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たいと思います。

ありましたけれども、こういうコロナ対策をする

○那谷屋正義君 所管が直接は違うということで

以上です。

○国務大臣（萩生田光一君） 直接の所管外では

ときに、やはり国民の理解と、そして政府に対す

生田大臣、赤羽大臣、お二人に一言ずつお願いし

ありますけれども、国会の運営の仕方というのは

る信頼が最も大事であります。それが、直接コロ

よう取り計らいます。

─────────────

国会の方でお決めいただくというのが原則でござ

ナとは関係ないにしても、こうした多くの国民が

質疑通告のない方は退席していただいて結構で

○那谷屋正義君 立憲・国民．新緑風会・社民の
います。

二人の大臣においでいただいておりますが、通告

たいと思いますが、まず冒頭、これは、今日はお

限られた時間ですので早速質問させていただき

かりやすく説明していく必要があるんだろうと思

ただいて、そういったものを国民の皆さんにも分

ら、課題があったとしたらしっかり議論をしてい

私は、閣議決定した内容ですから、本来でした

はないと今お話がある中で、文科省においても国

ならないというふうに思いますし、直接の所管で

ようとするということに対しては、断固あっては

反対をしているこの制度に対して強引に推し進め

す。

那谷屋正義でございます。

なしで大変恐縮ではありますけれども、ちょっと

っしゃる、あるいは、特に文科省においては地方

交省においても国家公務員の皆さんを抱えていら

今後どういう展開になるか分かりませんけれど

公務員の皆さんも抱えていらっしゃるということ

います。

御案内のように、衆議院の方で国家公務員の一

も、国会の現場の御判断に従いたいと思います。

お尋ねをしたいというふうに思います。
部改正ということの問題で、今、国会の方が混乱

たどっていくのかということについては大変注目

で、この法案について今後どういうふうな推移を

ございまして、所管外でもございますし、国会の

をしているところであります。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私も全く同じ立場で

委員の方からも、こういう新コロナ対策に対して

ことですので国会で取扱いはお任せをしたいと思

をしている状況になっております。冒頭、与党の
は国民を分断することなく取組を進めることが大

います。

ていた与党・政府。まあ、今日のマスコミ報道に

が約七割いるこの法案を強行に採決をしようとし

にもかかわらず、今日の新聞等によっても反対

中には野党からも反対、賛成をいただけない法案

法案提出させていただいておりまして、これは、

ございます。また同時に、国土交通省から八本、

さんに対する支援、全力を尽くしているところで

省の責任者として、早期終息と被害に遭われた皆

私は、今、コロナ対策本部の一員として、国交

たいと思います。

いを申し上げて、通告の質問に入らせていただき

とかその辺について善処していただくようにお願

地方公務員法の改正の部分もございますので、何

ないと、総務委員会の方にも委託されるいわゆる

ろについては何としても成立を早くする。そうし

ついては先送りをして、そして、それ以外のとこ

我々は、何としてもこの検察庁の法案の部分に

事だと、こういうようなお話がございまして、私

よると、それについて先送りするようなお話が出

も出しておりますが、これはこれとして必要な法

もそのとおりだというふうに思っているところで

てはおりますが、まだ正式には我々野党の方にも

案でございますので、それは粛々と審議をお願い

あります。

その話が来ていないわけでありまして、そういっ

しているというような状況でございます。

Ｒについて私の方から質問をさせていただきたい

順番を大きく変えさせていただいて、最初にＩ

た状況で本当にいいのかということについて、萩
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ょっと一遍やめるべきだというふうなことを申し

