
 

 

議案第９号 

 

 

 

 

区議会提出議案に関する意見聴取 

     （平成３０年度一般会計（教育費）予算案及び平成３０年度学校給食費会計予算案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成３０年２月１３日 

 

 

 

（提出者）              

世田谷区教育委員会     

教育長  堀 恵子 

 

 

 

 

（提案説明） 

平成３０年度一般会計（教育費）予算案及び平成３０年度学校給食費会計予算案について、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２９条に基づき区長から意見を求められたので、

本案を提出する。 

 

 





 

 

 

 

平成３０年度 

当初予算（案）概要 
〔教育委員会所管分〕 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 各表の数値および構成比は、原則として表示単位未満を四捨五入 

しているため、合計と一致しない場合があります。 

増減率 1,000.0%以上については、－%で表示しています。 

 

※ 文中における各種計画については、現在策定中のものを含みます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度当初予算（案）概要 
 

Ⅰ．区全体について 
 

１ 予算編成の基本的考え方 

 

平成３０年度の経済見通しと経済財政運営については、海外経済の回復が続き、「新しい

経済政策パッケージ」（平成２９年１２月８日閣議決定）などの政策効果もあいまって、「雇

用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、民需を中心とした景気回

復が見込まれる。」とされています。こうした中、都内及び区内の景況感においても一部に

改善が見られるものの、実質賃金や個人消費は伸び悩んでおり、海外経済の不確実性や金

融資本市場の変動の影響等、今後の経済動向を引き続き注視していく必要があります。  

 

平成３０年度における世田谷区の財政見通しは、特別区税は、ふるさと納税を活用した

他自治体への寄附額拡大に伴う著しい減収が見込まれつつも、人口増に伴う納税者数の増

加等を踏まえて一定の増収を見込んでいます。また、特別区交付金は、財源である固定資

産税・市町村民税法人分の増や基準財政需要額の増を見込み、前年度比で増額としました。

一方で、平成３０年度の税制改正による地方消費税の配分見直しの影響により、地方消費

税交付金が前年度を大きく下回りました。  

区は、基本構想に掲げる九つのビジョンを実現するべく施策を推進するとともに、私立

保育園運営費や社会保障関連経費の増加、本庁舎整備や梅ヶ丘拠点施設の整備、学校など

老朽化した公共施設の改築・改修経費などの財政需要に的確に対応する必要があります。  

一方で、財政見通しとしては、人口の動向や今後の推計を踏まえ、特別区税は納税者数

の増加が見込まれることから、一定の増収が期待できる一方、ふるさと納税によるさらな

る減収拡大により、行政サービスへの影響が危惧されます。また、平成３１年１０月から

の消費税率１０％引上げにあわせた法人住民税のさらなる国税化により、特別区交付金へ

の減収の影響も懸念されるなど、今後の税制改正や景気変動の影響により、区財政は先行

き不透明な状況にあります。  

    

これらを踏まえ、平成３０年度当初予算編成にあたっては、事業手法の改善など不断の

行政経営改革に取り組むとともに、より効果的な施策の実現を目指し、創意工夫を重ねた

事業の組み立てを行うことを基本としました。また、後年度を見通した行政経営と歳出構

造の見直しをさらに進めるため、柔軟な発想による手法の転換や施策の優先順位を見極め

ながら、事業の改善に取り組みました。  

その上で、平成３０年度当初予算においては、新たにスタートする新実施計画（後期）

を確実に展開し、基本計画に掲げる重点政策を一層加速させることを目指しました。その

ため、区民生活に寄り添い、暮らしの基盤を築く取組みを区民の参加と協働でより一層進

める、「９０万区民の暮らしをつくる参加と協働の予算」として編成しました。 



２ 平成３０年度当初予算規模〔各会計当初予算（案）〕    （金額の単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３ 平成３０年度一般会計当初予算について 
 

平成３０年度の一般会計当初予算は、前年度比 30 億 8,600 万円（1.0％）増の 3,018 億

8,000 万円となりました。「健康・福祉」「子ども若者」「教育」など６つの重点分野に予算

を重点的に配分しています。 

 

