
世田谷区教育委員会会議録 令和２年第１回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年１月１４日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、松平委員、宮田委員、亀田委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、須田幼児教育・保育推進担当課長、 

桐山学校健康推進課長、青木教育環境課長、内田学校職員課長、 

青木教育指導課長、工藤教育相談・特別支援教育課長、北村新教育センター整備担当課長、

田村生涯学習・地域学校連携課長、松田中央図書館長、秋元副参事（教育施設担当）、 

板澤副参事（学校経営推進担当）、加藤副参事（教育研究・研修推進担当） 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ０名 

６ 開議 

   午後２時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和元年第２３回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

澁澤委員、松平委員 

第３ 議事 

日程第１     

議案第１号  世田谷区教育委員会会計年度任用職員の設置に関する規則の一部を改正 

する規則 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

第４ 報告 

（１）令和元年第４回区議会定例会（代表・一般）における主な質問について 

（會田教育総務課長より説明） 

（２）区立幼稚園、小学校及び中学校の卒業（修了）式・入学（園）式の日程について 

（會田教育総務課長より説明） 

（３）令和元年度学校保健関係各種表彰について 



（桐山学校健康推進課長より説明） 

（４）令和２年度中学校学校主事業務・警備業務の新規委託校について 

（内田学校職員課長より説明） 

（５）区立学校教職員の服務事故に伴う処分について 

（青木教育指導課長より説明） 

（６）その他 

     以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

・区民講座「人生を彩る充実ライフのススメ」 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和２年１月２８日（火）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午後２時１３分 教育長が閉会を宣言                     

以上 

   教育委員会委員の署名 

 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第２回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年１月２８日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、松平委員、宮田委員、亀田委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、須田幼児教育・保育推進担当課長、 

桐山学校健康推進課長、青木教育環境課長、内田学校職員課長、 

青木教育指導課長、工藤教育相談・特別支援教育課長、北村新教育センター整備担当課長、

田村生涯学習・地域学校連携課長、松田中央図書館長、秋元副参事（教育施設担当）、 

板澤副参事（学校経営推進担当）、加藤副参事（教育研究・研修推進担当） 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   １名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第１回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

澁澤委員、宮田委員 

第３ 議事 

日程第１   区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第２号  世田谷区公文書管理条例 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第２   区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第３号  世田谷区子ども条例の一部を改正する条例 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第３   区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４号  世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営の 

基準に関する条例 

 



日程第４   区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第５号  世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関 

 する条例 

以上２件を教育長より一括上程 

       （淺野教育次長より説明） 

本２件、原案のとおり承認 

日程第５    

議案第６号  世田谷区立学校管理運営規則の一部を改正する規則 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第６    

議案第７号  世田谷区教育委員会会計年度任用職員の設置に関する規則の一部を改正 

する規則 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第７   区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第８号  財産（区立小学校教師用指導書）の取得 

       （池田教育政策部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第８    

議案第９号  幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部 

を改正する規則 

       （池田教育政策部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第９   区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第１０号 世田谷区立教育センター条例及び世田谷区立図書館条例の一部を改正す 

る条例 

       （池田教育政策部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第１０   

議案第１１号 世田谷区立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 

       （皆川生涯学習部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

 

 



第４ 報告 

（１）令和元年度世田谷区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及 

び評価の結果（案）について 

（會田教育総務課長より説明） 

（２）世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想について 

（青木教育環境課長より説明） 

（３）令和元年度文部科学大臣教育者表彰被表彰者の決定について 

（青木教育指導課長より説明） 

（４）令和元年度「１４歳の成人式」の実施結果について 

（板澤副参事（学校経営推進担当）より説明） 

（５）ほっとスクール「希望丘」の定員の見直しについて 

（工藤教育相談・特別支援教育課長より説明） 

（６）「自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）」の開設（令和３年度）について 

（工藤教育相談・特別支援教育課長より説明） 

（７）「特別支援教育巡回グループ」の設置について 

（工藤教育相談・特別支援教育課長より説明） 

（８）弦巻中学校トレーニングルームの休館について 

（田村生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（９）次大夫堀公園民家園再整備基本構想について 

（田村生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（１０）各課行事予定について 

（會田教育総務課長より説明） 

（１１）その他 

     以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

・令和元年度第２９回世田谷区小学生海外派遣報告書（オーストラリア・オーストリア） 

  ・令和元年度第１回世田谷区立小・中学生フィンランド共和国派遣報告書 

・中高生向け講座「春休みの声のおしごと体験会。」 

・図書館活用講座（中級編）「今の日本語はどうなってる？－身の回りのことば観察法－」 

第６ 日程の追加 

    追加日程案件については、人事に関する案件であることから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１４条（第７項）の規定により非公開の会議とすることに全員異