申し上げたいのは、ここに来てやっぱりこれはち

までのスケジュールの変更、あるいは私なんかが

止めていただいて、もう一度その辺について、今

ります。そういう意味では、ここに来て一度足を

ルでいいというふうにはとても思えないわけであ

されるわけでありまして、このままのスケジュー

連の中にあって幾つか出てくるということが想定

ました。こういったことは、今後もこのコロナ関

Ｒ、米カジノ参入断念と、こういった話がござい

先週、マスコミによりますと、横浜市計画のＩ

ところが、政府にお尋ねをすると、いや、そうじ

こういうふうに答えてくる自治体があるんですよ。

ら我々は自分たちの計画のまま行くしかないと、

いや、政府からは何の問合せも何もないと、だか

したけれども、これが、政府に問合せをすると、

見をしっかり踏まえてというふうなことでありま

○那谷屋正義君 手を挙げている自治体からの意

いうことでございます。

状況に変わりはないということでございます。と

月までの間の認定申請に向けた準備を進めている

れども、現時点におきましては、来年一月から七

そしてその延長の後にも確認をしてございますけ

してございます。四月七日の緊急事態宣言の直後、

○国務大臣（赤羽一嘉君） 観光関連産業は、観

に思います。

今後の取組について御所見を伺えたらというふう

でありますけれども、こうしたカジノも踏まえて

交省として、いわゆる観光業務をつかさどるわけ

こういったやり取りを踏まえて、赤羽大臣、国

お答えをいただきました。

○那谷屋正義君 自治体の意向を尊重するという

ます。

切に対処してまいりたいというふうに考えており

体の意向というものを十分に丁寧に伺いながら適

きく変化するような状況になった場合には、自治

進めている自治体についての中で検討の前提が大

と思います。

上げたいと思うんですけれども、それについて内

ハイヤー、タクシー、また地元の飲食業とかお土

光業とか宿泊業のみならず、貸切りバスですとか

けるのかというようなことを随時聞かれていると

産物売場とか様々、裾野の大変広い産業でござい

ゃないと。きちっと、大丈夫なのかと、これでい

○副大臣（御法川信英君） ＩＲの整備につきま

いうことでありますけれども、その辺については

閣府の見解をお尋ねします。
しては、政府として、ＩＲ整備法が国会で成立し

た声、これは、今までどおり進める、進めない、

一刻も早い復活をということで、最大の支援をし

まして、地域によっても地方経済そのものでござ

具体的なスケジュールに関してでございますけ

少し遅らせてくれ、そういったことも含めて声が

なければいけないということで、これまで、簡単

是非ここではっきりと、ここの国会という場でお

れども、認定申請を予定している自治体からの御

あるというふうなことがあったときにはそれを尊

に言いますと、三つの柱でやってまいりました。

たことを受けまして、丁寧に手続を進めていく立

意見を踏まえて、区域認定申請の期間を来年の一

重していただけるかどうか、お尋ねしたいと思い

います。

月から七月までにする案をパブリックコメント等

ます。

これは政府を挙げてやっているところでございま

答えをいただく中で、今後も地方からのそういっ

を通じてお示しを今しているところでございます。

○副大臣（御法川信英君） 仮定の話になってし

す。

場にございます。

その後も、新型コロナウイルス感染症が広がりを

まいますけれども、今後、このコロナウイルスを

ですから、大変な今深刻な状況でありますので、

見せる中で、観光庁からＩＲ整備を予定している

めぐる状況が変化して、ＩＲ整備に向けた準備を

二つ目の支援は、この間に事業が継続をして雇

一つは、早期の終息が最大の支援だということ、

自治体に対しまして準備作業の状況を随時確認を
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需要喚起策を展開しようということで、今回の補

