
令和元年１２月１０日 

教 育 総 務 課 

 

令和元年第３回区議会定例会及び決算特別委員会における質問について 

 

１．議会日程 

（１）令和元年第３回区議会定例会 

会  期： 令和元年９月１７日（火）～１０月１８日（金） 

① 代表質問 ９月１７日（火）・９月１８日（水） 

② 一般質問 ９月１８日（水）・９月１９日（木） 

 

（２）令和元年決算特別委員会 

  審査日程： 令和元年１０月１日（火）～１０月１５日（火） 

① 総括質疑         １０月 １日（火） 

② 文教委員会所管質疑    １０月１０日（木） 

③ 補充質疑         １０月１５日（火） 

 

 
２．世田谷区のホームページにおける閲覧等 

区議会本会議及び決算特別委員会における全ての質問・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」における決算特別委員会の質問・答弁については、１２月

下旬公開予定。 

※令和元年第３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

校庭への人
工芝の導入

自　民 加藤　たいき 教育次長 人工芝の校庭は、雨天後も利用で
き、砂ぼこりも立たないため、保護者
や地域からの評価も高いと聞く。区
も導入に向けて検討し、改築予定の
学校から試行せよ。

耐震再診断の対応な
どの財政負担を踏まえ
て検討する。

給食費無償
化に特化し
た再周知

公　明 岡本　のぶ子 教育次長 区は所得制限を設けた上で給食費
無償化を実施するが、周知が不十
分であり認定者は想定の半数にも
達していない。無償化に特化した通
知を作成して再周知せよ。

わかりやすく工夫した
通知の送付など早急
に対応する。

不登校児童
生徒への支
援体制強化

公　明 岡本　のぶ子 教育長 不登校対策が急務だ。学習支援の
機会確保のために、ほっとスクール
とともに、ｅラーニングを不登校の児
童生徒の在宅での学習支援のツー
ルに活用せよ。

不登校の児童生徒に
応じた多様な学習の
場を提供する。

インクルー
シブ教育の
推進

立民社 羽田　圭二 教育長 障害の有無に関係なく一緒に学ぶ
インクルーシブ教育を推進すべき
だ。配慮を要する児童がふえる中で
も障害に応じた支援を十分行えるよ
う人員体制を強化せよ。

学校現場と連携しさら
なる人的支援充実へ
の検討を進める。

教育委員会
の隠蔽体質
の改善

Ｆ行革 大庭　正明 教育長 教育委員会は、常任委員会で議員
の情報提供依頼には非協力的な一
方、当該資料の情報開示請求には
迅速に応じた。議会との情報共有を
図るつもりはあるのか。

指摘を受け、より積極
的な答弁や報告、情
報提供を行う。

学校教室の
一層の活用

あらた 小泉　たま子 教育長 地域で最も大きい公共施設である
学校は、既に子どもの生活の場でも
ある。普通教室の活用も踏まえ、将
来に向けて検討せよ。

下校後や土日の活用
など、地域の協力を得
ながら検討する。

令和元年第３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



　

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

池之上小耐
震化に伴う
真摯な対応

あらた 神尾　りさ 教育長 池之上小の耐震化に伴い遠方の旧
北沢小への通学を強いられる点に
児童や保護者は不安を抱いてい
る。教育長はみずから説明会に出
席し当事者と真摯に向き合え。

