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区議会提出議案に関する意見聴取 

     （平成３１年度一般会計（教育費）予算案及び平成３１年度学校給食費会計予算案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成３１年２月１２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３１年度一般会計（教育費）予算案及び平成３１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３１年度(2019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３１年度(2019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３１年度（２０１９年度）の経済見通しと経済財政運営については、同年１０月に

消費税率の引上げが予定されている中、経済の回復基調が持続するよう、臨時・特別の措

置を講ずるなど、各種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、内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、通商問題も含む海外経済の流動性・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３１年度（２０１９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よる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などを見込み、前年度比で増額としました。 

区は、基本構想に掲げる九つのビジョンの実現に向け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。  

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、平成３０年度からの地方消費税の算出方法の見直しや消費税率１０％引上げにあわせ

た地方法人税の国税化の拡大による減収に加え、幼児教育無償化に伴う財政負担の増加な

ど、今後の行政サービスへの影響が危惧され、区財政は予断を許さない状況にあります。  

    

これらを踏まえ、平成３１年度（２０１９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に努めるこ

とを基本とし、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３１年度（２０１９年度）当初予算においては、新たにスタートした新

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、「子どもが輝く参加と協働の予算」として編成しました。 
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２ 平成３１年度(2019 年度)当初予算規模〔各会計当初予算（案）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

３ 平成３１年度(2019 年度)一般会計当初予算について 
 

平成３１年度（２０１９年度）の一般会計当初予算は、前年度比 174 億 2,800 万円（5.8％）

増の 3,193 億 800 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、31 億 7,700 万円増の 1,240 億 4,900 万円としました。 

○  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

の増加等を踏まえ、58 億 1,000 万円増の 538 億 3,800 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いました。なお、財政調整基金からの繰入れは行っていません。  

○  特別区債は、小学校改築経費や梅ヶ丘拠点整備費などに活用し、発行額を前年度比

△2 億円減の 108 億円としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （金額の単位：百万円） 

会計区分 

平成 30年度 

(2018年度) 

平成 31年度 

(2019年度) 増減率 

金額 金額 増減額 

一般会計 301,880 319,308 17,428 5.8％ 

特
別
会
計 

国民健康保険事業会計 84,437 82,330 △2,106 △2.5％ 

後期高齢者医療会計 20,712 21,326 615 3.0％ 

介護保険事業会計 68,868 72,425 3,557 5.2％ 

学校給食費会計 2,864 2,980 116 4.1％ 

合 計 478,761 498,370 19,609 4.1％ 
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一般会計 歳入 
（金額の単位：百万円） 

区  分 

平成 30年度 

(2018年度) 

予算額 

平成31年度 

(2019年度) 

予算額 

構成比 増減額 増減率 

一
般
財
源 

特別区税 120,872 124,049 38.8％ 3,177 2.6％ 

特別区交付金 48,028 53,838 16.9％ 5,810 12.1％ 

譲与税・その他交付金 20,676 20,848 6.5％ 172 0.8％ 

繰入金（財政調整基金、減債基金） 2,771 986 0.3％ △1,785 △64.4％ 

その他 1,555 2,584 0.8％ 1,029 66.1％ 

一般財源 計 193,903 202,305 63.4％ 8,402 4.3％ 

特
定
財
源 

国庫支出金 46,985 50,885 15.9％ 3,900 8.3％ 

都支出金 24,033 26,492 8.3％ 2,459 10.2％ 

特別区債 11,000 10,800 3.4％ △200 △1.8％ 

繰入金（特定目的積立基金等） 6,846 7,212 2.3％ 366 5.3％ 

その他 19,113 21,614 6.8％ 2,500 13.1％ 

特定財源 計 107,978 117,003 36.6％ 9,026 8.4％ 

歳入合計 301,880 319,308 100.0％ 17,428 5.8％ 
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（２）歳出予算の概要 