議なく決定 

 



    世田谷区教育委員会会議規則第１２条の規定により、 

淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、内田学校職員課長、田村生涯学習・地域学校連携課長 

堤教育総務課調整係長以外の速記者及び傍聴人は退席 

（午前１１時３分  非公開の会議開始） 

（午前１１時５分  非公開の会議終了） 

第７ 次回教育委員会開催日 

    令和２年２月１０日（月）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１１時６分 教育長が閉会を宣言 

以上 

   教育委員会委員の署名 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第３回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年２月１０日（月） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、宮田委員、亀田委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、須田幼児教育・保育推進担当課長、 

桐山学校健康推進課長、青木教育環境課長、内田学校職員課長、 

青木教育指導課長、北村新教育センター整備担当課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長、松田中央図書館長、秋元副参事（教育施設担当）、 

板澤副参事（学校経営推進担当）、加藤副参事（教育研究・研修推進担当） 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ０名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第２回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

宮田委員、亀田委員 

第３ 議事 

日程第１    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第１３号  令和元年度一般会計（教育費）補正予算案（第４次） 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第２    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第１４号  令和２年度一般会計（教育費）予算案及び令和２年度学校給食費会計 

予算案 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

 

 



日程第３     

議案第１５号  令和元年度世田谷区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の 

状況の点検及び評価報告書 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第４     

議案第１６号  世田谷区教育委員会会計年度任用職員の設置に関する規則の一部を改 

正する規則 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第５    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第１７号  幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正 

する条例 

       （池田教育政策部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

第４ 報告 

（１）令和２年４月１日付け組織改正（案）について 

（會田教育総務課長より説明） 

（２）世田谷区新実施計画（後期）推進状況（案）について 

（會田教育総務課長より説明） 

（３）世田谷区障害者活躍推進計画（案）について 

（會田教育総務課長より説明） 

（４）世田谷区幼児教育・保育のあり方検討委員会における検討結果について 

（須田幼児教育・保育推進担当課長より説明） 

（５）令和２年度以降の学校給食用牛乳の取り扱いについて 

（桐山学校健康推進課長より説明） 

（６）校庭整備のあり方検討について 

（青木教育環境課長より説明） 

（７）自校以外のプールを活用した水泳授業のモデル実施について 

（青木教育指導課長より説明） 

（８）第１０回世田谷ガリレオコンテスト（科学コンテスト）の実施結果について 

（青木教育指導課長より説明） 

（９）新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長モデル事業について 

（田村生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

 



（１０）区立図書館の運営体制の検討状況について 

（松田中央図書館長より説明） 

（１１）その他 

     以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 日程の追加 

    追加日程案件については、人事に関する案件であることから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１４条（第７項）の規定により非公開の会議とすることに全員異

議なく決定 

    世田谷区教育委員会会議規則第１２条の規定により、 

淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、内田学校職員課長、青木教育指導課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長 

堤教育総務課調整係長以外の事務局職員、速記者及び傍聴人は退席 

（午前１１時３分  非公開の会議開始） 

（午前１１時８分  非公開の会議終了） 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和２年２月２６日（水）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１１時９分 教育長が閉会を宣言 

以上 

教育委員会委員の署名 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第４回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年２月２６日（水） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、松平委員、宮田委員、亀田委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、須田幼児教育・保育推進担当課長、 

桐山学校健康推進課長、青木教育環境課長、内田学校職員課長、 

青木教育指導課長、北村新教育センター整備担当課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長、松田中央図書館長、秋元副参事（教育施設担当）、 