（１）歳入予算の概要 

  ○  特別区税は、ふるさと納税の拡大による減収を見込みつつも、納税者数の増加など

を踏まえ、22 億 7,500 万円増の 1,208 億 7,200 万円としました。  

○  特別区交付金は、29 年度の交付実績及び基準財政需要額の増加等を踏まえ、26 億 

300 万円増の 480 億 2,800 万円としました。  

○  国庫支出金、都支出金は、各種補助事業の事業費に応じて、それぞれ一定の増減を

見込みました。  

○  繰入金は、学校改築や道路整備などの事業計画に基づき、各特定目的積立基金から

の計画的な活用を行うほか、全体の収支状況による臨時的な措置として財政調整基

金から必要最小限の繰入れを行います。  

○  特別区債は、小学校改築経費や公園用地取得経費などに活用し、発行額を前年度比

△31 億円減の 110 億円としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計区分 
29年度 30年度 

増減率 
金額 金額 増減額 

一般会計 298,794 301,880 3,086 1.0％ 

特
別
会
計 

国民健康保険事業会計 96,190 84,437 △11,753 △12.2％ 

後期高齢者医療会計 20,017 20,712 695 3.5％ 

介護保険事業会計 62,818 68,868 6,050 9.6％ 

学校給食費会計 702 2,864 2,162 308.0％ 

合 計 478,521 478,761 240 0.1％ 



一般会計 歳入 
（金額の単位：百万円） 

区  分 
29年度 

予算額 

30年度 

予算額 
構成比 増減額 増減率 

一
般
財
源 

特別区税 118,597 120,872 40.0％ 2,275 1.9％ 

特別区交付金 45,425 48,028 15.9％ 2,603 5.7％ 

譲与税・その他交付金 22,451 20,676 6.8％ △1,775 △7.9％ 

繰入金（財政調整基金、減債基金） 2,985 2,771 0.9％ △213 △7.1％ 

その他 794 1,555 0.5％ 761 95.8％ 

一般財源 計 190,252 193,903 64.2％ 3,651 1.9％ 

特
定
財
源 

国庫支出金 46,240 46,985 15.6％ 745 1.6％ 

都支出金 24,126 24,033 8.0％ △93 △0.4％ 

特別区債 14,100 11,000 3.6％ △3,100 △22.0％ 

繰入金（特定目的積立基金等） 6,389 6,846 2.3％ 457 7.2％ 

その他 17,687 19,113 6.3％ 1,427 8.1％ 

特定財源 計 108,542 107,978 35.8％ △564 △0.5％ 

歳入合計 298,794 301,880 100.0％ 3,086 1.0％ 

 

（２）歳出予算の概要 

  各款別の歳出予算では、子ども関連経費や社会保障関連経費の増などにより、民生

費が前年度比 5.8％、78 億 7,000 万円の増、世田谷区土地開発公社貸付金の増など

により、土木費が前年度比 4.1％、12 億 9,700 万円の増、共済費や退職手当の増な

どにより、職員費が前年度比 1.4％、6 億 5,200 万円の増、希望丘中継所の改修経費

の増などにより、環境費が前年度比 0.4％、4,000 万円の増、雇用促進事業経費の増

などにより産業経済費が前年度比 0.2％、300 万円の増となっています。  

一方、区立小・中学校の改築経費の減などにより、教育費が前年度比△14.7％、△

43 億 7,400 万円の減、玉川総合支所の改築経費の減などにより、総務費が前年度比

△1.4％、△4 億 2,300 万円の減、姉妹都市交流周年事業経費の減などにより、議会

費が前年度比△1.6％、△1,300 万円の減、定期及臨時予防接種経費の減などにより、

衛生費が前年度比△0.2％、△1,100 万円の減となっています。 
 
 
 
≪６つの重点分野における主な事業≫（予算額 100,000千円以上） 

１．健康・福祉  

・  地域包括ケアの地区展開  

・  高齢者施設整備助成 

・  障害者の生活の場等の整備促進 

 ・ 梅ヶ丘拠点整備  

・  がん対策推進計画に基づく取組み  
  
 