  各款別の歳出予算では、梅ヶ丘拠点整備経費や子ども関連経費、社会保障関連経費

の増などにより、民生費が前年度比 6.4％、91億 5,800万円の増、区立小学校の改築

経費の増などにより、教育費が前年度比 9.2％、23億 3,100万円の増、道路用地取得

経費の増などにより、土木費が前年度比 4.4％、14億 6,100万円の増、財政調整基金

積立金の増により、諸支出金が前年度比 10億 800万円の増、風しん対策経費の増など

により、衛生費が前年度比 13.2％、9億 5,900万円の増、退職手当の増などにより、

職員費が前年度比 1.6％、7億 4,600万円の増、玉川総合支所・区民会館改築経費の増

などにより、総務費が前年度比 1.7％、5億 800万円の増、ごみ収集作業経費の増など

により、環境費が前年度比 3.9％、3億 5,800万円の増、商業振興経費の増などにより

産業経済費が前年度比 7.9％、1億 3,000万円の増、姉妹都市交流周年事業経費の増な

どにより、議会費が前年度比 2.2％、1,700万円の増となっています。 
 
 
≪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 

 ・ 介護人材確保・育成・定着支援の総合的推進 

・  障害者の生活の場等の整備促進 

 ・ 障害者の相談支援体制の強化 

 ・ 精神障害者施策の充実 

 ・ 医療的ケアを必要とする障害児（者）への支援 

 ・ 梅ヶ丘拠点整備  

 ・ 梅ヶ丘拠点障害者支援施設の開設 

 ・ 受動喫煙対策 

 ・ 風しんの感染拡大防止対策 

 

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 

・ 「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 

 ・ 就学援助の充実 

・  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 
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 ・ 教育総合センター 

・  学校の整備・改築等 

 ・ 太子堂調理場の大規模改修工事 

  

４．暮らし・コミュニティ  

・  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 

 ・ 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２０１９ 

 ・ 国際交流の推進 

・ 人権・男女共同参画の推進 

・  商業振興 

 ・ 就労支援事業 

 ・ 証明書自動交付機システム廃止に伴う対応 

  

５．安全・安心  

・  地域防災力の向上 

 ・ 防災情報通信システムの整備 

・  木造住宅密集地域の解消  

 ・ 豪雨対策  

  

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  
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一般会計 歳出 

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

区 分 

平成 30年度 

(2018年度) 

予算額 

平成 31年度 

(2019年度) 

予算額 

構成比 増減額 増減率 

人
件
費 

議員等報酬 598 598 0.2％ 0 0.0％ 
職員給料・手当等 

職員・議員共済費等 
42,206 42,458 13.3％ 251 0.6％ 

退職手当 3,689 4,188 1.3％ 499 13.5％ 

人件費 計 46,493 47,244 14.8％ 751 1.6％ 
非常勤職員報酬と臨時 

職員賃金を加えた場合 
54,767 55,890 17.5％ 1,123 2.1％ 

行
政
運
営
費 

扶助費 82,723 86,565 27.1％ 3,842 4.6％ 

公債費 4,947 5,700 1.8％ 753 15.2％ 

他会計繰出金 26,023 27,203 8.5％ 1,180 4.5％ 

その他行政運営費 93,886 102,897 32.2％ 9,012 9.6％ 

行政運営費 計 207,578 222,366 69.6％ 14,787 7.1％ 

投
資
的
経
費 

普通建設事業費 47,379 49,316 15.4％ 1,937 4.1％ 

 普通建設(用地買収を除く) 37,582 39,709 12.4％ 2,128 5.7％ 

 用地買収 9,797 9,607 3.0％ △191 △1.9％ 

積立金 430 383 0.1％ △47 △10.9％ 

投資的経費 計 47,809 49,699 15.6％ △1,890 4.0％ 

歳 出 合 計 301,880 319,308 100.0％ 17,428 5.8％ 

 