板澤副参事（学校経営推進担当）、加藤副参事（教育研究・研修推進担当） 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ０名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第３回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

澁澤委員、亀田委員 

第３ 議事 

日程第１     

議案第２０号  公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人の 

指定 

       （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

第４ 報告 

（１）世田谷区新実施計画（後期）の成果の達成状況等について 

（會田教育総務課長より説明） 

（２）就学援助の申請方法について 

（田中学務課長より説明） 

 



（３）教員の勤務状況に関する調査の結果（最終報告）について 

（青木教育指導課長より説明） 

（４）令和元年度世田谷区立小・中学校退職教育管理職感謝状贈呈式の実施について 

（青木教育指導課長より説明） 

（５）令和２年度 転入教職員研修会の実施について 

（青木教育指導課長より説明） 

（６）学年末・学年始めにおける生活指導について 

（板澤副参事（学校経営推進担当）より説明） 

（７）タッチ・ザ・ワールド事業の見直しの方向性について 

（板澤副参事（学校経営推進担当）より説明） 

（８）各課行事予定について 

（會田教育総務課長より説明） 

（９）その他 

     以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 日程の追加 

    追加日程案件については、人事に関する案件であることから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１４条（第７項）の規定により非公開の会議とすることに全員異

議なく決定 

    世田谷区教育委員会会議規則第１２条の規定により、 

淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、内田学校職員課長、青木教育指導課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長 

堤教育総務課調整係長以外の事務局職員、速記者及び傍聴人は退席 

（午前１０時４５分  非公開の会議開始） 

（午前１０時４７分  非公開の会議終了） 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和２年３月１０日（火）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１０時４８分 教育長が閉会を宣言 

以上 

教育委員会委員の署名 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第５回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年３月１０日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、松平委員、宮田委員、亀田委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、須田幼児教育・保育推進担当課長、 

桐山学校健康推進課長、青木教育環境課長、内田学校職員課長、 

青木教育指導課長、北村新教育センター整備担当課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長、松田中央図書館長、秋元副参事（教育施設担当）、 

板澤副参事（学校経営推進担当）、加藤副参事（教育研究・研修推進担当） 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   １名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第４回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

澁澤委員、松平委員 

第３ 議事 

日程第１     

議案第２２号  世田谷区立学校給食調理場設置条例施行規則の一部を改正する規則 

    （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第２     

議案第２３号  幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一 

部を改正する規則 

    （池田教育政策部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第３     

議案第２４号  世田谷区文化財保護審議会委員の委嘱 

    （皆川生涯学習部長より説明） 



本件、原案のとおり承認 

第４ 報告 

（１）令和２年第１回区議会定例会における議案の審査結果について 

・令和元年度一般会計（教育費）補正予算案（第４次） 

・世田谷区公文書管理条例 

・幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

・財産（区立小学校教師用指導書）の取得 

・世田谷区立教育センター条例及び世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例 

・世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営の基準に関する 

条例 

・世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例 

・世田谷区子ども条例の一部を改正する条例 

（會田教育総務課長より口頭説明） 

（２）新型コロナウイルスの対応について 

（會田教育総務課長より口頭説明） 

（３）その他 

     以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

・「ざ・ちゅうおう ぷれす 第９７号（２０２０年３月号）」 

第６ 日程の追加 

    追加日程案件については、個人情報に関する案件であることから、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条（第７項）の規定により非公開の会議とすることに全

員異議なく決定 

    世田谷区教育委員会会議規則第１２条の規定により、 

淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、會田教育総務課長、 

田中学務課長、須田幼児教育・保育推進担当課長、桐山学校健康推進課長、 

青木教育環境課長、内田学校職員課長、青木教育指導課長、 

工藤教育相談・特別支援教育課長、北村新教育センター整備担当課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長、松田中央図書館長、秋元副参事（教育施設担当）、 

板澤副参事（学校経営推進担当）、加藤副参事（教育研究・研修推進担当）、 

堤教育総務課調整係長、事務局職員以外の速記者及び傍聴人は退席 

（午前１０時１８分  非公開の会議開始） 

（午前１０時２５分  非公開の会議終了） 

 

 



