
令和元年５月２７日 

教 育 総 務 課 

 

平成３１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３１年第１回区議会定例会 

会  期： 平成３１年２月２０日（水）～３月２７日（水） 

① 代表質問 ２月２０日（水）・２月２１日（木） 
② 一般質問 ２月２１日（木）・２月２２日（金） 

 

（２）平成３１年予算特別委員会 

  審査日程： 平成３１年３月６日（水）～３月２２日（金） 

① 総括質疑         ３月 ６日（水） 

② 文教委員会所管質疑    ３月１９日（火） 

③ 補充質疑         ３月２２日（金） 

 

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３１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

教育関連経
費の拙速な
負担軽減策

自　民 和田　ひでとし 副区長 区が示した給食費の負担軽減策は
食材料費を保護者負担とする国の
方針と逆行する。幼児教育無償化と
整合を図らずに、拙速に31年度予
算に計上した理由を示せ。

子育て支援策として教
育における保護者の
負担軽減を図る。

学校給食費
無償化の丁
寧な周知

公　明 諸星　養一 教育長 所得制限つきではあるが、区が学
校給食費無償化を31年度予算案に
反映したことを評価する。無償化の
対象が中間所得者層までとなること
を保護者へ周知せよ。

全保護者に外国語版
も含め案内チラシを配
布し周知する。

区立校での
体罰防止の
推進

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

教員による児童生徒への体罰や言
葉での暴力は、いかなる状況下で
あっても許されない。区立校での体
罰防止に全力で取り組め。

児童生徒を尊重する
教員の人権意識を高
めていく。

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

新設する教
育関連基金
の活用方法

立民社 中村　公太朗 教育次長 新設予定の基金の使途が海外派遣
に参加する子どもに限定されるなら
ば、参加できない子どもとの格差拡
大を招くだけであり反対だ。派遣枠
拡大などに活用せよ。

多様な観点から効果
的かつ柔軟な活用を
検討する。

通学路での
交通事故の
再発防止

共　産 桜井　稔 教育次長 30年12月の桜町小児童の交通死
亡事故は歩道がない道路で起き
た。痛ましい事故の再発防止に向
けガードレールを設置するなど、安
全対策の強化に早急に取り組め。

学校や関係機関とも連
携し、通学路の安全対
策向上に努める。

就学援助制
度の申請率
の向上

ＳＰＪ すがや　やすこ 教育次長 保護者の教育における経済的な負
担軽減を図る就学援助制度は申請
率が約50％しかない。申請率向上
に向け、保護者に直接案内するな
ど周知方法を工夫せよ。

よりわかりやすい案内
文を作成し、十分な周
知に努める。

平成３１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

医療と連携
した児童虐
待防止体制

ＳＰＪ すがや　やすこ 教育次長 成育医療基本法の制定により、医
療機関と連携した児童虐待防止体
制の強化が期待される。区立校で
の健診時など医師と連携した虐待
防止の取り組み状況を示せ。

虐待の懸念があれば
学校医と学校長が連
携して対応している。

部活動支援
員の確保策
の工夫

自　民 石川　ナオミ 生涯学習
部長

部活動で教員のかわりを担う部活
動支援員の配置実績は29年度416
名にも上った。これに満足せず、教
員の負担軽減に向け大学などと連
携し一層の確保に努めよ。

区内大学とより連携す
るなど工夫し、引き続
き確保に努める。

教員の多忙
化解消

共　産 たかじょう　訓子 区長 教育の充実には、教員がよりよい授
業を行うための準備や教材研究を
行う時間の確保が必要であり、その
ためには教員の多忙化解消が急務
だ。区長の認識を示せ。

授業の準備や教材研
究を十分行える環境
整備が責務と考える。

区立校のＩ
ＣＴ環境整
備のあり方

自　民 加藤　たいき 教育次長 区は家庭からパソコンなどを持参し
授業に活用するＢＹＯＤの視点を取
り入れるとしたが、持参できない子ど
もとの格差を生むため反対だ。区が
全員分用意せよ。

