
平成３０年５月８日 

教 育 総 務 課 

 

平成３０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 

 

１ 議会日程 

（１）平成３０年第１回区議会定例会 

会  期： 平成３０年２月２１日（水）～３月２７日（火） 

① 代表質問 ２月２１日（水）・２月２２日（木） 
② 一般質問 ２月２２日（木）・２月２３日（金） 

 

（２）平成３０年予算特別委員会 

  審査日程： 平成３０年３月７日（水）～３月２２日（木） 

① 総括質疑         ３月 ７日（水） 

② 文教委員会所管質疑    ３月１９日（月） 

③ 補充質疑         ３月２２日（木） 

 

２ 世田谷区のホームページにおける閲覧等 

区議会本会議及び予算特別委員会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」における質問及び答弁については、本会議の分は５月中旬、

予算特別委員会の分は６月上旬公開予定。 

※平成３０年第１回区議会定例会における教育（文教）領域の主な質問・答弁の要旨

については、別紙のとおり。 



　【 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

道徳教育教
科化に向け
た区の姿勢

自　民 和田　ひでとし 教育政策
部長

子どもの豊かな人間性を育むため
には道徳教育が重要だ。３０年４月
の道徳の教科化に向けた区の取り
組み姿勢を教員に対して明確に示
し、道徳教育を充実せよ。

全教員の指導力を向
上させ、道徳教育の充
実を図る。

総合教育会
議の有効活
用

自　民 和田　ひでとし 教育長 議会で議論不足のまま教育関連の
事業が予算化されている。区長と教
育長は議会の意見や財政状況を踏
まえて総合教育会議で協議し、予
算化する事業を選択せよ。

さまざまな機会を通し
て世田谷の教育につ
いて協議する。

地域図書館
への民間活
力の導入

公　明 高久　則男 生涯学習
部長

区は今後４年間で５つの地域図書
館への民間活力の導入や更新を行
う予定だ。運営方法などの多くの課
題を解決するためにも、図書館名を
挙げて迅速に進めよ。

課題となる条件を十分
検討し図書館づくりを
進める。

インクルー
シブ教育の
一層の推進

立民社 羽田　圭二 教育長 障害の有無にかかわらず一緒に学
ぶインクルーシブ教育を一層推進
すべきだ。障害がある子どもの就学
相談に当たっては、子どもや保護者
の意向を十分尊重せよ。

学校関係者などに、心
情に寄り添い対応する
よう指導する。

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

スクールバ
ス導入の見
直し

自　民 山口　ひろひさ 教育次長 北沢小の下北沢小への統合に当た
り、区は通学路が変更となる児童に
配慮してスクールバスの導入を予定
している。他の地域との公平性を欠
くため導入は見直せ。

利用状況などを踏ま
え、毎年度運行実施
の可否を判断したい。

通学路の安
全対策の強
化

公　明 津上　仁志 教育次長 通学路で子どもが巻き込まれる交通
事故が相次ぐ中、安全対策強化が
急務だ。警察の管轄区域ごとに新
たな協議の場を設け、地域の実情
に合わせた対策を進めよ。

学校ごとの通学路の事
情に応じたきめ細かい
対策を行いたい。

平成３０年第１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
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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

学校給食の
安全性の確
保

生　ネ 田中　みち子 教育次長 ３月末に主要農作物種子法が廃止
されることで、遺伝子組み換え食品
の流通量が増加する可能性があ
る。学校給食に使用されることがな
いよう、適切に対応せよ。