２．子ども若者  

・  保育待機児対策  

・  私立認可保育園等運営 

・ 保育人材確保支援事業  

・  在宅子育て支援  

・  若者支援事業 

・  世田谷版ネウボラ 

・  児童相談所開設に向けた取組み 

 

３．教育  

・  教育の情報化推進 

 ・ 給食費の公会計化 

・ 「世田谷９年教育」の定着と質の向上  

・  小学校英語教科化へ向けた取組み・中学校英語教育の充実 

・  教育相談・特別支援教育の充実  

・  図書館ネットワークの整備・拡充  

・  学校図書館の運営体制の充実  

・  学校の整備・改築等 

  

４．暮らし・コミュニティ  

・  エネルギーをたくみに使うまち世田谷推進プロジェクト２０１８  

・  東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組み  

・  スポーツの場の整備 

 ・ 観光事業の推進 

・ 男女共同参画の推進 

・  産業振興 

 ・ 就労支援事業 

  

５．安全・安心  

・  地域防災力の向上  

 ・ 防犯カメラ整備等助成 

・  地域の安全対策  

・  木造住宅密集地域の解消  

・  建築物耐震診断・補強工事  

  

６．都市づくり  

・  みどりのまちづくり  

・  災害に強い都市基盤の整備 

・ 安全な道路環境の整備  

・  小田急線鉄道跡地利用（上部利用）の促進  

・  京王線沿線街づくり  

・  鉄道駅ホームドアの整備  

 



一般会計 歳出 

 

①  性質別                                 （金額の単位：百万円） 

区 分 
29年度 

予算額 

30年度 

予算額 
構成比 増減額 増減率 

人
件
費 

議員等報酬 593 598 0.2％ 5 0.9％ 
職員給料・手当等 

職員・議員共済費等 
41,699 42,206 14.0％ 507 1.2％ 

退職手当 3,552 3,689 1.2％ 136 3.8％ 

人件費 計 45,844 46,493 15.4％ 649 1.4％ 
非常勤職員報酬と臨時 

職員賃金を加えた場合 
53,816 54,767 18.1％ 951 1.8％ 

行
政
運
営
費 

扶助費 77,198 82,723 27.4％ 5,525 7.2％ 

公債費 6,899 4,947 1.6％ △1,953 △28.3％ 

他会計繰出金 25,656 26,023 8.6％ 367 1.4％ 

その他行政運営費 91,107 93,886 31.1％ 2,779 3.1％ 

行政運営費 計 200,860 207,578 68.8％ 6,719 3.3％ 

投
資
的
経
費 

普通建設事業費 50,723 47,379 15.7％ △3,344 △6.6％ 

 普通建設(用地買収を除く) 40,871 37,582 12.4％ △3,289 △8.0％ 

 用地買収 9,852 9,797 3.2％ △55 △0.6％ 

積立金 1,367 430 0.1％ △938 △68.6％ 

投資的経費 計 52,090 47,809 15.8％ △4,281 △8.2％ 

歳 出 合 計 298,794 301,880 100.0％ 3,086 1.0％ 

 

② 款別                                   （金額の単位：百万円） 

款 
29年度 

予算額 
構成比 

30年度 

予算額 
構成比 増減額 増減率 

01 議会費 782 0.3％ 770 0.3％ △13 △1.6％ 

02 総務費 31,182 10.4％ 30,759 10.2％ △423 △1.4％ 

03 民生費 134,872 45.1％ 142,742 47.3％ 7,870 5.8％ 

04 環境費 9,207 3.1％ 9,247 3.1％ 40 0.4％ 

05 衛生費 7,261 2.4％ 7,250 2.4％ △11 △0.2％ 

06 産業経済費 1,644 0.6％ 1,647 0.5％ 3 0.2％ 

07 土木費 31,765 10.6％ 33,063 11.0％ 1,297 4.1％ 

08 教育費 29,844 10.0％ 25,469 8.4％ △4,374 △14.7% 

09 職員費 44,976 15.1％ 45,627 15.1％ 652 1.4％ 

10 公債費 6,899 2.3％ 4,947 1.6％ △1,953 △28.3％ 

11 諸支出金 61 0.0％ 60 0.0％ △1 △2.2％ 

12 予備費 300 0.1％ 300 0.1％ 0 0.0％ 

合 計 298,794 100.0％ 301,880 100.0％ 3,086 1.0％ 



４ 行政経営改革の取組み 

 