学校にある端末も有効
活用しながらＩＣＴ環境
整備を進める。

「ブラック校
則」の改善

F行革 桃野　よしふみ 教育政策
部長

さきの議会で、生徒の髪の長さや下
着の色などを規定した区立中の「ブ
ラック校則」は人権侵害の懸念があ
り、即刻改めるよう指摘した。改善の
見通しを示せ。

身だしなみの制限など
の必要性の検討を校
長会で周知した。

全区立中の
制服自由選
択制の導入

F行革 桃野　よしふみ 教育政策
部長

区は生徒が制服を選択したい場合
は個別に相談することとしている
が、相談は性的マイノリティーの生
徒にとって負担が大きい。相談不要
で自由に選択可能とせよ。

性的マイノリティーに
配慮する上でも相談は
必要と考える。

中途半端な
学校給食費
の無償化

自　民 菅沼　つとむ 教育次長 区が進める学校給食費無償化の対
象は全体の３分の１の世帯だけだ。
無償化というのなら全区立校の全員
を対象に実施すべきであり中途半
端な無償化は撤回せよ。

保護者を初め、多くの
区民の理解を得られる
よう取り組む。

区の強引な
教育費の負
担軽減策

自　民 安部　ひろゆき 教育次長 区の教育費の負担軽減策は、食材
料費を保護者負担とする国の教育
費無償化の理念を否定する上、私
立校に通う家庭を無視した不公平
な施策だ。なぜ実施するのか。

義務教育を預かる区と
して、保護者の負担軽
減を目指すものだ。
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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

ガリレオコン
テストでの
工夫

無所属 青空　こうじ 教育政策
部長

ガリレオコンテストは、区立中生徒が
自然科学分野の研究を行い発表す
るすばらしいイベントだ。子どもや保
護者の参観者数を一層ふやすため
の工夫に力を注げ。

発表時の動画を学校
で視聴可能とし校長会
での周知に努める。

新たに設置
する教育基
金の目的

自　民 真鍋　よしゆき 教育次長 今議会に世田谷遊びと学びの教育
基金条例が提案された。当基金は
海外派遣事業だけではなく、部活
動での保護者の負担軽減など長年
の懸案の解決にも十分生かせ。

さまざまな懸案の解決
も視野に、より効果的
な活用を考える。

通学路の安
全確保策の
強化

自　民 おぎの　けんじ 教育次長 30年12月の桜町小児童のバスによ
る交通死亡事故は交通量が多く狭
い通学路で起きた。再発防止に向
け、警察やバス事業者と連携し通学
路の安全確保に尽力せよ。

運行事業者の協力を
得ながら庁内連携で
安全対策に取り組む。

実効性の高
い安全マッ
プの作成

世田谷 ひうち　優子 教育次長 通学路の安全対策を強化すべき
だ。学校や保護者、地域が主体と
なって通学路の危険箇所を反映し
た実効性の高い安全マップを作成
し、子どもに注意喚起せよ。

独自の安全マップ作
成の活動が広がるよう
取り組む。

障害のある
子どもへの
支援充実

公　明 河村　みどり 教育政策
部長

発達障害児の個に応じた支援を充
実すべきだ。少人数グループや個
別指導できめ細かく自立活動を行
える固定制の自閉症・情緒障害特
別支援学級を開設せよ。

開設への検討を加速
し障害のある子どもへ
の支援充実を図る。

教員の働き
方改革の推
進

立民社 羽田　圭二 教育政策
部長

国が示した教員の働き方改革案は
残業時間規制が主で、終業時刻が
管理されていない現場の実態に即
していない。真に教員の業務負担
軽減に資する改革を行え。

業務量に見合った人
員体制の整備を図り、
負担軽減に努める。
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