏面に続く）

■当面の間、中学校の部活動は行なわない。
■授業時間確保の観点から、1 学期の期間を延長し、夏季
休業日を短縮することなどを検討する。
*「ラインズ e ライブラリ」
民間の学習支援サービス。この e ライブラリには、児童・生徒
が自宅のパソコン、タブレット、スマートフォンからインターネッ
トに接続して予習や復習を行うことができる家庭学習サービ
スがある。学校から配布される ID とパスワードでログインして
使用することが可能。各学校や学習塾などで活用している事
例があるほか、自治体単位で活用している事例もある。（例：
東京都江戸川区）

■ＩＴ環境による格差は
…このような中、東大和市の学校の対応は、各校、多
少の違いはあるようですが、基本的には課題のプリント
が出され、それを活用して家庭学習をお願いしていると
いうのが基本的な対応です。
…今回の長期間の学校休業により、一気に注目を集めた
のが私立の学校や一部の先進的な自治体が導入してい
るオンライン授業など IT を活用して子ども達の学びを
保証する取組みです。
…東大和市でも前述の追加の対応で、「ラインズ e ライ
ブラリ」や「smart STREAM ビデオプラットフォーム
サービス」などインターネットを活用した家庭学習の支
援を導入していますが、これらを活用するには、まず、
児童・生徒たちの家庭にインターネット環境が整ってい
ることや、パソコン、スマートフォンなどの端末を持っ
ていることが前提となります。

■ＧＩＧＡスクールとは
…ＧＩＧＡスクール（Global and Innovation Gateway
for All）は 2019 年末から文部科学省が打ち出した構想
で、全国の学校で義務教育を受ける児童・生徒に、1 人
1 台の学習用 PC やクラウド活用を前提とした高速ネッ
トワーク環境などを整備する 5 年間の計画です。
…この構想の目的は子どもたちの個性に合わせた教育
の実現とともに、教務や保健などのデータを一括管理す
る統合系校務支援システムも導入することで、教員の負
担を減らして働き方改革につなげることも狙っている
といわれています。これらの構想の目的を考えると、こ
のいまひとつよくわからない“Global and Innovation
Gateway for All”という名称については「すべての子
ども・学校教育関係者にグローバルとイノベーション
（革新）への入り口を」といった意味となるのでしょう。
…今回のコロナウイルスによる学校休業により、この
GIGA スクール構想の必要性が加速したことで、国は緊
急対策として GIGA スクール構想関連予算を 2292 億円
計上。一方、東京都もオンライン環境を整備し、GIGA
スクール構想環境整備前倒しするために補正予算で区
市町村立学校におけるオンライン学習等の環境整備に
向けた緊急支援として 84 億円を組みました。

…この東京都の補正予算は「区市町村立学校における
オンライン学習を推進していくため、学習用 PC 等が
家庭にない児童・生徒に向けて、区市町村において学
校配備端末を活用してもなお不足する台数を都が緊
急で貸し出すとともに通信料等を支援」するためのも
のとのこと。東大和市内でも、東京都が必要な端末の
数量などを知るために各家庭の学習用端末の状況の
調査のためのアンケートが実施されているようです。
…現在、東大和市が提供しているインターネットを活
用した家庭学習支援も、パソコンやスマートフォンを
持っていない子ども達は保護者のものを借りてもら
うことを前提としています。そのことを考えると、子
ども達は、好きな時間に学習をすることができない状
況になることも考えられます。（保護者が帰宅後の夜
となったり、例えば両親と子ども３人というご家庭で
は、両親のスマートフォン２台を３人で順番にとなっ
たり…）また、保護者の物を借りられないなどの場合
には、学校に行って三密を避けた状態で学校のパソコ
ンなどを活用できるようにしているとのことですが、
現在、東大和市の小中学校には、各校４０台ずつしか
学習用のパソコンはありません。

■東大和市では導入できるのか…
…今回の学校休業で GIGA スクールの必要性は東大
和市でも高まっています。また、コロナウイルスが一
定程度終息した海外の国でも第二波の恐れが高まっ
ていることを考えると、今年の冬に備えるとい意味で
も、そのほかの災害に備えるという意味でも GIGA ス
クールは必要です。また、様々なコンテンツを活用し
た学習ができる環境とそうでない環境では自治体の
取組みによって教育内容に格差も生じる恐れも。
…東大和市が GIGA スクールの環境を整えるとなる
と、東大和市の児童数は約 4,500 人、生徒数は約 2100
人なので単純に 6,600 人分の端末を用意し、学校のネ
ットワーク環境も整備する必要があります。
…前述の国の補正予算については、国の補助は端末
1 台あたり 45,000 円の補助となっていますが、児童生
徒数の１／３はすでに地方財政措置がとられている
ということになっており、残りの部分にのみ、かつ、
今年度中であれば補助するというもの。東大和市で
は、この事前に財政措置されている１／３について
は、端末整備の財源としてだけでなく、そのほかの学
校教育関係でも活用していたため、実際に必要な端末
や環境を整備するための費用は生徒児童数の２／３
の国の補助では到底まかなえません。
…となると、今年度中に国の補助金を活用して、GIGA
スクールの環境を整えるとなると、多くの市の財源が
必要となります。国が今年度中と限定している中、多
摩 26 市の多くの市が環境整備を進めることが予想さ
れます。子ども達の学びの保証という点はもとより
“選ばれるまち”を目指す東大和市としては、国の補
助金を活用して環境整備を進めてほしいと思います。

市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。コロナ禍において、駅頭での配布は一時、控えております。
【プロフィール】

「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」

1970 年 東京都北区生まれ。／父の転勤で 1 歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダーシップを発揮し、小学校で児
童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、卒業。／卒業後は群馬の山あいの小学
校で臨時教諭として担任を 2 年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」として保護者・生徒から親しまれた。／「学
校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワーク（※スーパーマーケットを経営。店頭公開から
一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に異動、同社で初の女性店長となる。月刊誌『日経 WOMAN』
のベンチャー企業で活躍する女性特集で取り上げられる。その後、人材開発部長を拝命。／『人を活かす』経営を学ぶため一念発
起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然とした不安感じる。帰国後は、不動産投資会社にて企画業務、税理士対応、広
報、社員研修、組織活性化などに従事。２０１１年４月、初当選。現在３期目。顔の見える議員として、日々奮闘中。
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