
平成３０年１月５日 

教 育 総 務 課 

 

平成２９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 

 

１．議会日程等 

会期：平成２９年１１月２７日（月）～１２月６日（水） 

（１）代表質問 １１月２７日（月）・１１月２８日（火） 

[ 質問者：５会派 ５名 ] 

 

（２）一般質問 １１月２８日（火）・１１月２９日（水） 

[ 質問者：３０名 ] 

 

 

２．主な質問要旨等 

別紙「平成２９年第４回区議会定例会（代表・一般）における教育（文教）領域の

主な質問・答弁の要旨」のとおり。 

 

 

３．世田谷区のホームページにおける閲覧 

区議会本会議における全ての質問及び答弁については、世田谷区ホームページ上の

「世田谷区議会」の「議会中継」又は「会議録検索システム」にて閲覧可能です。 

 

※「会議録検索システム」における平成２９年第４回定例会の内容については、 

２月中旬公開予定。 



　【 別　紙 】

＜代　表＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

児童数の推
移を踏まえ
た学校改築

自　民 三井　みほこ 教育次長 学校改築では、児童数の増加に十
分対応し、将来的な減少も想定して
取り組む視点が重要だ。将来の施
設需要の変化に柔軟に対応できる
よう施設整備を行え。

子どもの数の増減など
に柔軟に対応できるよ
う整備する。

命の大切さ
を学べる機
会の拡充

自　民 三井　みほこ 教育次長 子どもが自身の体験を通して痛み
や弱さを感じ取り、ひいては命の大
切さを学べるよう、命の教育を充実
すべきだ。日常的に生き物と触れ合
える機会を拡充せよ。

命の大切さを学べる機
会の拡充を各学校に
働きかける。

国際交流の
機会を捉え
た英語教育

自　民 三井　みほこ 教育政策
部長

国際交流の機会を捉え英語教育を
充実すべきだ。スカイプなどを一層
活用することにより、海外の交流都
市の子どもと積極的に交流するなど
学ぶ機会を拡充せよ。

スカイプを一層活用し
た交流も視野に、充実
を図る。

学校給食費
の無償化へ
の取り組み

公　明 平塚　敬二 教育次長 未来を担う子どものために、教育施
策への投資を充実すべきだ。多子
世帯に対する給食費の補助制度を
導入するなど、学校給食費の無償
化に向けた一歩を踏み出せ。

財源確保に課題もある
が、研究や検討を進め
ていきたい。

プログラミン
グ教育の体
制整備

公　明 平塚　敬二 教育政策
部長

2020年には小学校におけるプログ
ラミング教育が必修化される。質の
高い教育の実現に向け、教員への
研修の充実や民間委託によるＩＣＴ
支援員の配置に取り組め。

外部の専門家の活用
について、研究や検討
を進める。

区立校にお
ける安全対
策の強化

民進社 風間　ゆたか 教育長 区立小で起きた組み体操中の負傷
事故の教訓を安全対策などに十分
生かすべきだ。教員へのさらなる意
識啓発に加え、事故が発生した際
は誠実な対応を徹底せよ。

学校の安全対策を支
援し、教員のリスクへ
の感度を高める。

学校給食費
無償化への
取り組み

共　産 江口　じゅん子 副区長 憲法26条は義務教育無償を明記し
ている。我々が提案した都との連携
での給食費助成を区長会で提案す
るなど積極的に取り組め。

国や都の子育て支援
の動向を注視し、課題
整理などを行う。
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＜代　表＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