② 款別                                   （金額の単位：百万円） 

款 

平成 30年度 

(2018年度) 

予算額 

構成比 

平成 31年度 

(2019年度) 

予算額 

構成比 増減額 増減率 

01 議会費 770 0.3％ 787 0.2％ 17 2.2％ 

02 総務費 30,759 10.2％ 31,267 9.8％ 508 1.7％ 

03 民生費 142,742 47.3％ 151,900 47.6％ 9,158 6.4％ 

04 環境費 9,247 3.1％ 9,605 3.0％ 358 3.9％ 

05 衛生費 7,250 2.4％ 8,209 2.6％ 959 13.2％ 

06 産業経済費 1,647 0.5％ 1,777 0.6％ 130 7.9％ 

07 土木費 33,063 11.0％ 34,524 10.8％ 1,461 4.4％ 

08 教育費 25,469 8.4％ 27,800 8.7％ 2,331 9.2% 

09 職員費 45,627 15.1％ 46,373 14.5％ 746 1.6％ 

10 公債費 4,947 1.6％ 5,700 1.8％ 753 15.2％ 

11 諸支出金 60 0.0％ 1,067 0.3％ 1,008 - ％ 

12 予備費 300 0.1％ 300 0.1％ 0 0.0％ 

合 計 301,880 100.0％ 319,308 100.0％ 17,428 5.8％ 

6



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(2018 年度)～

平成３３年度(2021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    １６億６，７００万円 

 

○ ふるさと納税対策の推進                           １億１００万円  

・目的と使途を明確化した寄附金の募集 

・クラウドファンディングの活用など 

  

○ 働き方改革に向けた取組み                      １，２００万円  

・ＩＣＴ機器の活用等による事務改善 

  

○ 区役所全体のエネルギー使用量の削減                 ２，６００万円  

・ＥＣＯステップせたがやの推進、街路灯ＬＥＤ化  

  

○ 官民連携の取組み                            ７００万円  

・東京 2020 大会イベントの人材協力や出演者紹介、グッズ配布等の協力など  

  

○ 施策事業の効率化                                 ６，６００万円  

・補助金の見直し  

・情報化基盤の強化（クラウド・仮想化技術等の活用） 

・時代にあった業務改善の取組み（ＲＰＡの導入）  

・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  

  （平成 30年 10月料金改定の平年度化による増） 

  

○ 債権管理の適正化と収納率の向上                          １，１００万円  

・債権管理重点プランに基づく滞納整理の強化  

 

○ 公共施設等総合管理計画に基づく取組み        １３億９，０００万円  

・建物の長寿命化等による改築時期の延伸  

・複合化などによる面積縮減  

・仮設建築物の抑制  

・公共施設跡地の有効活用  など
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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〔829,674 千円〕を除く） 

教育委員会所管の教育費は、前年度より 23億 5,767万 4千円増（前年度比 9.6％増）

の 269億 7,056万 2千円となりました。 

「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２年目を迎える平成

３１年度（２０１９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） 

 
平成30年度 

(2018年度)予算 

平成31年度 

(2019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 18,043,693 19,263,554 1,219,861 6.8％ 

投資的経費 6,557,639 7,695,452 1,137,813 17.4％ 

合   計 24,612,888 26,970,562 2,357,674 9.6％ 

 

（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３１年度（２０１９年度）予算については、｢世田谷９年教育｣の定着と質の向

上、教科「日本語」の新たな取組み、教育相談・特別支援教育の充実、就学援助の充

実、教育における保護者の負担軽減施策、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ます。全小学校の特別教室

へのＩＣＴ機器の整備など臨時的経費の減要素もありますが、全体では前年度より約

12億 2,000万円の増（前年度比 6.8％増）となりました。 

   

（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３１年度（２０１９年度）予算については、改築工事（小学校２校）、一部改築