そして三つ目は、状況が落ち着き次第、強力な

らさせていただいております。

雇用確保の支援も、これは関係省庁と連携しなが

用が確保できるようにということで、資金繰りと

大変大きな成果があったというのは、欧米の皆様

すと、去年のラグビーのワールドカップのときに

みではございません。ただ、日本の観光業を見ま

ってなので、国で無理やりやらせようという仕組

ますし、元々は、地方自治体の皆さんの申請を待

ということで、一度言ったものが、変えるという

なり、あるいはノー・ワン・イズ・パーフェクト

は触れませんけれども、義を見てせざるは勇なき

いては前回お話をさせていただきましたので今日

○那谷屋正義君 ゴー・ツー・キャンペーンにつ

るところでございます。

ら御質問をしようとしている萩生田大臣は昨年大

が長期間滞在をしていただいて、日本各地を回っ
ですから、長期滞在をしていただいて、できる

決断をされたということを考えると、是非そうい

正予算にゴー・ツー・トラベルという大きな事業
これは時期が違うのではないかという御批判も

だけ多くの日本各地に足を運んでいただく、家族

った国民の声をしっかりと受け止めた形で施策を

ことに対しては相当勇気が要る。しかし、これか

いただきましたが、元々観光業界から大変強い要

連れで長期滞在していただくというようなことで

進めていっていただくことを改めてお願いを申し

て、物すごく観光消費の結果が出ました。

望がある事業であるということと、ちょっと説明

言いますと、このＩＲというのはこれまで日本に

上げておきたいというふうに思います。

を計上させていただきました。

が我々は足りないと思いますが、これから事務局

ない事業でありまして、もちろん様々なナイーブ

退席、結構です。

を立ち上げて、全国規模でありますので、多くの

ジネスの確立ですとか家族で滞在できる観光モデ

○那谷屋正義君 続いて文科省にお伺いをしたい

済みません、これで国土交通大臣、結構です。

説明とか段取り、そしてまたそれができた後の、

ルの確立、また日本各地の魅力を知っていただく

と思います。

な面もありますので慎重に話を進めなきゃいけま

国民の皆さんに今度知っていただくということで、

というような、これも三つの柱で組んでおります

もう既に感染の少ない地域では学校が再開をさ

事業者の皆さんに参加をしていただく、できるだ

余りはっきり時間を言ったことはないんですけど、

が、今こうしたコロナの状況で、それ地方の自治

れている。三重県辺りも今日から再開ということ

○委員長（中川雅治君） では、国土交通大臣、

恐らく、私見ですけど、まだこれからなのであれ

体の皆さんが主役ですので、どうなるか分かりま

で子供たちの大変うれしそうな顔がテレビに映っ

せんが、ＭＩＣＥビジネスの、大型のＭＩＣＥビ

ですけど、二か月近く掛かるんではないかと。で

せんし、このことは初めて始める事業でもありま

ておりましたけれども、ただ、いざ学校が始まっ

け裨益、地域に裨益をしたいということで、その

すから、今から着手をしても、七月の夏休みぐら

すので、慎重に丁寧にしていこうと、こう考えて

が休業前の生活に戻れるかというと、そうなって

いにスタートできればいいなと。ですから、先に

いずれにしても、観光事業そのものは地域経済

いない。ましてや、長期の休業によって学習につ

たときには、やはりその日から子供たちや教職員

そのときから事業を始めるに当たっても、今から

の最大の応援だと思って、しっかりと地元の皆さ

いて格差が生じていることが想定されるというこ

おります。

粛々と準備をしなければいけないということでご

んの声を聞きながら、寄り添いながらしっかりと

とによって、土曜授業、夏休み等の短縮を示して、

しろ先にしろという御批判もありましたけれども、

ざいます。

した支援策を打っていこうと、こう決意をしてお

ＩＲにつきましては、これ随分先の話でござい
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そこに授業を入れるというような自治体も増えて
る教育活動を充実させていただきたいこと等を通

様々な手段を活用し、最大限今年度の学校におけ

ありましたように、ただ単に授業数を積み上げて

ておりますけれども、いずれにしても、御指摘が

はなくて、やっぱり、学校独特の行事などもやっ

きております。遅れを取り戻すことのみに力点が
同時に、学校教育は協働的な学びの中で行われ

ぱり子供たちには体験させてあげなくてはならな

何とかその年度内に終わったといって喜ぶだけで

る特質を持つものであり、学校行事等も含めた学

いと思っております。

知をしたところです。

校教育ならではの学びを大切にしながら教育活動

置かれてかなり無理をしたカリキュラムが実施さ
れて、子供たちも教職員も疲労が増幅するのでは
ないかと危惧をしているところであります。
文科省通知で様々な対応をしていただいている

