
世田谷区教育委員会会議録 令和３年第１３回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年７月１３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 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、田中学務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

柏原教育相談・支援課長、本田乳幼児教育・保育支援課長、 

北村新教育センター整備担当課長、塚本副参事（学校経営・教育支援担当）、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、會田中央図書館長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ３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３年第１回世田谷区教育委員会臨時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     

議案第２９号  令和４年度使用の世田谷区立中学校教科用図書の採択 

         (粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明) 

       本件、次回開催の教育委員会（第１４回定例会）で採択を行うことに決定 

日程第２     

議案第３０号  世田谷区立認定こども園保育料条例施行規則の一部を改正する規則 

         (粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

 

 

 

 



第４ 報告 

（１）令和３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 

・財産（世田谷区立教育総合センター用一般什器、備品等）の取得 

・世田谷区学童クラブ条例の一部を改正する条例 

・世田谷区保育料条例の一部を改正する条例 

・世田谷区立認定子ども園保育料条例の一部を改正する条例 

（安藤教育総務課長より口頭説明） 

（２）令和４年度 指定校変更の制限について 

（田中学務課長より説明） 

（３）令和２年度東京都体罰等実態把握調査結果と世田谷区の状況について 

（毛利教育指導課長より説明） 

（４）不登校特例校（分教室型）の開設について 

（柏原教育相談・支援課長より説明） 

（５）令和２年度指定管理施設に係る事業報告について（文教常任委員会所管分） 

（會田中央図書館長より説明） 

（６）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 

（安藤教育総務課長より説明） 

（７）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。 

質疑等の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

  ・世田谷教育推進会議及び世田谷区総合教育会議の開催 

  ・世田谷区立教育総合センターだより 

  ・「ざ・ちゅうおう ぷれす」 第１０１号（２０２１年７月号） 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和３年７月２７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４１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３年第１４回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年７月２７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 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、山下学校健康推進課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

柏原教育相談・支援課長、本田乳幼児教育・保育支援課長、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、會田中央図書館長 

４ 書記 

   堤教育総務課調整係長 

５ 傍聴人 

   ６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３年第１３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     

採択第１号   令和４年度使用世田谷区立中学校教科用図書（社会科 歴史的分野） 

の採択 

         (粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明) 

       社会（歴史的分野）は、東京書籍(株)「新しい社会 歴史｣に決定 

第４ 報告 

（１）令和３年６月１日現在の障害者雇用率について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（２）通学路における合同点検の実施について 

（山下学校健康推進課長より説明） 

（３）ほっとスクールにおける運営評価の実施について 

（柏原教育相談・支援課長より説明） 

 



（４）地位確認等請求事件の判決について 

（本田乳幼児教育・保育支援課長より説明） 

（５）魅力ある区立図書館づくりに向けた今後の取組みについて 

（會田中央図書館長より説明） 

（６）各課行事予定について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（７）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。 

質疑等の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

  ・教育広報紙「せたがやの教育」１１２号 

  ・令和３年度 学校おはなし会ボランティア講座（入門） 

  ・第十二回 読書の秋の講演会 落語と読書 

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、 

粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、柏原教育相談・支援課長、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、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４２分  非公開の会議開始） 

（午前１０時４８分  非公開の会議終了） 

第７ 次回教育委員会開催日 

令和３年８月１０日（火）開催予定の教育委員会定例会を休会することについて、 

教育長より発議があり、全員異議なく承認。 

次回教育委員会定例会は、令和３年８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４９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３年第１５回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年８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、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、柏原教育相談・支援課長、 

本田乳幼児教育・保育支援課長、谷澤生涯学習・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０１分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和３年第１４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 議事 

  日程第１     

採択第２号   令和４年度使用世田谷区立小学校教科用図書の採択 

     （粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第２     

採択第３号   令和４年度使用世田谷区立中学校教科用図書の採択 

     （粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第３     

採択第４号   令和４年度使用世田谷区立小・中学校特別支援学級教科用図書の採択 

     （粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明） 

本件、原案のとおり承認 

 

 



第４ 報告 

（１）令和３年第２回区議会定例会（代表・一般）における主な質問について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（２）令和３年度世田谷区総合教育会議（第１回）及び世田谷教育推進会議（第２回）の 

実施結果について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（３）第２次世田谷区教育ビジョン・調整計画（素案）について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（４）不登校特例校の保護者説明会の実施について 