工事（小学校１校）、外構・校庭整備工事（小学校１校）、増築工事（小学校３校）の

ほか、教育総合センター整備に向けた実施設計及び若林小学校校舎等の解体工事や、

太子堂調理場の大規模改修工事を予定しております。小・中学校の改修などの減要素

もありますが、全体では前年度より約 11 億 3,800 万円の増（前年度比 17.4％増）とな

りました。 

 

※平成 31 年度（2019 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）」

（10 頁～14 頁）を参照。 
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２ 一般会計 職員費 
                               （金額の単位：千円） 

 
平成30年度 

(2018年度)予算 
平成31年度 

(2019年度)予算 
増減額 増減率 

人 件 費 2,353,006 2,315,689 △37,317 △1.6％ 

 

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 3,700

万円の減（前年度比 1.6％減）となりました。 

 
 

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

 
平成30年度 

(2018年度)予算 
平成31年度 

(2019年度)予算 
増減額 増減率 

学校給食費会計 2,864,201 2,980,320 116,119 4.1％ 

   

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。児

童・生徒数の増加に伴い、前年度より約 1 億 1,600 万円の増（前年度比 4.1％増）と

なりました。

9



４ 重点項目（教育委員会分抜粋）  ※【新】は新規事業、【拡】は拡充事業を示す。 

（１）健康・福祉 

項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

医療的ケアを必要とする障害

児（者）への支援 

【拡】区立小・中学校における医療的ケア 

児の支援に向けた看護師の試行的な配置 
6,819 

（２）子ども若者 

項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

【新】新ＢＯＰ学童クラブの運

営時間延長モデル事業の実施 

モデル校における運営時間の延長 

 運営時間の延長の効果や適切な手法等の 

検証 

  Ｈ30（2018）18時 15分まで 

  Ｈ31（2019）19時 15分まで 

  ※運営時間を 1時間延長（平日のみ） 

  

モデル実施校 

  桜小学校、下北沢小学校、玉川小学校、 

喜多見小学校、千歳台小学校 

16,597 

（３）教育 

項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

教育の情報化推進 

・【拡】全中学校の特別教室へのＩＣＴ機器 

の配備 

・【新】インターネットを活用したクラウド 

環境の検証（ＢＹＯＤ） 

・【新】ＩＣＴ支援員の派遣 

1,024,622 

｢世田谷９年教育｣の定着と質

の向上 

・【拡】ＩＣＴ（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（2018）4校モデル実施 

   Ｈ31（2019）全校実施 

・教員の指導力向上のための海外研修 

260,225 
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項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

中学校英語教育の充実 

・【拡】外国人英語教育指導補助員 

 （ＡＬＴ）派遣日数拡充 

  Ｈ30（2018） 1,976日 

   →Ｈ31（2019） 3,098日 

73,286 

教科「日本語」の新たな取組み 

・【拡】教科用図書の改訂 

  Ｈ30（2018）「哲学」（中学校 1年生用） 

の改訂 

  Ｈ31（2019）「哲学」（中学校 1年生用） 

を除く全ての教科用図書の改訂 

・幼児教育用教材の製作 

95,357 

教育相談・特別支援教育の充実 

・【新】中学校特別支援教室の導入 

・【拡】心理教育相談員の配置 

  Ｈ30（2018） 32人 

   →Ｈ31（2019） 33人 

・【拡】支援要員の配置 

  Ｈ30（2018） 149人 

   →Ｈ31（2019） 186人 

・小学校特別支援教室の運営 

1,315,538 

【拡】就学援助の充実 

・新入学用品費の支給額引上げ 

   小学校入学前 

    Ｈ30（2018） 40,600円 

     →Ｈ31（2019） 63,100円 

             （22,500円増） 

   中学校入学前 

    Ｈ30（2018）  47,400円 

     →Ｈ31（2019） 79,500円 

             （32,100円増） 

・小学校新入学用品費の前倒し支給 

  Ｈ32（2020）4月入学予定の小学校新 1 

年生を対象に入学前支給を実施 

585,644 

【拡】教育における保護者の負

担軽減施策 

Ｈ31（2019）10月より実施 

・就学援助基準を、国の高校授業料無償化モ 

デル相当の生活保護基準の 1.4倍に引上げ 

・給食費の費目のみを、東京都の高校授業料 

無償化モデル相当の生活保護基準の 2.06 

倍に引上げ 

82,150 
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項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