付けてもらいたいというような大きな柱立てを文

年で今年度どういう学習内容については一応身に

は、年度内に指導を終えるように努めてもなお臨

性について新たに通知を発出しました。この中で

このため、五月十五日には、今後の取組の方向

にもいかないと思っておりますので、しっかりと、

いって、長い時間どんどん働けと、こういうわけ

かったからといって、その分、今度、来たからと

けですから、今まで長期、学校、児童が来ていな

また、教職員の皆さんも限られた人数でやるわ

科省にしていただく。細かい教育課程等々につい

時休業や分散登校の長期化などにより指導を終え

そんな点も配慮しながら、児童生徒の学校生活の

を進めていくことが大切です。

ては、これはもう各自治体、学校に任せられるべ

ることが難しい場合には、最終学年以外の児童生

ということでございますけれども、やはりこの学

きものだというふうに思いますけれども、おおむ

充実が図られるように取り組んでまいりたいと思

○那谷屋正義君 今大変そういった様々な工夫を

徒について次年度以降を見通した教育課程を編成
る内容を効果的に指導できるよう、授業における

していただいていることは私も承知をしていると

ねこういったものについては子供たちに内容を理
すことが今求められているんだろうというふうに

学習活動を重点化することも考えられることなど

ころでありますが、この間余り議論されていない

います。

思いますけれども、文科大臣の見解をお伺いしま

を示し、今後、各設置者等の参考となる詳細な情

んですが、例えば、現場に様々な弾力性を持たせ

することも考えられること、学習指導要領に定め

す。

報を順次提供する旨もお知らせしているところで

るということは有り難いことなんですけれども、

解してもらいたいというようなものをいち早く示

○国務大臣（萩生田光一君） お答えします。

ございます。

て段階的に学校再開を行うことや、時間割編成の

要な最終学年等を優先し、分散登校日等を設定し

このため、五月一日に、進路の指導の配慮が必

ります。

健やかな学びを保障することが重要だと考えてお

は、感染症対策を徹底しつつ、最大限子供たちの

いただくかということは再度発出をしたいと思っ

見極めた上で、どういう形で授業の進め方をして

ばらでございますので、もうちょっとその状況を

しゃっていただいたように、再開の状況がまだま

だと思うんですけれど、今いみじくも先生もおっ

うちょっと分かりやすくしたらどうだということ

先生の問題意識は、この学習活動の重点化をも

摘のような提案は五月十五日の通知の中で出させ

○国務大臣（萩生田光一君） まさしく先生御指

と思うんですけれども、いかがでしょう。

よってできるような、そんな配慮をいただけたら

ある意味若干短縮するなんていうことも自治体に

四十五分と、こうなっていますけれども、それを

例えば一単位時間を、今は中学校五十分、小学校

新型コロナウイルス感染症への対応に当たって

工夫、長期休業期間の短縮、土曜日の活用等の
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特に中学校三年生、そういった最終学年のお話が