（柏原教育相談・支援課長より説明） 

（５）令和４年度 自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）の開設について 

（柏原教育相談・支援課長より説明） 

（６）小学校「特別支援教室」の拠点校増設等について 

（柏原教育相談・支援課長より説明） 

（７）令和４年度区立幼稚園・認定こども園（幼稚園枠）新入園児募集の実施について 

（本田乳幼児教育・保育支援課長より説明） 

（８）各課行事予定について 

（安藤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。 

質疑等の概要は、速記録のとおり。 

第５ 資料配付 

  ・文字・活字文化の日記念講演会「本と雑誌 迷宮の世界 ―宮田珠己さんが語る気に 

なる雑誌・ホッとできる本―」 

第６ 日程の追加 

    追加日程案件については、人事・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、 

粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、田中学務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、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５４分  非公開の会議開始） 

（午前１１時２０分  非公開の会議終了） 

 



第７ 次回教育委員会開催日 

令和３年９月７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１１時２１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３年第１６回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年９月７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（オンライン出席）、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、田中学務課長、山下学校健康推進課長、前島学校職員課長、 

毛利教育指導課長、齊藤教育ＩＣＴ推進課長、隅田教育研究・研修課長、 

柏原教育相談・支援課長、本田乳幼児教育・保育支援課長、 

北村新教育センター整備担当課長、谷澤生涯学習・地域学校連携課長、 

會田中央図書館長、秋元副参事（教育施設担当）、塚本副参事（学校経営・教育支援担当） 

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０２分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和３年第１５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３２号  令和３年度一般会計補正予算案（第３次）（教育委員会事務局 

所管分）及び令和３年度学校給食費会計補正予算案（第１次） 

         (知久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３３号  令和２年度一般会計決算（教育委員会事務局所管分）及び 

令和２年度学校給食費会計決算 

         (知久教育総務部長より説明) 

       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３４号  会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例 

         (知久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）（仮称）世田谷区未来つながるプラン（素案）について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（２）生活保護基準の見直しに伴い影響の生じる事業への区における経過措置の 

取り扱いについて 

（田中学務課長より説明） 

（３）世田谷区債権管理重点プラン（平成３０～令和３年度）推進状況について 

（山下学校健康推進課長より説明） 

（４）松原複合施設開設の延期について 

（秋元副参事（教育施設担当）より説明） 

（５）「いじめ防止基本方針」の改定を踏まえたいじめ対策の取組について 

（塚本副参事（学校経営・教育支援担当）より説明） 

（６）ＩＣＴを活用した新たな学びの取組み状況について（その２） 

（齊藤教育ＩＣＴ推進課長より説明） 

（７）世田谷区特別支援教育推進計画（調整計画）素案について 

（柏原教育相談・支援課長より説明） 

（８）今後の区立幼稚園のあり方の検討について 

（本田乳幼児教育・保育支援課長より説明） 

（９）乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会の検討状況について 

（本田乳幼児教育・保育支援課長より説明） 

（１０）教育総合センターの開設に向けた取組み状況について 

（北村新教育センター整備担当課長より説明） 

（１１）第２次世田谷区立図書館ビジョン第３期行動計画（素案）について 

（會田中央図書館長より説明） 

（１２）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 

（安藤教育総務課長より説明） 

（１３）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 

  ・世田谷区立小学校＆中学校 キャリア・未来デザイン教育 カタログ２０２０ 

・令和３年度 ―世田谷の教育相談誌― 

・第１６回子ども読書活動推進フォーラム「情報の海を冒険しよう！」 

  ・図書館コンサート「マジックと音楽と絵本のコンサート」 

 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和３年９月２２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４６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３年第１７回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年９月２２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（オンライン出席）、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、隅田教育研究・研修課長、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、會田中央図書館長 

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３年第１６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、中村委員 

第３ 報告 

（１）令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果について（速報） 

（隅田教育研究・研修課長より説明） 

（２）図書館カウンター下北沢業務委託事業者選定のプロポーザルの実施について 

（會田中央図書館長より説明） 

（３）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 

（安藤教育総務課長より説明） 

（４）各課行事予定について 

（安藤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４ 次回教育委員会開催日 

    令和３年１０月４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１８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３年第１８回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年１０月４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 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、田中学務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

本田乳幼児教育・保育支援課長、谷澤生涯学習・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０１分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和３年第１７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３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 

評価の進捗状況について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（２）令和４年度区立幼稚園・認定こども園（幼稚園枠）新入園児募集結果について 

（本田乳幼児教育・保育支援課長より説明） 

（３）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 

（安藤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。 

質疑等の概要は、速記録のとおり。 

第４ 資料配付 

  ・世田谷教育推進会議及び世田谷区総合教育会議の開催 

  ・オススメ本の紹介 ＰＯＰ 作品大募集 

 