遺伝子組み換え食品
が使用されないよう確
認を継続していく。

不登校対策
の強化

公　明 平塚　敬二 教育政策
部長

不登校対策を強化すべきだ。心理
教育相談員などの福祉の専門家に
よる支援チームを編成し、学校や保
護者からの要請に基づき早期から
対策を講じる体制をつくれ。

現行のチーム拡充に
向け専門家による支援
のあり方を考える。

不登校児童
生徒の自立
への支援

公　明 平塚　敬二 教育政策
部長

不登校児童生徒やその家族に寄り
添い続けて社会的自立を目指す支
援が必要だ。さきに求めた福祉の専
門家による支援チームがその役割
を担うべきではないのか。

関係機関と連携し、一
人ひとりに寄り添い続
けて支援を行う。

図書館カウ
ンターの設
置拡大

世田谷 ひうち　優子 生涯学習
部長

二子玉川と三軒茶屋に設置された
図書館カウンターは２８年度の来館
者数がともに約９万人に上り、大変
好評だ。駅の近くに図書館がない
下北沢などにも設置せよ。

利用状況などを検証
し、下北沢などへの設
置の検討を進める。

大学図書館
との連携内
容の周知

世田谷 ひうち　優子 生涯学習
部長

区が１３の大学と大学図書館の利用
に係る協定を結んでいることを知ら
ない区民が多い。各大学図書館と
の連携内容をリスト化し、区ホーム
ページで十分周知せよ。

リスト化して見やすく工
夫するなど、一層の周
知に努める。

地図を活用
した国土の
学習の充実

自　民 山内　彰 教育政策
部長

日本のよさを知るためにも、都道府
県の位置や県庁所在地の名称など
を子どものころに正しく学ぶことは重
要だ。区立校での地図を活用した
国土の学習を充実せよ。

授業の実施に際し、わ
かりやすい教材の提示
方法を工夫する。

世田谷ガリ
レオコンテ
ストの発展

無所属 青空　こうじ 教育政策
部長

区立中の生徒が科学に関するさま
ざまな研究を行う世田谷ガリレオコ
ンテストの発表会が１月に烏山区民
会館ホールで開催され、入賞者が
立派な発表を行った。こうした子ども
の才能や自然科学などへの好奇心
を育成する大変有意義な取り組み
を今後も推進せよ。

生徒の才能や好奇心
を大切にし、それを表
現する機会としてコン
テストの一層の充実に
努める。
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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

１４歳の成
人式の充実

無所属 青空　こうじ 教育政策
部長

区立中２年生の生徒会代表者が、
豊かな中学校生活を送るためのメッ
セージを１年生に伝える１４歳の成
人式が２月に世田谷区民会館で開
催され、中学生らしい工夫を凝らし
た発表が行われた。こうした生徒の
成長につながる素晴らしい取り組み
を今後も充実せよ。

生徒がみずからの生き
方を主体的に考え、積
極的に発表できる大切
な機会として充実に努
める。

ＩＣＴを活用
した学習支
援の充実

自　民 安部　ひろゆき 教育政策
部長

区が民間委託によりタブレット端末
などを活用した区立中生徒の学習
支援に取り組むことを評価する。ＩＣ
Ｔ教育の充実に向け、当該事業を
区立小にも拡大せよ。

さまざまな課題がある
ことから、今後の研究
テーマとしたい。

区立校での
ドーピング
防止の啓発

自　民 安部　ひろゆき 教育政策
部長

スポーツを行う青少年のドーピング
が世界的に問題となっている。健全
なスポーツ選手の育成につながるよ
う、区立校で禁止薬物の使用防止
への啓発を行え。

専門家と意見交換など
を行い啓発の内容や
方法を研究したい。

図書館への
民間活力導
入の推進

自　民 安部　ひろゆき 生涯学習
部長

区立図書館における質の高いサー
ビスの提供に向け、運営の効率化
や利便性の向上を図るべきだ。電
子図書の貸し出しなどを行うため、
民間活力の導入を進めよ。

計画的に導入を進め、
魅力ある図書館づくり
に取り組む。

財政規律を
無視した教
育長の行動

F行革 桃野　よしふみ 教育次長 堀教育長は、就任以降毎年のよう
に公費で海外視察旅行を繰り返し
ている。財政規律を無視したわがま
まな仕事ぶりが組織に悪影響を及
ぼしているのではないか。

１月の海外派遣研修
への同行は施策展開
の充実が目的である。

特別支援学
級の地域偏
在の解消

自　民 河野　俊弘 教育政策
部長

区立中における特別支援学級の配
置には地域偏在があり、特に玉川
地域には少ない。障害児が小学校
卒業後に近隣の中学校に通えるよ
う、計画的に配置を進めよ。

地域バランスなどに配
慮しながら計画的に整
備に取り組む。
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