今教育内容について、一年生、六年生、それから

お願いをしなきゃいけないと思うんですけれども、

○那谷屋正義君 今後も様々な対応を文科省には

示させていただいたところでございます。

たいという、そんな工夫も例示として各自治体に

していく、こういったことの試みもしていただき

した上で一日当たりの授業こま数をしっかり確保

四十五分授業を四十分にしながら、こま数を短く

ていただいて、五十分授業を四十五分、あるいは

に臨んでいただけるように努めていただきたいと

いただき、受験生の不安を払拭し、安心して受験

おかれましては、こうした配慮をしっかりとして

三日付けの通知で依頼をしております。実施者に

判断において工夫を講じていただくことを五月十

等の学力検査以外の方法を用いるなど、実施者の

は問題を選択できる出題方法とする、面接や作文

の出題が適切な範囲となるよう設定する、あるい

ける学習状況を踏まえ、例えば、中学三年生から

ける出題範囲や内容、方法については、地域にお

○政府参考人（丸山洋司君） お答えを申し上げ

ろしくお願いします。

について今どのように文科省はお考えなのか、よ

れども、まず学習支援員の加配措置あるいは確保

取組の支援についてお願いをしたいと思いますけ

教育内容についてでなくて、今度は教育現場の

しておきたいというふうに思います。

くその指針も含めて示していただくことをお願い

不安な要素がたくさんあるわけですから、いち早

受験生にとっては一体どうなっちゃうのかという

上げたいというふうに思いますけれども、是非、

ます。

思います。
また、大学入試につきましては、既にＡＯ入試

ございましたが、特に中学校三年生はその次の年
には高校受験があるわけであります。

方も、同じように、高校で学べた学べないという

るんだろうというふうに思いますし、大学入試の

ても様々出題者の方で配慮していただく必要があ

すので、いずれにしても、あの学年の高校三年生

の方で様々話合いを続けているところでございま

とか出題の内容について、今大学関係者と文科省

今お話がありましたように、試験範囲を絞るです

や学びの遅れに対応するための補習等を行うこと

ことなどが考えられます。また、家庭学習の支援

となどにより学習集団を小規模化して授業を行う

に分けること、分散登校により時間帯を分けるこ

指導を実施するためには、学級を複数のグループ

学校の再開に当たりまして、地域の感染状況を

ふうな部分も出てくるわけですから、そういった

気の毒だったよね、損をしたよね、そんなことが

も考えられます。

の時期などを少し遅らせてほしいという要請をさ

ところに不公平が生じないような配慮をしていた

ないような受験にしっかりしていくことが必要だ

この高校受験、特に公立高校の受験等々につい

だきたいと思うんですけれども、いかがでしょう

と思っていますので、公平性が保たれる制度をし

の指導体制の充実を図る必要があり、総理の指示

踏まえつつ、子供たち一人一人のきめ細かな学習

か。

っかり探求してまいりたいと思います。

も踏まえまして、教員加配や学習指導員、スクー

せていただきました、ＡＯと推薦入試。加えて、

○国務大臣（萩生田光一君） 中学校の臨時休業

○那谷屋正義君 公平さを保たれるということで、

ルサポートスタッフの追加配置が行うことができ

ては、その試験の範囲とかそういったものについ

が実施される中、高等学校入学者選抜においては、

昨年は大学入試において英語の民間試験導入ある

るよう全力で取り組んでまいります。

また、人材確保に当たりましては一定の期間を

このような取組を実施をするためには学校全体

特定の受験生が不利益を被らないよう配慮するこ

いは記述式について先送り、断念をしていただい
たということについては私の方からも感謝を申し

とが重要です。
このため、令和三年度高等学校入学者選抜にお
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○那谷屋正義君 今、学生の方あるいは退職され