ほっとスクールの運営 

・ほっとスクールの運営 

  Ｈ31（2019）2月「希望丘」開設により 

3か所で運営 

・【新】ほっとスクールＩＣＴ学習環境整備 

  ｅ-ラーニングを活用できるＩＣＴ環境 

を整備し、生徒の学習を支援 

72,724 

図書館ネットワークの整備・拡

充 

・梅丘図書館改築に向けた実施設計 

  Ｈ34（2022）開設予定 

・砧図書館の新たな運営手法検討 
240,856 

学校図書館の運営体制の充実 

・【拡】図書館司書の配置校拡大 

  Ｈ30（2018）70校 

  →Ｈ31（2019）90校（全校配置） 

・学校図書館スーパーバイザーの配置 

424,787 

教育総合センター 

整備に向けた実施設計及び若林小学校校舎 

等の解体工事 

 Ｈ33（2021）開設予定 
230,407 

幼児教育・保育推進ビジョンの

推進 

・【新】幼児教育環境支援専門員 

  （アトリエリスタ）の配置 

   幼稚園等の環境整備に芸術的視点を 

盛り込むための人材を活用 

・【新】乳幼児を対象とした文化・芸術体験 

事業 

・【拡】小 1サポーターのモデル実施校拡充 

19,122 

海外教育交流 

・【新】フィンランド教育交流 

・ポートランド市との交流に向けた実地調査 

・小・中学生姉妹都市交流事業の実施 

  バンバリー市、ウィニペグ市 

・ふるさと納税を活用した海外教育交流派遣 

 への寄附の募集 

44,161 
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項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

【新】学校の暑熱対策 

・暑熱対策用備品の整備 

  日除けテント、ミスト発生機等 

《参考》 

・小中学校体育館への空調設備の設置工事等 

 【30年度 4次補正予算対応予定】 

13,500 

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 3校（芦花、希望丘、塚戸） 

・次期改築校 基本構想 2校 

・内部・外部大規模改修 

・学校施設の耐震再診断の速報値を踏まえ 

 た対応  など 

6,894,086 

太子堂調理場の大規模改修工

事 

・改修工事 

  Ｈ31（2019）7月～Ｈ32（2020）3月 

  （予定） 

・弁当方式給食の実施※ 

  改修工事期間中の弁当方式による給食 

  の提供（2学期・3学期） 

 ※のうち一部は学校給食費会計に計上 

 （105,656千円） 

771,468 

文化財保護の推進 

・国重要文化財「野毛大塚古墳出土品」 

 保存修理 

・世田谷デジタルミュージアムの開設 

  Ｈ31（2019）4月開設予定 

31,585 
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（４）暮らし・コミュニティ 

項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

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 

・【拡】東京 2020大会に向けた気運醸成 

ＵＳＯＣとの交流イベント 

教育推進校事業  など 

・【拡】ホストタウン・共生社会ホストタウ 

ンの取組み 

 交流イベントの実施 

 全区立小、中学校・幼稚園での人権教育の 

推進  など 

74,432 

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

０１９ 

・学校エコライフ活動等の推進 3,571 

国際交流の推進 

※P.12「海外教育交流」の再掲 

・【新】テーマ型交流による交流事業の実施 

  フィンランド教育交流 

・姉妹都市交流事業の実施 

    ウィニペグ市、バンバリー市との小・中 

学生姉妹都市教育交流事業 

44,161 

（５）都市づくり 

項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)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 66,949 