謝罪メッ
セージの区
報への掲載

Ｆ行革 田中　優子 生涯学習
部長

ドリームジャズバンドの演奏中に生
徒に暴行した日野皓正氏の謝罪の
メッセージが区ホームページに掲載
された。本件を広く知らしめるため、
区報にも掲載せよ。

掲載は難しく教育広報
紙への案内記事掲載
を考える。

暴力を肯定
する不謹慎
な発言

Ｆ行革 田中　優子 生涯学習
部長

日野氏が自身の暴力を正当化する
ような発言を行い、それを受け他の
講師がインターネット上で肯定的意
見を発信したことは不謹慎きわまり
ない。撤回を求めよ。

講師に今後の事業の
進め方について周知
していく。

暴力を認め
ようとしない
区長

Ｆ行革 田中　優子 区長 日野氏が犯した往復びんたなどの
行為を暴力とせずにごまかしている
限り暴力根絶は不可能だ。区長は
今からでも暴力と認めよ。

許されない行為だが暴
行や殴るという行為に
は至っていない。

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

高齢者の方
の力を生か
す取り組み

世田谷 ひうち　優子 生涯学習
部長

高齢者の豊かな知識や経験を地域
での教育に一層生かすべきだ。区
は地域貢献の意欲を持った高齢者
と地域のニーズを十分把握し、双方
のマッチングに努めよ。

双方のニーズを十分
把握し、広報紙などを
活用して周知する。

老朽化した
学校への適
切な対応

自　民 おぎの　けんじ 教育次長 10月の台風上陸の際、玉川小では
校舎内が浸水し、休校を余儀なくさ
れた。災害及び老朽化による課題
が顕在化した学校は、予定を前倒
しして改築の判断をせよ。

老朽化の状況などを
十分考慮し計画的に
改築や改修を進める。

教職員の事
務負担軽減
の取り組み

公　明 佐藤　弘人 教育政策
部長

教職員が子どもと向き合う時間を十
分確保できるよう、事務負担の軽減
を図るべきだ。事務補助員や理科
支援員の確保に取り組むなど区立
校への支援を強化せよ。

事務アシスタントの配
置や理科支援員など
の確保を検討する。

給食後の歯
磨きの推奨

自　民 安部　ひろゆき 教育次長 給食後の歯磨きは児童生徒の健康
づくりに効果的だ。区は児童生徒が
一斉に歯磨きをできる環境の整備
が困難と言うならば、せめて区立校
での歯磨きを推奨せよ。

実施校の事例を紹介
しつつ、歯磨きの拡大
に向けて取り組む。
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＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

希望丘小の
増築棟整備
に係る課題

希　望 佐藤　美樹 教育次長 希望丘小の教室数不足解消に向け
た増築棟の整備は、校庭の狭あい
化を招く。増築するならば、隣接す
る区立公園を活用して校庭拡張整
備を行うなど対策を講じよ。

活用についてはどのよ
うな手法が可能か関係
所管で協議する。

地域におけ
るスポーツ
の機会拡充

公　明 諸星　養一 生涯学習
部長

総合型地域スポーツ・文化クラブを
拡充すべきだ。全区展開も視野に、
会員数の拡大などの課題の解決に
向けて地域や学校、活動団体が協
議する場を設定せよ。

学校やスポーツ推進
委員と連携し協議の場
の設定などを行う。

梅丘図書館
の改築によ
る魅力向上

自　民 河野　俊弘 生涯学習
部長

梅丘図書館の改築を待ち望む住民
の声は多い。基本設計に際しては
ワークショップでの意見を十分反映
し、羽根木公園と一体化した魅力的
な図書館を整備せよ。

意見を形にするため民
間のアイデアを設計段
階から活用する。

区立図書館
での読書通
帳の導入

公　明 高久　則男 生涯学習
部長

子どもが読書の意欲を高めて本を
読む習慣を身につけられるよう工夫
して取り組むべきだ。読書履歴を目
に見える形で残せる読書通帳を区
立図書館に導入せよ。

自書式の読書ノートを
作成して配布すること
を検討している。

姉妹都市と
の教育交流
事業の継続

自　民 加藤　たいき 教育政策
部長

バンバリー市との教育交流事業継
続に際し、市は派遣生徒の確保の
困難を理由に実施学年や交流の見
直しを求めている。区の派遣枠拡大
も視野に柔軟に対応せよ。

先方の意向を踏まえて
調整を進め実現可能
な方策を検討する。

まちかど図
書室の魅力
向上

自　民 山内　彰 生涯学習
部長

まちかど図書室の魅力の向上を図
り、子育て家庭などの来館を一層促
進すべきだ。子育てに役立つ図書
の充実や地域に根差したイベントの
実施などに取り組め。

蔵書構成や書架の配
置などを工夫しながら
運営していく。

保護者や地
域と連携し
た道徳教育

無所属 青空　こうじ 教育政策
部長

学習指導要領の改訂により、30年
度から道徳が教科化される。子ども
の道徳心の育成に向け、保護者や
地域の理解と協力を得ながら充実
した授業に取り組め。

地域と協働して子ども
の道徳性を育てる教
育を推進していく。

キャリア教
育の充実

無所属 青空　こうじ 教育政策
部長

子どもが将来の夢や職業について
考えるキャリア教育を充実すべき
だ。区立校を卒業した著名人などを
講師として招き、子どもに夢を与え
る授業を一層展開せよ。

多様な職業人との触
れ合いを通じたキャリ
ア教育を奨励する。
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