らの御協力をお願いをしたいと考えております。

ております。是非とも、退職教員や学生の方々か

きめ細かな配慮がいつも以上に必要になると考え

状況下で、学習支援を始め子供たち一人一人への

休業明けの学校現場は、これまでに経験のない

す。

保に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

例を実施をいたしており、今後、更なる人材の確

学習指導員の活動を行うことで代替可能となる特

養成課程における教育実習の一部の単位について

を開設するとともに、学生の活用に向けて、教員

きるよう、学校・子供応援サポーター人材バンク

要するため、教育委員会等の人材確保を後押しで

だろうと思いますけれども、是非そのこともお願

けるとか、そういったことが今求められているん

つ設けるとか、あるいはそこにスタッフを更に設

ね、隔離というか分断というか、あるいはもう一

すから、そういった保健室の、何というんですか

ならないというような状況も生まれています。で

その子供たちが同じ部屋で今それをやらなければ

悪い、もしかしたらコロナかもしれないという、

るいはそこで指導いただく子と、ちょっと体調が

健室に行って、養護教諭にそこで手当てなり、あ

いるのは保健室なんですけれども、けがをして保

ういったこと。あるいは、大体、今一番気にして

に、子供たちのいわゆる消毒するものだとか、そ

みならず、今度は、例えば学校が再開されたとき

校運営ができるそのサポートをしてまいりたいと

が、この時代、不利益を被ることのないように学

算の要求もさせていただいて、何よりも子供たち

なマンパワーを導入しながら、ここはしっかり予

かし、そこにもやっぱり足らざる人がいれば様々

員の皆さんの御努力にも依存はしますけれど、し

染予防、安全もしっかり守りながら、また、教職

した予算も確保させていただいて、児童生徒の感

そのためには、前例にとらわれないしっかりと

とともに行っていきたいと思います。

しっかり取り戻していく努力を文科省は各自治体

員しながら、この間の失われた時間というものを

しても、様々な工夫をしながら、マンパワーも動

の学びの機会を失うことが絶対ないように、何と

ふうに思います。

そういった決断にも敬意を表しておきたいという

も、今までそういうことありませんでしたので、

に対しては本当に、事の重大性もありますけれど

ういった御協力のお願いがされているということ

神奈川の退職をされた先生方にも文科大臣名でそ

いうことで、これ、実は私、神奈川出身ですが、

○国務大臣（萩生田光一君） これだけの長い間、

します。

ていると思いますけれども、大臣の見解をお願い

ためにも教育予算を増額していくことが求められ

けて、それが流暢に進んでいくようなことにする

なことに使える、そういった学校現場の再開に向

必要になってくるということで、やっぱりいろん

そうしたことによってやっぱり教育予算が様々

ということについては別途議論をさせていただき

からして、本当にこの更新制が必要なのかどうか

のものが、もうこの間の文科省の教員免許の扱い

こ中心に行われるわけですよ。教員免許更新制そ

には、教員免許更新制の様々な講習等々が実はこ

るような話がありますけれども、実はこの夏休み

み等も返上なんというような自治体も出てきてい

先ほど、教育内容を完全に実施するために夏休

思います。

先ほど、スクールサポートスタッフの話がござ

義務教育学校あるいは高等学校などが休校をする

たいと思いますけれども、取りあえず今年度、今

いをしておきたいというふうに思います。

いました。特に今、自習をするとかそういうふう

というのは、もう歴史上、もう戦後初めてのこと

年度については、こういった状況の中で、まあ一

た教員の方の御協力をという呼びかけがあったと

なときのプリント作り、これ物すごく印刷機がも

であります。それを考えたら、将来にこの子たち

○那谷屋正義君 ありがとうございます。

う大繁盛しているわけですよ。そういうところの
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年先送り、あるいはそういった多少の猶予なども

考えております。

この間、このコロナウイルスの関係で大変大学

最後に、学生支援についてであります。

生が、学生が非常にこの困窮に、困っておりまし

○那谷屋正義君 是非適切な対応をお願いしたい
と思います。

必要になってくる。
文科省にお尋ねすると、ネットだとか様々なと
も、やはり、じゃその時間はどうやって確保する

すけれども、そんなさなかに突然の九月入学に関

学校現場で本当に今苦労されているわけでありま

○国務大臣（萩生田光一君） 新型コロナウイル

階での見解をお聞かせいただきたいと思います。

ただきました。この法案について、大臣の今現段

て、そういう意味で我々は先週法案を出させてい

んだというこの問題出てくるわけですから、一応

する議論等々が高まってきているわけであります

ス感染症の影響で大学生等が進学、修学を諦める

こうした学校再開、そしてコロナ対策に対して、

今年は、今年度はやはりその部分について弾力的

けれども、これ全国のＰＴＡ協議会の会長さんが

ことがないようしっかりと支えていくことが何よ

ころでやれるんだという話がございましたけれど

に扱いをしていただけるようお願いをしたいと思
言われています。

りも重要でありまして、この趣旨では野党の皆さ

うんですけれども、いかがでしょうか。

突然の九月入学に関する議論の高まりは子供た

する高等教育の修学支援新制度及び従来のより幅

○政府参考人（浅田和伸君） 新型コロナウイル

より失われてしまうことも懸念されます。こうい

広い世帯を支援対象としている貸与型奨学金の両

んの法案の提出内容というものも我々と同じ思い

て、免許状更新講習の実施に当たって感染症対策

うふうなコメントが出ているわけでありまして、

制度において家計が急変した学生等への支援を行

ちに更なる不安を与え、我々保護者にとっても多

の徹底を求めるとともに、今お話ございましたよ

今選択肢の一つだとかいろんなことを言われてお

っており、約九六％の大学でこうした学生に対す

ス感染症の拡大により、免許状更新講習が例年と

うに、対面式の免許状更新講習について通信式の

りますけれども、平時にこれについてどうしたら

る納付の猶予等が予定、取組をされているところ

だというふうに思います。

講習として実施をすること、あるいは通信式の免

いいのかということについては、文科省管内のも

です。

くの戸惑いを生むものです、また、現下の状況に

許状更新講習の履修認定試験について郵送により

のだけでなくて様々な制度も含めて議論をすると

一方、授業料、施設整備費などの学納金は、一

同じようには受講しにくい状況があることは私ど

実施をする、そういった特例を認めるという措置

いうのはありだと思うんですけれども、今この時

般に在学期間全体を通じた教育に対するものであ

経済的に困難な学生等に対しては、本年四月に

をとったところでございます。

期にそのようなことを先にぽおんとやられて、学

り、遠隔教育が実施されるなど学習機会の確保に

おいても最善の学びを提供しようと尽力してくだ

文科省としては、必要な方が免許状更新講習を

校の一斉休業なんというものが突然出てきた、そ

しっかりと取り組まれている中においては、単に

もも理解しております。文科省としては、今年三

受講しやすいように、各大学における通信式の講

れと同じように九月入学の議論がぽおんと花火と

授業料等を一律に減ずるとのことではなくて、各

開始した、真に支援が必要な低所得世帯を対象と

習の拡充を後押しするとともに、今後とも、学校

して打ち上げられることのないように、これはお

大学等において様々な手だてを通じて学習機会の

さっている学校の先生方の御努力と熱意がこれに

の再開状況あるいは先生方の置かれた状況等をよ

願いをしておきたいというふうに思います。

月三十一日、それから四月二十八日に通知を出し

く踏まえつつ、適切な対応を検討していきたいと
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る方策を講じることが重要と考えており、そのた