人口構成など社会構造の変化や公共施設の老朽化などにより行政需要が大きく増加す

る中、持続可能な財政運営をめざし、新実施計画（後期）（平成３０年度～平成３３年度）

における行政経営改革の視点に基づいて、行政コストの縮減とともに税外収入の確保な

ど歳入面においても、より一層の行財政改革に取り組みます。 

 

 

効果額合計    １７億４，０００万円 

 

 

○ 自治の推進と情報公開、区民参加の促進                    ２，３００万円  

・寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進  

  

○ 世田谷区役所、職員の率先行動、職場改革の推進            ２，９００万円  

・区役所全体のエネルギー使用量の削減  

  

○ 施策事業の効率化と質の向上                          １億１，２００万円  

・補助金の見直し  

・情報化基盤の強化  

・事業手法の見直しによる効率化  

  

○ 区民負担等の適切な見直し                                ５，３００万円  

  ・区民利用施設等の使用料・利用料の見直し  

  

○ 公有財産等の有効活用                                    １，２００万円  

・老人休養ホームふじみ荘の宿泊機能の見直しと施設の有効活用  

・公共施設跡地の民間への条件付貸付  

  

○ 税外収入確保策の推進、債権管理の適正化と収納率の向上  ２億８，２００万円  

・クラウドファンディングの活用  

・公園を活用した税外収入の確保  

・債権管理重点プランに基づく取組み  

  

○公共施設等総合管理計画に基づく取組み              １２億２，９００万円  

  ・改築時期の延伸  

  ・複合化など面積縮減  

・仮設建築物の抑制  など 

 

 



Ⅱ．教育委員会所管分について 

１ 一般会計 教育費（子ども・若者部予算〔856,473 千円〕を除く） 

教育委員会所管の教育費は、前年度より 43 億 7,485 万円減（前年度比 15.1％減）の

246億 1,289万円となりました。 

「第２次世田谷区教育ビジョン」における「第２期行動計画」の１年目を迎える平成

３０年度について、限られた財源の中で施策の優先順位付けと重点化を行うことで、時

代の変化に対応した教育施策を展開していきます。 
 

（金額の単位：千円） 

 29年度予算 30年度予算 増減額 増減率 

人 件 費 11,556 11,556 0 0.0％ 

行政運営費 16,751,313 18,043,693 1,292,380 7.7％ 

投資的経費 12,224,870 6,557,639 △5,667,231 △46.4％ 

合   計 28,987,739 24,612,888 △4,374,851 △15.1％ 

 

（１）人件費 

教育委員会委員報酬が該当します。前年度と同額です。 

 

（２）行政運営費 

事務局や学校の維持運営経費等、教育委員会所管事業の多数が該当します。 

平成３０年度予算については、学校規模に応じたタブレットＰＣの追加配備などの

臨時的経費が減る一方、教育の情報化推進、｢世田谷９年教育｣の定着と質の向上、教

育相談・特別支援教育の充実、図書館ネットワークの整備・拡充、学校図書館の運営

体制の充実などに予算を重点的に配分しており、全体では前年度より約 12 億 9,200

万円の増（前年度比 7.7％増）となりました。 

 

＜主な増要素＞ 

・教育の情報化推進（＋2億 3,800万円） 

・学校図書館の運営体制の充実（＋8,700万円） 

・図書館ネットワークの整備・拡充（＋7,900万円） 

・「世田谷９年教育」の定着と質の向上（＋7,700万円） 

・小学校英語教科化へ向けた取組み・中学校英語教育の充実（＋6,400万円） 

・教育相談・特別支援教育の充実（＋5,800万円）  など 

   ※ 平成 30 年度の重点項目については、「４ 重点項目（教育委員会分抜粋）」（9 頁～12 頁）

を参照。 

 

   ＜主な減要素＞ 

   ・学校規模に応じたタブレットＰＣの追加配備（△2,700万円） 

 