第７ 次回教育委員会開催日 

    令和２年３月２４日（火）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１０時２６分 教育長が閉会を宣言 

以上 

   教育委員会委員の署名 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第６回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年３月２４日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、松平委員、宮田委員、亀田委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、 

會田教育総務課長、青木教育指導課長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ０名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第５回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

松平委員、宮田委員 

第３ 議事 

日程第１     

議案第２５号  世田谷区教育委員会会計年度任用職員の設置に関する規則の一部を 

改正する規則 

    （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第２     

議案第２６号  世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則の一部を改正す 

る規則 

    （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第３     

議案第２７号  世田谷区学校管理運営規則の一部を改正する規則 

    （淺野教育次長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

 



    日程第４     

    議案第２８号  世田谷区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

    日程第５     

    議案第２９号  学校教育に供する電子計算組織の運営に関する規則の一部を改正す 

る規則 

     以上２件を教育長より一括上程 

         (淺野教育次長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

    日程第６     

    議案第３０号  世田谷区教育委員会事案決定手続規程の一部改正 

         (淺野教育次長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

    日程第７     

議案第３１号  幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の 

一部を改正する規則 

        （池田教育政策部長より説明） 

       本件、原案のとおり承認 

    日程第８     

議案第３２号  幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に 

関する規則の一部を改正する規則 

         (池田教育政策部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

  日程第９     

議案第３３号  幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

        (池田教育政策部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

  日程第１０     

議案第３４号  幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

の教育長の臨時代理 

        (池田教育政策部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

 

 



    日程第１１     

    議案第３５号  世田谷区学校運営協議会の運営等に関する規則の一部を改正する規則 

         (皆川生涯学習部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

    日程第１２     

議案第３６号  世田谷区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則 

     (皆川生涯学習部長より説明) 

   本件、原案のとおり承認 

 

第４ 報告 

（１）令和２年４月１日付教育委員会事務局課長補佐・係長級職員の人事異動について 

（會田教育総務課長より口頭説明） 

（２）各課行事予定について 

（會田教育総務課長より口頭説明） 

（３）その他 

     以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

・令和２年度「子ども読書の日」記念講演会 

第６ 日程の追加 

    追加日程案件については、個人情報に関する案件であることから、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条（第７項）の規定により非公開の会議とすることに全

員異議なく決定 

    世田谷区教育委員会会議規則第１２条の規定により、 

淺野教育次長、池田教育政策部長、皆川生涯学習部長、會田教育総務課長、 

青木教育指導課長、堤教育総務課調整係長、事務局職員以外の 

速記者及び傍聴人は退席 

（午前１０時４０分  非公開の会議開始） 

（午前１１時０５分  非公開の会議終了） 

第７ 次回教育委員会開催日 

    令和２年４月１５日（水）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１１時０６分 教育長が閉会を宣言 

以上 

   教育委員会委員の署名 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第７回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年４月１５日（水） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育総務部長、池田教育政策部長、林生涯学習部長、 

會田教育総務課長、内田学校職員課長、毛利教育指導課長、田村生涯学習・地域学校連携

課長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ０名 

６ 開議 

   午前９時５４分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第６回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

宮田委員、亀田委員 

第３ 議事 

日程第１    教育長職務代理者の指定 

教育長より澁澤委員と指定 

日程第２    議席の指定 

教育長より１番澁澤委員、２番宮田委員、３番亀田委員、４番中村委員と指定 

日程第３    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第３９号  財産（校務用パーソナルコンピューター（区立小学校及び区立中学校 

               配置用）の取得 

    （淺野教育総務部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

    日程第４    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４０号  財産（区立小学校指導者用デジタル教科書（教材））の取得 

         (池田教育政策部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

 



    日程第５    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４１号  世田谷区立教育総合センター新築工事請負契約 

        （池田教育政策部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

    日程第６     区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４２号  世田谷区立教育総合センター新築電気設備工事請負契約 

    （池田教育政策部長より説明） 

       本件、原案のとおり承認 

    日程第７    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４３号  世田谷区立教育総合センター新築空気調和設備工事請負契約 