（６）特別会計 

項  目 
内  容 

＊Ｈ30(2018)・Ｈ31(2019)は年度を示す 

予算額 

（千円） 

学校給食費 
・共同調理場方式  7校 

・自校、親子調理方式 83校 
2,980,320 
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Ｎｏ．９

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 3,932,470 206,461 千円 前年度増減 896,631 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（2018年度）～平成33年度（2021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 

   ●教育の情報化推進（【拡】ｅ‐ラーニングなどICTを活用した 

     学校教育の展開 など）  ⇒資料№10参照 

   ●【新】中学校特別支援教室の設置 

   ●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】心理教育相談員、支援要員の配置増 

   ●ほっとスクール「希望丘」の民間事業者による運営  

   ●【新】ほっとスクールＩCT学習環境整備  など 

                ２，３９７，５７０ 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・パラリンピックに向けた気運醸成事業 

  ●オリンピック・パラリンピック教育推進校事業  など 

 
                      １７７，０７０ 千円 

 教員が子どもとかかわる時間の拡充 
  ●スクール・サポート・スタッフの配置 

  ●部活動支援員制度の充実 

  ●教育支援チームの運営  など    

   

           ６１９，９３９ 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 

                  １４８，３５４ 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 
 ●世田谷デジタルミュージアムの開設 

 ●野毛大塚古墳出土品保存修理  など 

                       
           １０７，６２３ 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～ 
   ●整備に向けた実施設計及び若林小学校校舎等の 

     解体工事 など 

                ２３０，４０７ 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 

  ●【新】幼児教育環境支援専門員の配置 

  ●【新】乳幼児を対象とした文化・芸術体験事業の実施 

  ●【拡】小1サポーターのモデル実施校拡充  など 

  
          １８，７１０ 千円 

      知と学びと文化の情報拠点としての図書館の充実 
  

 ●梅丘図書館改築に向けた実施設計 

 ●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 

                           
          １３７，４４０ 千円 

  教科「日本語」の新たな取組み 
   ●【拡】教科用図書の改訂 

   ●新聞教育・演劇教育 

   ●ビブリオバトルなどの表現活動 

   ●幼児教育用教材の製作   など 

                ９５，３５７ 千円 
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Ｎｏ．１０

0 千円 前年度増減 49,694 千円
＜資料Ｎｏ．９再掲＞

教育の情報化推進
教育委員会事務局 予算額 143,867 千円 特定財源

 第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画、世田谷区教育の情報化推進計画・第２期行動計画に基づき、新学習指導要領への対応

を進め、理数教育・プログラミング教育（ＳＴＥＭ教育）等を推進し、児童・生徒の情報活用力の育成を図る。ＢＹＯＤ（クラウドによ

る検証）、ｅ－ラーニング、ＩＣＴ支援員、特別教室へのＩＣＴ環境整備等、ソフト・ハード両面から一体となった取り組みにより、Ｉ

ＣＴ環境の整備を推進する。 

ＩＣＴを活用した学習支援の中学校全校展開 

 ＩＣＴ（ｅ－ラーニング）を活用した学習支援

を、中学校２９校全校へ拡大する。生徒の家庭及

び学校での学習を支援することにより、全体的か

つ個に応じた学力の向上を図る。 

 

円滑な授業実施にむけたICT支援 

 ＩＣＴ支援員の配置により、教職員間のＩＣＴ

スキルの向上を図り、分かりやすい効果的な授業

を教職員が行えるようになることを目指す。 

 教職員ＯＢ等をコーディネーターとして活用す

るなど、学校を訪問支援する体制を構築する。 

（３名体制を想定） 

 