（３）投資的経費 

学校等、教育委員会所管施設の改築・改修、用地取得経費が該当します。 

平成３０年度予算については、改築工事を小学校３校（建築工事２校、外構・校庭

整備工事１校）、内部大規模改修を小学校１校・中学校１校、外部大規模改修を小学校

３校、中学校１校で予定しております。 

主な減要素としては、小・中学校の改築（△57 億 2,400 万円）、小・中学校の用地

買収（△1 億 4,500 万円）などがあります。小・中学校の改修（＋2 億 1,400 万円）な

どの増要素もありますが、全体では前年度より約 56億 6,700万円の減（前年度比 46.4％

減）となりました。 

 

 

２ 一般会計 職員費 
                               （金額の単位：千円） 

 29年度予算 30年度予算 増減額 増減率 

人 件 費 2,402,117 2,353,006 △49,111 △2.0％ 

 

学校に勤務する区職員､区立幼稚園の教育職員及び区費指導主事の給与等が該当し

ます。退職者の不補充及び再任用職員の活用等により、全体では前年度より約 4,900

万円の減（前年度比 2.0％減）となりました。 

 
 

３ 学校給食費会計 
                              （金額の単位：千円） 

 29年度予算 30年度予算 増減額 増減率 

学校給食費会計 702,036 2,864,201 2,162,165 308.0％ 

   

小中学校及び太子堂調理場で調理・提供する給食に関する経費が該当します。平成

３０年度は、小学校全校、玉川中学校、芦花中学校の給食費を新たに公会計化するこ

とにより、予算規模は約 21億 6,200 万円の増（前年度比 308.0％増）となりました。



４ 重点項目（教育委員会分抜粋） 

（１）子ども若者 

項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

幼稚園等預かり保育 

区立幼稚園の預かり保育事業 

Ｈ29 9園→Ｈ30 9園 

  ※認定こども園多聞幼稚園含む 

38,641 

 

（２）教育 

項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

教育の情報化推進 

・【拡】全小学校の特別教室へのＩＣＴ 

機器の配備 

・校務のＩＣＴ化の推進 

1,080,133 

【拡】給食費の公会計化 

給食費収納の公会計化 

 Ｈ29 中学校へ導入 

 Ｈ30 小学校へ導入 

※学校給食費会計で運営 

110,301 

｢世田谷９年教育｣の定着と質

の向上 

・【新】ＩＣＴを活用した学習支援 

  ｅ-ラーニングの活用による中学生を対 

  象とした家庭学習支援 

   Ｈ30 4校モデル実施 

・【新】多文化体験コーナーの開設 

  Ｈ30.9開設予定 

   教育センター2階に開設 

   英語体験移動教室、英語・多文化体 

   験イベント等の実施 

・教員の指導力向上のための海外研修 

248,212 

小学校英語教科化へ向けた取

組み・中学校英語教育の充実 

・【拡】小学校外国人英語教育指導補助員 
 （ＡＬＴ）の派遣時間拡充（小 1～小 4） 
・【拡】ＩＣＴを活用した外国語短時間授 
 業（小 5・小 6） 
     1・2年  3・4年  5・6年 
  Ｈ29： 7時間  15時間  35時間 
  Ｈ30：10時間  35時間  70時間 