     (池田教育政策部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

第４ 報告 

（１）新型コロナウイルス感染症に伴う対応について 

（會田教育総務課長より口頭説明） 

 （２）令和２年第１回区議会定例会における議案の審査結果について 

    ・令和２年度一般会計（教育費）予算案 

    ・令和２年度学校給食費会計予算案 

（會田教育総務課長より口頭説明） 

 （３）令和２年度幼稚園、小中学校周年行事の日程について 

（會田教育総務課長より説明） 

 （４）「世田谷区教育委員会の権限に属する事務の委任等及び補助執行に関する規則」第

２条の２による教育長の臨時代理について（幼稚園教育職員の給与に関する条例

施行規則の一部を改正する規則） 

（内田学校職員課長より説明） 

 （５）青少年委員の委嘱について 

（田村生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（６）その他 

    以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

・令和２年度世田谷区組織図 

  ・令和２年度世田谷区管理職一覧 

  ・教育広報紙「せたがやの教育」１０８号 



・令和２年度 学校を地域で支えるしくみ  

・令和元年度 青少年委員の活動 

・新・才能の芽を育てる体験学習 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和２年４月２８日（火）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１０時３９分 教育長が閉会を宣言 

以上 

   教育委員会委員の署名 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第８回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年４月２８日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育総務部長、池田教育政策部長、林生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、秋元副参事（教育施設担当）、内田学校職員課長、 

毛利教育指導課長、田村生涯学習・地域学校連携課長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ０名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第７回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

亀田委員、中村委員 

第３ 議事 

日程第１     

議案第４４号  令和３年度使用の世田谷区立中学校教科用図書の採択の基本方針 

    （池田教育政策部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

第４ 報告 

（１）令和２年度川場移動教室について 

（田中学務課長より説明） 

 （２）令和２年度の学級編制について 

（田中学務課長より説明） 

 （３）世田谷区立池之上小学校改築基本構想について 

（秋元副参事（教育施設担当）より説明） 

 （４）新型コロナウイルス感染症に係る教育委員会事務局の対応について 

（會田教育総務課長より説明） 

 



 （５）各課行事予定について 

（會田教育総務課長より説明） 

（６）その他 

    以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 次回教育委員会開催日 

    令和２年５月１２日（火）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１０時２４分 教育長が閉会を宣言 

以上 

 

教育委員会委員の署名 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第９回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年５月１２日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育総務部長、池田教育政策部長、林生涯学習部長、 

會田教育総務課長、内田学校職員課長、毛利教育指導課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ０名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第８回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

澁澤委員、中村委員 

第３ 報告 

（１）令和２年第１回区議会定例会及び予算特別委員会における質問について 

（會田教育総務課長より説明） 

 （２）「第２８期世田谷区社会教育委員の会議」の活動報告について 

（田村生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（３）その他 

    以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第４ 次回教育委員会開催日 

    令和２年５月２５日（月）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、教育長

より告知。 

午前１０時３４分 教育長が閉会を宣言 

以上 

 

教育委員会委員の署名 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第１０回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年５月２５日（月） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育総務部長、池田教育政策部長、林生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、本田幼児教育・保育推進担当課長、青木教育環境課長、 

内田学校職員課長、毛利教育指導課長、田村生涯学習・地域学校連携課長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ４名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第９回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

澁澤委員、宮田委員 

第３ 議事 

日程第 1     区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４５号   仮称世田谷区立松原複合施設整備工事請負契約 

    （淺野教育総務部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

    日程第２    区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４６号  世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する 

条例の一部を改正する条例 

        (林生涯学習部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

    日程第３     

議案第４７号  第２９期世田谷区社会教育委員の委嘱 

        （林生涯学習部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

 



第４ 報告 

（１）令和２年度 学校基本調査の結果について 

（田中学務課長より説明） 

 （２）令和２年度教科書展示会の開催について 

（毛利教育指導課長より説明） 

 （３）各課行事予定について 

（會田教育総務課長より説明） 

（４）その他 

    以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 次回教育委員会開催日 

    令和２年６月２日（火）午後１時３０分より教育委員会会議室にて開催する旨、 

教育長より告知。 

午前１０時２７分 教育長が閉会を宣言 

以上 

 