第５ 日程の追加 

    追加日程案件については、人事・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、 

粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、田中学務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

本田乳幼児教育・保育支援課長、谷澤生涯学習・地域学校連携課長、 

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２４分  非公開の会議開始） 

（午前１０時３８分  非公開の会議終了） 

第６ 次回教育委員会開催日 

令和３年１０月２６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３年第１９回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年１０月２６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（オンライン出席）、宮田委員、亀田委員、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、山下学校健康推進課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

齊藤教育ＩＣＴ推進課長、隅田教育研究・研修課長、柏原教育相談・支援課長、 

塚本副参事（学校経営・教育支援担当）、谷澤生涯学習・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３年第１８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、中村委員 

第３ 報告 

（１）令和３年第３回区議会定例会における議案の審査結果について 

   ・令和３年度一般会計補正予算案（第３次）（教育委員会事務局所管分）及び 

令和３年度学校給食費会計補正予算案（第１次） 

・会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

   ・令和２年度一般会計決算（教育委員会事務局所管分）及び令和２年度学校給食費 

会計決算 

（安藤教育総務課長より口頭説明） 

（２）令和３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 

評価の実施について（第１回） 

（安藤教育総務課長より説明） 

（３）各課行事予定について 

（安藤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４ 資料配付 

  ・令和３年度 個別進路相談・個別高校説明会 

  ・令和３年度「世田谷区家庭読書の日」記念講演会 

  ・図書館活用講座（中級編）「辞書があると、読書は楽しい。」 

第５ 次回教育委員会開催日 

    令和３年１１月９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１１時１８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３年第２０回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年１１月９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、中村委員 

３ 事務局職員出席者 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、山下学校健康推進課長、青木教育環境課長、 

秋元副参事（教育施設担当）、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

隅田教育研究・研修課長、柏原教育相談・支援課長、本田乳幼児教育・保育支援課長、 

北村新教育センター整備担当課長、塚本副参事（学校経営・教育支援担当）、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、會田中央図書館長 

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３年第１９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３５号  世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例 

         (知久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３６号  世田谷区情報公開条例の一部を改正する条例 

         (知久教育総務部長より説明) 

       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３７号  世田谷区立上祖師谷中学校耐震補強工事請負契約 

         (知久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）令和３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 

評価の実施について（第２回） 

（安藤教育総務課長より説明） 

（２）令和３年度世田谷教育推進会議（第３回）及び世田谷区総合教育会議（第２回）の 

実施結果について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（３）世田谷区立富士中学校耐震補強工事に係る契約変更について 

（青木教育環境課長より説明） 

（４）公共施設における太陽光発電設備等の設置事業について 

（青木教育環境課長より説明） 

（５）小学校における学校主事業務の民間委託について 

（前島学校職員課長より説明） 

（６）オンラインを活用した海外交流の実施について 

（塚本副参事（学校経営・教育支援担当）より説明） 

（７）世田谷区教育・保育実践コンパス（案）の作成について 

（本田乳幼児教育・保育支援課長より説明） 

（８）世田谷区立教育総合センターの開設について 

（北村新教育センター整備担当課長より説明） 

（９）郷土資料館の改修工事に伴う休館について 

（谷澤生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（１０）経堂図書館の指定管理者候補者の選定結果について 

（會田中央図書館長より説明） 

（１１）烏山図書館の指定管理者候補者の選定結果について 

（會田中央図書館長より説明） 

（１２）下馬図書館の指定管理者候補者の選定結果について 

（會田中央図書館長より説明） 

（１３）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 

（安藤教育総務課長より説明） 

（１４）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 

  ・第７３回人権週間記念事業「講演と映画のつどい」 

  ・「ざ・ちゅうおう ぷれす」 第１０２号（２０２１年１１月号） 

  ・学びのプレゼン講座「自分で調べる技術」 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和３年１１月１８日（木）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３０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３年第２１回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年１１月１８日（木） 

   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 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、會田中央図書館長 

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３０分 教育長が開会を宣言 

第１ 会議録の承認 

     令和３年第２０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３８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 

         (粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

日程第２     

議案第３９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 

         (粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

日程第３     

議案第４０号  幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

         (粟井教育監（教育政策部長兼務）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４１号  世田谷区立図書館の指定管理者の指定 

         (内田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）（仮称）世田谷区未来つながるプラン（案）の検討状況について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（２）ほっとスクールにおける運営評価の実施結果について 

（粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明） 

（３）第２次世田谷区不登校支援アクションプランの検討状況について 

（粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明） 

（４）新ＢＯＰ事業の喫緊の課題解決に向けた取り組みについて 

（谷澤生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（５）各課行事予定について 

（安藤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 資料配付 

  ・令和３年度 平和都市宣言記念事業 ピースセミナー（第２回） 

  ・「ティーンズプレス」 第９号 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和３年１２月７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２３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３年第２２回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年１２月７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 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、隅田教育研究・研修課長、 

北村新教育センター整備担当課長、塚本副参事（学校経営・教育支援担当）、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、會田中央図書館長 

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３年第２１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     

議案第４２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２     

議案第４３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 

日程第３     

議案第４４号  世田谷区教育財産管理規則の一部を改正する規則 

日程第４     

議案第４５号  世田谷区教育委員会事案決定手続規程の一部改正 

     以上４件を教育長より一括上程 

    （知久教育総務部長より説明） 

本件、原案のとおり承認 

 



 

日程第５     

議案第４６号  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 

        関する規則の一部を改正する規則 

         (知久教育総務部長より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

日程第６     

議案第４７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 

         (粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明) 

       本件、原案のとおり承認 

日程第７     

議案第４８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 

        改正する条例の施行期日を定める規則 

日程第８     

議案第４９号  世田谷区立教育センター条例施行規則の改正をする規則（全部改正） 

     以上２件を教育長より一括上程 

    （粟井教育監（教育政策部長兼務）より説明） 

本件、原案のとおり承認 

日程第９     

議案第５０号  世田谷区立図書館館則の一部を改正する規則 

         (内田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３年第３回区議会定例会及び決算特別委員会における質問について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（２）区議会提出議案の意見聴取に対する教育長の臨時代理による決定について 

（前島学校職員課長より説明） 

（３）令和３年度 冬季休業日の生活指導について 

（塚本副参事（学校経営・教育支援担当）より説明） 

（４）新ＢＯＰ事業の喫緊の課題解決に向けた取り組みについて（追加報告） 

（谷澤生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（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 資料配付 

  ・第１２回世田谷ガリレオコンテスト（科学コンテスト） 

  ・わくわくウィンタープラン 2021-2022 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和３年１２月２１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２８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３年第２３回定例会 
 

１ 開催月日及び場所 

   令和３年１２月２１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、亀田委員、中村委員、鈴木委員 

３ 事務局職員出席者 

   粟井教育監（教育政策部長兼務）、知久教育総務部長、内田生涯学習部長、 

安藤教育総務課長、前島学校職員課長、毛利教育指導課長、齊藤教育ＩＣＴ推進課長、 

隅田教育研究・研修課長、塚本副参事（学校経営・教育支援担当）、 

谷澤生涯学習・地域学校連携課長、會田中央図書館長 

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３年第２２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    議席の指定 

教育長より１番澁澤委員、２番亀田委員、３番中村委員、４番鈴木委員と指定 

第４ 報告 

（１）令和３年第４回区議会定例会における議案の審査結果について 

   ・世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例 

   ・世田谷区情報公開条例の一部を改正する条例 

   ・世田谷区立上祖師谷中学校耐震補強工事請負契約 

    ・世田谷区立図書館の指定管理者の指定 

    ・幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

    ・会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

    ・世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を 

     改正する条例 

（安藤教育総務課長より口頭説明） 

 



（２）中学校敷地内への自動販売機設置の試行について 

（安藤教育総務課長より説明） 

（３）争訟事件の発生について 

（毛利教育指導課長より説明） 

（４）令和４年度区立小・中学生海外教育交流事業の中止等について 

（塚本副参事（学校経営・教育支援担当）より説明） 

（５）令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

（隅田教育研究・研修課長より説明） 

（６）９月の分散登校時におけるオンライン学習に関するアンケート調査結果について 

（隅田教育研究・研修課長より説明） 

（７）新ＢＯＰ事業の喫緊の課題解決に向けた進め方の一部見直しについて 

（谷澤生涯学習・地域学校連携課長より説明） 

（８）奥沢図書館天井内排水管更新工事に伴う業務の一部変更について 

（會田中央図書館長より説明） 

（９）魅力ある区立図書館づくりに向けた取組みの進捗状況について 

（會田中央図書館長より説明） 

（１０）各課行事予定について 

（安藤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 

  ・教育広報紙「せたがやの教育」１１３号 

  ・小学生の保護者のための都立高校フォーラム 

第６ 次回教育委員会開催日 

    令和４年１月１１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１１時１３分 教育長が閉会を宣言 

以上 

 

教育委員会委員の署名 

 

 

 

 

 


