
令和元年８月２７日 

教 育 総 務 課 

 

令和元年第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：令和元年６月１２日（水）～６月２１日（金） 

（１）代表質問 ６月１２日（水）・６月１３日（木） 

[ 質問者：５会派 ５名 ] 

 

（２）一般質問 ６月１３日（木）・６月１４日（金） 

[ 質問者：３１名 ] 

 

 

２．主な質問要旨等 

別紙「令和元年第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」における令和元年第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

新教育長が
目指す教育
政策

自　民 おぎの　けんじ 教育長 急速な社会変化の中、児童生徒が
力強く生きていくには、自分で考え
判断する力を育むことが肝要だ。
キャリア教育にたける新教育長が目
指す教育政策を示せ。

子どもが将来への希望
を持てるような教育を
推進していく。

学校給食費
無償化の再
周知

公　明 佐藤　弘人 教育次長 学校給食費無償化の周知を学校が
児童に配布する通知の一部に併記
しただけでは、的確に伝わっている
か疑問だ。無償化に特化した通知
で保護者に再度周知せよ。

保護者がわかりやすい
ように表現を工夫し再
周知する。

新公会計制
度での図書
館運営分析

公　明 佐藤　弘人 生涯学習
部長

新公会計制度の導入により、財政が
可視化され多角的な事業評価が可
能となった。フルコスト情報を用いて
区立図書館の運営を分析し委託な
どとの比較検証を行え。

委託と直営の比較評
価などを踏まえ効率化
を目指す。

就学前教育
の充実

公　明 佐藤　弘人 教育次長 堺市では幼児教育に係るカリキュラ
ムを作成し、全ての幼児の円滑な進
学を支援している。就学前教育が全
家庭に行き渡るよう世田谷版カリ
キュラムを作成せよ。

世田谷版のカリキュラ
ム作成に向け、検討を
進めたい。

不登校対策
での保護者
支援の拡充

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

不登校対策は喫緊の課題だ。学校
に居心地の悪さを感じている隠れ不
登校の子どもや欠席が多い子ども
の保護者まで支援を広げよ。

隠れ不登校の保護者
も含め不登校の理解
促進を図る。

学校での子
どもの人権
侵害根絶

立民社 風間　ゆたか 教育長 区立校の校長や教員が子どもの人
権侵害に当たる不適切な指導を行
う事態が散見される。新教育長は根
絶に全力で取り組め。

教員研修の充実など
根絶に向けた取り組み
を強化している。

学校給食費
無償化のあ
り方

Ｆ行革 田中　優子 教育次長 区は学校給食費の無償化について
所得制限を設けておきながら無償
化とうたっているが、実際に全ての
児童生徒を対象とした場合の予算
額はいくらになるのか。

申請なしで全児童生
徒を無償化した際は
約25億円となる。

令和元年第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
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＜代　表＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

新教育長の
就学援助に
対する見解

Ｆ行革 田中　優子 教育長 教育長は就任挨拶で一人の子ども
も置き去りにしないと述べた。就学
援助の支援が十分行き届いていな
い現状をどう考えるのか。

今後、給食費について
もその視点で考えてい
きたい。

池之上小改
築に伴う区
の対応

あらた 佐藤　美樹 教育次長 池之上小改築に伴う仮校舎を旧北
沢小にすると距離が遠くなり指定校
を変更せざるを得ない児童が出てく
る。区が目指す地域に根差した学
校運営と矛盾しないか。

全児童が安全に地域
の核である学校に通え
るよう努める。

学校耐震問
題での場当
たり的対応

あらた 佐藤　美樹 教育長 池之上小の改築を初め、学校耐震
問題への区の場当たり的な対応は
地域や保護者の不信感を招いた。
今後は優先順位をしっかりと見きわ
めて丁寧に対応せよ。

保護者や地域へ丁寧
に説明し教育委員会
が一丸で取り組む。

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

社会教育や
生涯学習の
重要性

あらた 小泉　たま子 教育長 いじめやひきこもりの解消には地域
の力が必要であり、社会教育や生
涯学習の重要性が一層高まってく
る。学校現場での経験を踏まえ新教
育長はどう取り組むか。

区長部局と連携し地域
コミュニティーの活性
化促進に努める。

主権者教育
のさらなる
推進

立民社 羽田　圭二 教育政策
部長

選挙権年齢の18歳への引き下げを
踏まえ、子どもの社会参加意欲のさ
らなる向上を図るべきだ。物事を多
面的に捉えて判断していく力を培う
主権者教育を推進せよ。

社会参画の態度を養
いつつ、主権者教育
の基盤構築に取り組
む。

不登校への
初期対応の
強化

公　明 福田　たえ美 教育政策
部長

不登校対策では早期支援が重要
だ。作成予定の不登校に係るガイド
ラインに初期対応の方法を明示し、
校内で情報共有して解決に当たる
支援シートも作成せよ。

初期対応の方法の記
載と支援シートの導入
を予定している。

学校非正規
栄養士の格
差是正を！

減　税 あべ　力也 教育次長 区立校に勤務する栄養士のうち、区
の非正規職員は都の正規職員と同
様の業務を行っているが、所得が正
規職員と比べて低い上、賞与すらな
い。格差是正を図れ。