教育委員会委員の署名 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第１１回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年６月２日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育総務部長、池田教育政策部長、林生涯学習部長、 

會田教育総務課長、青木教育環境課長、内田学校職員課長、毛利教育指導課長、 

田村生涯学習・地域学校連携課長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ２名 

６ 開議 

   午後１３時３１分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第１０回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

宮田委員、亀田委員 

第３ 議事 

日程第 1     区議会提出議案に関する意見聴取 

議案第４８号   令和２年度一般会計（第２次）補正予算案（教育費） 

    （淺野教育総務部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

 

第４ 報告 

（１）事務事業等の緊急見直し状況について 

（會田教育総務課長より説明） 

 （２）ＧＩＧＡスクールネットワーク構想に基づく区立小中学校タブレット端末増設 

及び校内通信ネットワーク整備について 

（會田教育総務課長より説明） 

 （３）世田谷区立瀬田小学校改築基本構想について 

（青木教育環境課長より説明） 

 



（４）新型コロナウイルス感染症に係る教育委員会事務局の対応について（その２） 

（會田教育総務課長より説明） 

 （５）その他 

    以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

第５ 次回教育委員会開催日 

    令和２年６月２３日（火）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、 

教育長より告知。 

午後１４時１０分 教育長が閉会を宣言 

以上 

 

教育委員会委員の署名 

 



世田谷区教育委員会会議録 令和２年第１２回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和２年６月２３日（火） 

   世田谷区教育委員会会議室 

２ 教育委員会出席者 

   渡部教育長、澁澤委員、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   淺野教育総務部長、池田教育政策部長、林生涯学習部長、 

會田教育総務課長、田中学務課長、桐山学校健康推進課長、内田学校職員課長、 

毛利教育指導課長、塚本副参事（学校経営推進担当）、田村生涯学習・地域学校連携課長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   １名 

６ 開議 

   午前１０時００分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和２年第１１回世田谷区教育委員会定例会会議録は全員異議なく承認 

第２ 会議録署名委員の指名 

亀田委員、中村委員 

第３ 報告 

（１）令和２年第１回区議会臨時会並びに令和２年第２回区議会定例会における 

議案の審査結果について 

・世田谷区立教育総合センター新築工事請負契約 

・世田谷区立教育総合センター新築電気設備工事請負契約 

・世田谷区立教育総合センター新築空気調和設備工事請負契約 

・財産（区立小学校指導者用デジタル教科書（教材））の取得 

・財産（校務用パーソナルコンピューター（区立小学校及び区立中学校配置用）） 

 の取得 

・令和２年度一般会計（第２次）補正予算案（教育費） 

・仮称世田谷区立松原複合施設整備工事請負契約 

・世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する 

条例の一部を改正する条例 

（會田教育総務課長より口頭説明） 

 



 （２）世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の 

令和元年度活動報告について 

（會田教育総務課長より説明） 

 （３）事務事業等の緊急見直し状況について（追加報告） 

（會田教育総務課長より説明） 

（４）爆破予告メールへの対応について 

（會田教育総務課長より説明） 

 （５）令和３年度 指定校変更の制限について 

（田中学務課長より説明） 

 （６）損害賠償請求事件について 

（桐山学校健康推進課長より説明） 

 （７）令和２年度 夏季休業日の生活指導について 

（塚本副参事（学校経営推進担当）より説明） 

 （８）各課行事予定について 

（會田教育総務課長より説明） 

 （９）その他 

    以上の報告事項について、それぞれ説明及び質疑後、報告のとおり了承。 

質疑の概要は、速記録のとおり。 

 第４ 資料配付 

・令和２年度版事業概要 教育のあらまし「せたがや」 

  ・せたがやの学校保健 

  ・第１０回世田谷子ども駅伝大会の実施 

  ・わくわくサマープラン２０２０ 

  ・「世田谷のとしょかん」 

 

第５ 次回教育委員会開催日 

    令和２年７月１４日（火）午前１０時より教育委員会会議室にて開催する旨、 

教育長より告知。 

午前１０時４３分 教育長が閉会を宣言 

以上 

 

教育委員会委員の署名 

 

 

 