194,974 



項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

教育相談・特別支援教育の充実 

・【拡】学校包括支援員の配置 

  Ｈ29 90人→Ｈ30 95人 

・【拡】支援要員の配置 

  Ｈ29 129人→Ｈ30 149人 

・【拡】スクールソーシャルワーカーの配置 

  Ｈ29 3人→Ｈ30 4人 

・特別支援教室の運営 

1,257,030 

ほっとスクールの運営 

【新】（仮称）ほっとスクール「希望丘」 
の開設 
 Ｈ31.2開設予定 
 （仮称）希望丘複合施設内に開設 
 Ｈ29 2か所→Ｈ30 3か所（1か所増） 

58,942 

図書館ネットワークの整備・拡

充 

・中央図書館の機能拡充に向けた検討 
・梅丘図書館改築に向けた基本計画、基本 
 設計 
  Ｈ33開設予定 
・砧図書館の新たな運営手法検討 

210,444 

【拡】 

学校図書館の運営体制の充実 
図書館司書の配置校拡大 
 Ｈ29 52校→Ｈ30 72校（20校増） 

329,292 

教育総合センター 
整備に向けた実施設計 
 Ｈ33開設予定 

30,307 

幼児教育・保育推進ビジョンの

推進 

・乳幼児教育アドバイザーの活用 
・幼児教育・保育情報連絡会設置 
・アプローチ・スタートカリキュラムの実 
 施 
・小 1サポーターモデルの実施 

7,052 



項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

学校の整備・改築等 

・改築工事 
  小学校 2校（若林、代沢） 
・一部改築工事 
  小学校 1校（松原） 
・外構・校庭整備工事 
  小学校 1校（山野） 
・増築工事 
  小学校 1校（船橋） 
・増築実施設計 
  小学校 3校（芦花、希望丘、塚戸） 
・内部・外部大規模改修      など 

6,429,370 

文化財保護の推進 

・（仮称）世田谷デジタルミュージアムの 
 構築 
  文化財情報を体系的に管理し、区民に 
  発信するシステムの構築 
・次大夫堀公園民家園再整備基本構想 
・国重要文化財「野毛大塚古墳出土品」保 
 存修理 

49,868 

 

（３）暮らし・コミュニティ 

項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

エネルギーをたくみに使うま

ち世田谷推進プロジェクト２

０１８ 

・学校エコライフ活動の推進 9,471 

東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向け

た取組み 

・教育推進校事業 20,800 

国際交流の推進 

・小・中学生姉妹都市交流事業の実施 

    バンバリー市長一行の受入れ（提携 25 

  周年関連事業）、ウィニペグ市、ウィ 

  ーン市ドゥブリング区との姉妹都市交 

  流事業 

24,969 



（４）安全・安心 

項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

防犯カメラ整備等助成 
・小学校通学路への防犯カメラ設置 22校 

  小学校全校設置完了 
43,701 

地域の安全対策 

・区立小学校校門付近警備等 

・区立幼・小・中保護者への緊急連絡メー 

 ル配信 

・小学校新 1年生等への防犯ブザー貸与、 

 防犯ブザー用ベルト等の配付など 

109,841 

 

（５）都市づくり 

項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

みどりのまちづくり ・幼稚園・小学校・中学校緑化 106,692 

 

（６）特別会計 

項  目 
内  容 

＊Ｈ29・Ｈ30は年度を示す 

予算額 

（千円） 

学校給食費 

小学校全校、玉川中、芦花中の新たな公会 

計化による対象校の増 

 共同調理場方式  7校 

 自校、親子調理方式 

  Ｈ29 20校→Ｈ30 83校 

2,864,201 

 



Ｎｏ．８

千円 特定財源
第２期行動計画

第２次世田谷区教育ビジョン
教育委員会事務局 予算額 3,288,144 168,840 千円 前年度増減 431,567 千円

      