困窮している学生等に必要な支援が確実に行き渡

確保等に取り組んでいただくとともに、経済的に
今日は質問できることを大変に光栄に思っており

林水産行政に精通されておられるということで、

いまして、私の地元の隣でございますし、また農

に理解しております。

が自民党内でも今行われている最中だというふう

れる場合もあるでしょうし、そういうような手続

正される場合もあるでしょうし、もう一度議論さ

○吉田忠智君 その法案の中には、絶えず大臣を

ます。
通告しておりませんが、通告した質問の前に一

めの支援を行っております。
アルバイト収入が減少し困窮している学生等が

国家公務員等改正案、十本の法律を束ねたもの

全く無関係ではございませんので、是非またそう

の皆さんの定年の延長も含まれておりますので、

支えていられている農林水産省職員、国家公務員

だいた提案、また野党から提出された法案、これ

でありますが、国家公務員の皆さんの定年を段階

した立場で、閣内におられましてなかなか制約も

点お伺いしたいと思います。

までの国会審議においていただいた御意見等を踏

的に六十五歳に延長する、検察官あるいは防衛省

あると思いますが、言うべきことはしっかりまた

安心して学業を継続できるように、与党からいた

まえ、学びの継続のための緊急給付金の創設を検

の職員の定年も延長する、それは大いに結構なん

さて、通告した質問に入らせていただきます。

討しているところでございまして、現在最終的な

ます検察官の特例延長というのが、内閣の判断で

まず、農林水産省の新型コロナウイルス対策につ

閣内でも言っていただきたいと思います。

日本学生支援機構の貸与型奨学金の返還免除に

六十八歳まで任期を延長できると、定年を延長で

いてでございます。

ですけど、その中に、私たちが問題視をしており

ついては、奨学金事業の健全性確保の観点等から

きるということが盛り込まれておりまして、この

詰めを行っております。

慎重な検討が必要ですが、これまでも返還期限を

改めて、新型コロナウイルスで亡くなられた

是非、江藤大臣のその法案についての見解をまず

そうした中で、所管外とは思いますけれども、

張っておられる医療関係者の皆さん、また国民生

御快癒を祈念を申し上げます。また、第一線で頑

害に遭われた方々、罹患された方々の一刻も早い

ことについて問題視をしております。武田大臣の

伺いたいと思います。

活を支えておられる方々にも心から感謝を申し上

猶予する制度等の充実を図るとともに、今般、返

○国務大臣（江藤拓君） 今先生がおっしゃって

げたいと思いますが、国民の皆さんに安定的に食

方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被

学生等を取り巻く経済環境の激変に対応するとと

いただいたように、所管外でございますので、な

料を供給していただいている農林水産関係者の皆

不信任決議案も提出しております。

もに、今般の感染症の長期化も見据え、着実に支

かなか精緻なことはお答えできませんが、国会に

様方にも大変厳しい状況の中で御奮闘をいただい

還猶予の手続に関して、当分の間、申請書のみの

援を行ってまいりたいと思います。

おいては様々な御意見が、我々は国民から票をい

ております。心から感謝を申し上げたいと思いま

提出をもって迅速に口座振替を停止する臨時対応

○那谷屋正義君 時間ですので、終わります。

ただいて国会に上がってきて、そして議論の場を

文科省としては、学生等の学びの継続のために

を行うこととしました。

○吉田忠智君 立憲・国民．新緑風会・社民の吉

す。

四月三十日に補正予算、第一次補正予算が成立

与えられているわけでありますから、そういう
様々な意見を取り入れて、法案は物によっては修

田忠智でございます。
江藤拓農林水産大臣は選挙区が大分の隣でござ
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