説明会に出席し、みず
から説明をさせてもら
いたい。

不登校児童
生徒の出席
認定をせよ

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

国は、ＩＴなどを活用して在宅学習し
ている不登校児童生徒は所定の基
準を満たせば出席扱いすべきとして
いる。区教育委員会もこれに倣い出
席認定をせよ。

他自治体での事例の
研究などに取り組んで
いきたい。

部活動不適
切指導撲滅
に取り組め

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

区立中教員による部活動時の暴言
や体罰は撲滅すべきだ。まずはス
ポーツコーチングなどの研修を行う
専門家と連携し、部活動指導に係る
教員研修を行え。

コーチングの研修など
を導入し、適切な指導
を再確認させる。

プログラミン
グ教育の指
導力育成

自　民 畠山　晋一 教育政策
部長

小学校でのプログラミング教育の必
修化が来年の４月に迫る中、論理的
思考力を指導出来る体制が十分と
は言えない状況だ。区は早急に対
策を講じよ。

意義を十分理解させ、
不安なく授業ができる
力を培う。

学校へのス
マートフォ
ン持ち込み

Ｆ行革 桃野　芳文 教育政策
部長

都はこれまで区立小中学校への児
童生徒のスマートフォン等の持ち込
みを禁じてきたが、方針を見直し今
後は各区の判断に委ねるとした。区
の今後の方針を示せ。

来年度中を目途に実
態に即した取り扱いの
ルールを検討する。

全家庭への
就学援助の
ニーズ把握

Ｆ行革 桃野　芳文 教育次長 就学援助の申請率は約50％であ
り、支援が必要な家庭に行き届いて
いない。学校を通じて保護者全員に
申請の意思を確認するなど援助が
適切に届く仕組みとせよ。

意思確認や周知の方
法など検討を進め実
現に向けて取り組む。

子どもの体
力向上への
取り組み

あらた つるみ　けんご 教育政策
部長

区内の男子児童生徒は30年度体力
テストのほぼ全項目で全国平均を
下回っている。区は改善傾向にある
などと楽観視せず分析に努め体力
向上の取り組みを進めよ。

大学と連携し結果を科
学的に分析し具体的
取り組みを進める。

学校と家庭
との連絡手
段の電子化

都ファ そのべ　せいや 教育政策
部長

保護者・教員の負担軽減に向け、
連絡手段を電子化すべきだ。配布
プリントや欠席連絡を電子化し、共
通の連絡事項を教育委員会が発信
する体制も構築せよ。

各家庭とのやりとりの
電子化について研究
検討を進めていく。



　

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

出席扱いと
する学校外
活動の拡大

都ファ そのべ　せいや 教育政策
部長

出席扱いとなる学校外の活動に一
貫性がなく、内申書に記載される欠
席日数が増えることを危惧して活動
を控える子どもがいる。出席扱いの
取り扱いを拡大せよ。

社会通念などに照らし
個別の事案ごとに判断
する必要がある。

学校体育館
のエアコン
設置の課題

自　民 石川　ナオミ 教育次長 全区立校体育館へのエアコンの設
置が進む中、設置された一部の学
校からエアコンの効きが悪いとの声
があり、対策が急務だ。設置に当
たっての課題を示せ。

体育館は面積や断熱
など構造が多様で設
置位置に制限がある。

エアコン効
果を上げる
ための対策

自　民 石川　ナオミ 教育次長 体育館のエアコンの効果を上げるた
めには気密性や断熱性を高めること
が有効だ。屋根への遮熱塗料の塗
装や窓へのフィルムの貼付など、必
要な対策を講じよ。

断熱や遮熱は効果的
と聞いており必要な対
策を検討していく。

区立小中学
校での国際
交流の拡大

公　明 高久　則男 教育政策
部長

区立校と区内インターナショナルス
クールが交流し児童が異文化への
理解を深めることは、多文化共生社
会実現への一歩となる。東京2020
大会を機に交流を拡大せよ。

提案の交流も含め国
際交流が大会後も継
続するよう取り組む。

台湾との教
育交流への
区の姿勢

立民社 中村　公太朗 教育長 アジアへの小中学生の派遣枠拡大
の動きが議会でありながら、今回の
台湾訪問時に区長は教育交流の話
に全く触れなかった。教育交流を進
めるつもりはあるのか。

３年度から派遣を開始
するスケジュールで積
極的に進める。

特別支援教
室との連携
体制の現状

生　ネ 金井　えり子 教育政策
部長

特別支援教室に通う児童生徒が通
常学級でもきめ細かい指導を受けら
れる仕組みが必要だ。特別支援教
室を巡回する指導教員と学級担任
との連携状況を示せ。

支援教室での指導の
様子を学級担任に伝
えるなどしている。