 第２次世田谷区教育ビジョン【３つの基本方針】                   

   第２期行動計画（平成３０年度～平成３３年度）  ～４年間の主な取組項目～  

１.地域とともに子どもを育てる教育の推進  ２.これからの社会を生き抜く力の育成  ３.生涯を通じた学びの充実 

 「世田谷９年教育」の推進 

 一人ひとりの個性を伸ばす特別支援教育の推進 

 いじめ防止対策及び不登校対策等の総合的な 

 推進 
 
   ●【拡】ＡＬＴ等の配置時間拡充など英語教育の充実 

   ●【新】ｅ‐ラーニングなどICTを活用した新たな学校教育の展開 

   ●【新】多文化体験コーナーの開設 

   ●いじめ防止プログラム、学校生活の満足度調査（Q-U）の 

     実施 

   ●【拡】学校包括支援員、支援要員等の配置増 

   ●【新】（仮称）ほっとスクール「希望丘」の開設  など 

                ２，０７０，１３０ 千円 

 才能や個性をはぐくむ体験型教育の推進 

 オリンピック・パラリンピック教育の推進 
  ●新・才能の芽を育てる体験学習の充実に向けた取組み 

  ●小学校遊び場開放の充実に向けた取組み 

  ●オリンピック・パラリンピック教育推進校事業  など 

 
                      １２０，７７１ 千円 

 教員が子どもとかかわる時間の拡充 
  ●文書・人事・財務会計システムの運用 

  ●給食費収納の公会計化（小・中学校） 

  ●部活動支援員制度の充実    

  ●教育支援チームの運営  など 

           ８３２，１６７ 千円 

 地域の教育力をいかした学校の支援 
  ●地域運営学校の充実 

  ●世田谷区「学校支援地域本部」の実施校の拡大      

  ●総合型地域スポーツ・文化クラブの支援  

  ●通学路の安全対策  など 

                  ２４，９２５ 千円 

    は第２期行動計画におけるリーディング事業 

歴史・文化を次世代へ継承するための文化財の 

保存活用 
 ●（仮称）世田谷デジタルミュージアムの構築 

 ●次大夫堀公園民家園再整備基本構想 

 ●野毛大塚古墳出土品保存修理  など 

                       
           ８５，２７２ 千円 

  世田谷の教育を推進する拠点づくり 

  ～教育総合センター～ 
   ●教育総合センター開設に向けた実施設計 など 

                ３０，３０７ 千円 
     

 家庭教育への支援と幼児教育の充実 
  ●家庭教育への支援 

  ●乳幼児教育アドバイザーの活用 

  ●アプローチ・スタートカリキュラムの実施 

  ●小1サポーターモデルの実施  など 

  
          １４，６２５ 千円 

      知と学びと文化の情報拠点としての図書館の充実 
 ●中央図書館の機能拡充に向けた検討 

 ●梅丘図書館改築に向けた基本計画、基本設計 

 ●砧図書館の新たな運営手法検討 

 ●ＩＣＴ機器を活用した図書館ネットワークの推進  など 

                           
          １０９，９４７ 千円 



Ｎｏ．９

（注1）　若林小学校 （旧若林中学校の跡地移転のため仮校舎不使用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・30年度 千円 （合計　336,000千円）

（注2）　代沢小学校 （改築中、旧花見堂小学校を仮校舎として使用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30年度 千円 （合計　181,395千円）

計 30年度 千円 （合計　517,395千円）

△…設計、○…建築工事、※…外溝・校庭整備工事

32年度

○

○

○※

32年度

○☆

33年度

○※

△…設計、☆…解体工事、○…建築工事、※…外構・校庭整備工事

明正小学校

玉川中学校

駒沢中学校

緑丘中学校

千歳中学校

主な内容 校数 学校名

内部大規模改修 2校
玉堤小学校

上祖師谷中学校

外部大規模改修

△ 5,509,995 千円学校の整備・改築等 教育委員会事務局 予算額 6,429,370 千円 特定財源 5,496,980 千円 前年度増減

トイレ改修工事 4校

赤堤小学校

千歳台小学校

富士中学校

梅丘中学校

外壁・サッシ改修工事 8校

弦巻小学校

奥沢小学校

烏山小学校

4校

経堂小学校

池之上小学校

用賀小学校

瀬田中学校

○

学校名 30年度 31年度

○※

△ ○

△ ○

△

33年度 34年度

船橋小学校

芦花小学校

希望丘小学校

塚戸小学校

□…基本構想等、△･･･設計、○･･･建築工事、※･･･外構・校庭整備工事

○※

効果額

306,378

161,000

145,378

※

○※

学校名 30年度 31年度 32年度

○（注2）

【仮設校舎の工夫、改築手法の見直しによる改築工事経費の削減効果額】

●改築にあたり、近隣の学校を仮校舎として活用する等により、教育環境の改善（工期短縮、グラウンド確保等）
と仮設経費の削減を図る。

山野小学校

○□ △

（注1）

学校名 30年度 31年度

△☆ ○松原小学校（プール・体育館）

□

※

○若林小学校

代沢小学校

砧小学校

次期整備予定校

△ △

学校施設の改築  予算額 3,025,781千円   学校施設の増築  予算額 700,877千円  

学校施設の改修 予算額 2,548,712千円  

学校施設の一部改築  予算額 154,000千円 