オープンなクラウド環境の構築・検証 

 クラウド環境をインターネット上に構築し、セ

キュリティを確保しながら、新しい技術に対応で

きる基盤の検証を進める。家庭から個人所有のＰ

Ｃ等を持ち込み、学校の授業で活用可能とするＢ

ＹＯＤ*を視野に入れ、各学校に分散しているサー

バの集約も含め検証を行い、具体的な利用範囲を

明確化し、スムーズで確実な整備につなげる。 

 *ＢＹＯＤ 
  =Ｂｒｉｎｇ Ｙｏｕｒ Ｏｗｎ Ｄｅｖｉｃｅ

ring Your Own r own device) 
 

中学校特別教室用ＩＣＴ機器の整備 

 ＳＴＥＭ教育の推進等に際し、学校におけるＩ

ＣＴ化推進のために中学校の特別教室のＩＣＴ環

境整備を行う。 

 大型拡大提示機、実物投影機、タブレット型情

報端末のＩＣＴ機器を中学校の特別教室２教室

（主に理科教室、数学室）に配備する。 

ＢＹＯＤ(クラウドによる検証) 

ｅ－ラーニング 予算額：45,943千円 

ＩＣＴ支援員 予算額：19,571千円 
ＢＹＯＤ*(クラウドによる検証) 予算額：33,347千円 

特別教室のＩＣＴ環境整備 予算額：45,006千円 

ｅ－ラーニング 

ＩＣＴ支援員 特別教室の 

ＩＣＴ環境整備 

理数教育 

プログラミング

教育 

デジタル教材 

主旨 

２０２１年度に開設予定の教育総合センターは、子どもたちが未来社会（Society 5.0）を生き抜く力を身につけるため、ＥｄＴｅｃｈ（「教育」×

「ＩＣＴやＡＩ等のテクノロジー」）の多様なしくみを取り入れ、これまでの学びを革新し、教育に関するデータ活用による研究成果や新たな授業スタ

イルを発信する拠点としての機能も有する。教育総合センター開設を見据え、ＩＣＴ環境整備を段階的に進めていく。 

 

教育総合センター 
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Ｎｏ．１１

効果額
（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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・H31（2019） 千円 （合計　336,000千円）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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H31（2019） 千円 （合計　181,395千円）千円）

計 H31（2019） 千円 （合計　517,395千円）千円）

学校名
平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

平成34年度
（2022年度）

松原小学校 △☆ ☆○ ○ ※

経堂小学校

外壁改修 1校

トイレ他改修工事 1校

△…設計、☆…解体工事、○…建築工事、※…外構・校庭整備工事

19,141 517,366

13,000 336,000

181,3666,141

※

主な内容 校数 学校名

外部大規模改修 2校
用賀小学校

瀬田中学校
●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。

△○ ☆○弦巻中学校 □△ △

【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】

二子玉川小学校

☆○ ○

○ ○ ※塚戸小学校

砧小学校 □ △ △

代沢小学校 （注2） ○※

○

学校名

希望丘小学校

平成31年度
（2019年度）

○※

芦花小学校 ○ ○※

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

前年度増減 464,716 千円

□…基本構想等、△･･･設計、☆…解体工事、○･･･建築工事、※･･･外構・校庭整備工事 △…設計、○…建築工事、※…外溝・校庭整備工事

学校の整備・改築等 教育委員会事務局 予算額 6,894,086 千円 特定財源 5,687,525 千円

学校名
平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

平成34年度
（2022年度）

平成35年度
（2023年度）

内容 校数 内訳

山野小学校 ※

次期改築校　2校 □

若林小学校 （注1） ○※

耐震補強設計 9校
小学校8校

中学校1校

耐震補強設計 4校 中学校4校

内容 校数 内訳

学校施設の改築  予算額 4,121,772千円   学校施設の増築  予算額 1,314,052千円  

学校施設の改修 予算額 1,292,762千円  

学校施設の一部改築  予算額 114,000千円 

学校施設の耐震再診断の速報値を踏まえた対応 予算額 51,500千円  

（参考）学校施設の耐震再診断の速報値を踏まえた対応 

30年度4次補正予算対応予定 135,130千円  
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