
平成３０年８月２８日 

教 育 総 務 課 

 

平成３０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 

 

１．議会日程等 

会期：平成３０年６月１３日（水）～６月２２日（金） 

（１）代表質問 ６月１３日（水）・６月１４日（木） 

[ 質問者：５会派 ５名 ] 

 

（２）一般質問 ６月１４日（木）・６月１５日（金） 

[ 質問者：３１名 ] 

 

 

２．主な質問要旨等 

別紙「平成３０年第２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３０年第２回定例会の内容については、 

９月上旬公開予定。 



　【 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

特色ある学
校づくりの
推進

自　民 山内　彰 教育政策
部長

特色ある学校づくりを進めるべき
だ。特に児童生徒数が減少している
学校では、地域の協力のもとで放課
後学習などに取り組み、選ばれる学
校づくりを展開せよ。

特色ある取り組みを充
実できるよう支援して
いく。

誇りを持っ
て働ける環
境の整備

自　民 山内　彰 教育長 教員の多忙化は深刻な問題だ。事
務負担の軽減だけではなく、先輩教
員が若手教員に指導を行うメンター
制度の導入など教員が誇りを持って
働ける環境を整備せよ。

教員個人や学校全体
の指導力を高めるよう
着実に取り組む。

学校給食費
無償化の検
討状況

公　明 高橋　昭彦 副区長 さきの議会で、所得制限を設けた上
での学校給食費無償化を求め、区
は所得制限の範囲をシミュレーショ
ンしてから議論を深める旨を答弁し
た。検討状況を示せ。

次の議会を目途に、一
定の見解を整理したい
と考えている。

希望丘小体
育館の機能
回復

公　明 高橋　昭彦 教育次長 希望丘小体育館は、耐震性能が基
準値を大幅に下回る事実が発覚し
て使用中止となった。区は、耐震補
強を行うか改築するかの判断を即
座に行い、迅速に対応せよ。

保護者などへの情報
提供に努め、結論を早
急に出したい。

希望丘小耐
震問題への
迅速な対応

共　産 桜井　稔 教育次長 希望丘小体育館は、耐震診断によ
り強度不足が判明して使用中止と
なった。教育環境と地域への影響が
最小限となるよう、工事の早期完了
に全力を挙げよ。

影響を軽減できるよう、
今後の対応方針を早
急に示す。

希望丘小の
災害リスク
情報の提供

F行革 田中　優子 教育次長 希望丘小での耐震診断の結果、校
舎と体育館の耐震性が基準値未満
との驚愕の事実が発覚した。児童の
命を守るため、災害リスク情報を当
該校に明確に伝えよ。

多様な機会を捉え適
切な情報提供と丁寧
な説明に努める。
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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

子どもの見
守りの強化

希　望 阿久津　皇 生涯学習
部長

児童が下校中に殺害される悲痛な
事件が新潟で起きた。区内で同様
の事件が起きないよう、放課後や夜
間を含めて学校開放を拡大し、地
域の見守る目をふやせ。

地域住民や関係者に
理解と協力を求めてい
く必要がある。

スクールバ
ス運行終了
について

共　産 中里　光夫 教育次長 北沢小の統合に伴うスクールバス運
行の終了を保護者は不安視してい
る。通学路の安全対策を強力に進
め、不安が解消されたことを運行終
了の判断基準とせよ。

９月末の運行終了まで
に通学路の一層の安
全確保に努める。

希望丘小の
体育館機能
の回復

無所属 青空　こうじ 教育次長 希望丘小体育館は、耐震性能が低
い事実が発覚して使用できない状
況だ。児童や保護者の切実な願い
に応え、耐震補強などにより早急に
体育館機能を回復させよ。

不可欠な施設であり、
可能な限り早急な機能
回復に努める。

希望丘小の
教室数不足
への対応

無所属 青空　こうじ 教育次長 希望丘小の教室数不足が深刻な状
況だ。児童数の増加への対応はもと
より、学校が担う地域コミュニティー
の核としての役割に必要な諸室をど
う確保するのか。

学校の機能への影響
が最少となる手法を考
慮し対策を講じる。

希望丘小体
育館の代替
施設の確保

自　民 石川　ナオミ 教育次長 希望丘小体育館の耐震性能が低い
事実が発覚し、長期間使用中止と
なった。子どもの身体や心を育む上
で不可欠のため、早期使用はもとよ
り代替施設も確保せよ。

複数の代替施設を具
体的に学校に示し、影
響の軽減に努める。

フィンランド
との海外交
流の実現

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

小中学生の海外派遣拡充を再三求
めてきた。今夏に行うフィンランドへ
の教員派遣の継続的な実施や姉妹
都市提携に向けた取り組みの推進
など、拡充に力を注げ。

多くの児童が学ぶ機
会に恵まれるよう、海
外派遣を充実する。

ＰＴＡ活動
の見直し

立民社 風間　ゆたか 生涯学習
部長

強制感や負担感から、ＰＴＡ非加入
世帯が増加し、全国的な問題となっ
ている。教員、保護者とも可能な範
囲で活動する、時代に応じたＰＴＡ
づくりに取り組め。

会議回数の削減など、
負担軽減に向けた見
直しを進める。

不適切な校
則の改善

F行革 桃野　よしふみ 教育政策
部長

区立中の校則には、人権侵害にも
なりかねない「ブラック校則」と言える
ものが存在する。中でも下着は白と
指定する校則は明らかに不適切
だ。即刻改善せよ。

学校に伝え、見直しは
生徒と合意をとりなが
ら進めたい。
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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

パラリンピッ
ク競技を通
じた教育

自　民 河野　俊弘 教育政策
部長

パラリンピック競技を通して、障害者
が創意工夫し限界に挑む姿を目に
することは、共生社会の重要性を学
ぶ契機となる。教育現場での競技
体験の場を拡充せよ。

パラリンピック競技を通
した交流や体験を行う
場を拡大する。

児童に合わ
せたランド
セルの使用

自　民 加藤　たいき 教育政策
部長

ランドセルは両手が使え、転倒時に
は後頭部を保護するなどの利点が
ある一方、体が大きい児童は背負う
のが困難だと聞く。必ず使用しなけ
ればならないのか。

リュックサック型のかば
んであれば、学校で認
めている。

経堂図書館
の第三者評
価後の対応

共　産 たかじょう　訓子 生涯学習
部長

区は指定管理者制度を導入して２
年目となる経堂図書館において、民
間の第三者機関による評価を実施
予定だ。評価の結果をどう生かし、
どう公表していくのか。

民間活力導入の参考
にし、議会や区民にも
公表していく。

希望丘小の
校庭確保策

希　望 佐藤　美樹 教育次長 希望丘小の増築棟整備に伴って狭
くなる校庭への対策として、隣接す
る区立公園を校庭用地として活用
することをこれまで求めてきた。その
後の検討状況を示せ。

活用には課題が多く、
引き続き関係所管と条
件整備に努める。
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