財源を含めた人事権
の移譲などについて都
へ要望していく。
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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

シチズン
シップ教育
の充実

生　ネ 高岡　じゅん子 教育政策
部長

区民の主体的な政治参加を促す取
り組みが重要だ。社会の新たなルー
ルをつくる市民の活動などを子ども
が授業で体験して学ぶシチズンシッ
プ教育を充実せよ。

各教科の学習を横断
的に進め主体性ある
市民の育成に努める。

キャリア教
育の推進

自　民 石川　ナオミ 教育長 近年の社会変化やニートの増加は
子どもの将来への不安を助長して
おり、キャリア教育の見直しが必要
だ。専門家である新教育長は何が
重要と捉えて進めるのか。

地域とのつながりの中
で職業観を大切に育
てる教育を進める。

多文化体験
コーナーの
利用促進

Ｆ行革 ひえしま　進 教育政策
部長

中央図書館の多文化体験コーナー
は利用状況が芳しくない。利用目的
を明確にした上で、英語体験教材
の見直しやＳＮＳの積極的な活用に
より、利用促進を図れ。

新プログラムの導入や
ポスターでの周知など
工夫していく。

中央図書館
子どもエリ
アへの配慮

Ｆ行革 ひえしま　進 生涯学習
部長

中央図書館に設置予定の子どもエ
リアの階層は安全性や利便性を最
優先に配慮して決めるべきだ。乳幼
児連れの親や高齢者が利用しやす
いよう、１階に設置せよ。

安全性や利便性に配
慮し、効果的なゾーニ
ングを検討する。

ＳＤＧｓを踏
まえた教育
の推進

自　民 河野　俊弘 教育政策
部長

持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」の視
点を踏まえた教育を進めるべきだ。
まずは児童生徒への理解促進を図
るため、「ＳＤＧｓ」の推進に向けたビ
ジョンを示せ。

人権教育や防災教育
など多様な活動をこの
視点で体系化する。

真のインク
ルーシブ教
育の実現

立民社 桜井　純子 教育政策
部長

障害を理由に子どもの教育環境を
分けることが障害者差別を生む要
因の一つだ。区長は全ての子どもが
ともに学ぶ真のインクルーシブ教育
を有言実行せよ。

真のインクルーシブ教
育が必ず実現するよう
取り組んでいく。

教員の労働
環境実態調
査の実施

立民社 桜井　純子 教育政策
部長

教員の人権意識の欠如や苛酷な労
働環境などが教員による子どもの人
権侵害の要因となっていることが考
えられる。区立校教員の働き方に係
る実態調査を行え。

教員の時間の使い方
などを項目に入れて実
態調査を進めたい。

子どもの命
を守る教育
施策の推進

生　ネ 金井　えり子 教育長 虐待を初めとする子どもが犠牲にな
る悲痛な事件が発生する中、子ども
の命を守ることは大人の責務だ。新
教育長はこの重大な責務を胸に刻
み教育施策を進めよ。

多様な手段での安全
確保を最優先に人権
と生命と健康を守る。
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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

学校の危機
管理体制の
強化

生　ネ 金井　えり子 教育政策
部長

下馬周辺の学校で不審者情報が
あった際に、保護者が学校に情報
提供を求めたが、対応がなかったと
聞く。緊急連絡メールの迅速な配信
など体制を強化せよ。

警察やＰＴＡ、地域な
どと一層連携して安全
確保に努める。

下北沢への
図書館カウ
ンター設置

世田谷 ひうち　優子 生涯学習
部長

二子玉川と三軒茶屋にある図書館
カウンターは貸し出しや取り寄せな
どに特化している上、駅から近く夜
遅くまで開館しており大変好評だ。
下北沢にも設置せよ。

下北沢など利用が多く
見込まれる場所への
設置検討を進める。

一歩踏み込
んだ性教育
の実施

生　ネ 田中　みち子 教育長 実の娘が父親に性的虐待を受けた
事件の無罪判決が相次いだことは
誠に遺憾だ。新教育長は性被害の
現状や解決策を伝えるなど、一歩踏
み込んだ性教育に取り組め。

性被害の現状や課題
などの内容も含め、性
教育の充実を図る。

全国初の校
則全校公開
を当区から

　虹　 上川　あや 教育政策
部長

茶色い地毛を黒く染めさせる等の
「ブラック校則」が議論され区教委も
全校で見直しを進めているが「地域
に開かれた学校運営」をうたう当区
なら、全校で公開を。

各学校のホームペー
ジでの公開に校長会と
連携して取り組む。
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