
令和２年１月１４日 

教 育 総 務 課 

 

令和元年第４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１１月２６日（火）～１２月５日（木） 

（１）代表質問 １１月２６日（火）・１１月２７日（水） 

[ 質問者：５会派 ５名 ] 

 

（２）一般質問 １１月２７日（水）・１１月２８日（木） 

[ 質問者：３１名 ] 

 

 

２．主な質問要旨等 

別紙「令和元年第４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４回定例会の内容については、 

２月中旬公開予定。 



　【 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

公共心を育
む道徳教育
の推進

自　民 阿久津　皇 教育政策
部長

地域社会の持続的な発展に向け道
徳教育を充実すべきだ。自由や権
利の享受だけでなく、社会の一員と
しての公共心を育み、地域貢献の
重要性を子どもに教えよ。

キャリア教育と関連づ
け地域貢献の意識向
上を図る。

近現代史教
育の充実

自　民 阿久津　皇 教育政策
部長

区立中では近現代史の授業が不足
している。よりよい社会を次世代へ
つないでいくため、社会の仕組みや
成り立ちを十分学べるよう、近現代
史の授業を充実せよ。

現代的な課題の解決
能力などを子どもに育
んでいく。

公教育が果
たすべき役
割

自　民 阿久津　皇 教育長 将来子どもが社会の一員として自立
するために、公教育が果たす役割
は大きい。土台となる人間力の強化
に向け、基礎的な学力と体力の向
上を最優先に取り組め。

社会を生き抜くための
学力と体力を培う取り
組みを進める。

ドリームジャ
ズバンド事
業見直し

Ｆ行革 田中　優子 教育長 さきの決算特別委員会で、希望者
が少ないにもかかわらず多額の税
金が投入されたドリームジャズバン
ド事業の来年度予算の見直しを求
めた。検討状況を示せ。

来年度予算編成の中
で事業見直しも含め検
討を進めている。

将来を見据
えた教育へ
の投資

あらた 神尾　りさ 区長 区の将来を担う人材の育成に向
け、就学前から中学卒業まで一貫し
た教育を行う仮称せたがや11＋(イ
レブン・プラス)　や教員の資質向上
に注力すべきだ。教育への予算配
分をふやせ。

最善の教育環境を整
えるために必要な予算
を確保していく。

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

不適切な校
則が復活す
る可能性

Ｆ行革 桃野　芳文 教育政策
部長

11月下旬に全区立中のホームペー
ジで校則が公開され、不適切だと指
摘してきた下着の色などの規定がな
くなっていた。今回の見直しが今後
覆ることはないか。

見直しが必要と判断し
たため、再規定は想定
していない。

令和元年第４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

教員の深刻
な長時間労
働の是正を

共　産 江口　じゅん子 区長 区が実施の教員の勤務状況調査で
深刻な長時間労働の実態が判明し
た。国の変形労働時間制導入法案
では改善につながらない。法改正
について区長の見解を伺う。

長時間労働を何として
も是正することが最優
先の課題である。

池之上小改
築に伴うバ
ス運行を

共　産 中里　光夫 教育次長 旧北沢小統合時と同様に、通学の
安全確保と不安解消のために、池
之上小改築に伴う仮校舎への通学
にバスを運行すべき。北沢小統合
時のバス運行の評価を示せ。

安全対策や保護者の
不安解消の面から評
価できると考える。

山崎小の芝
生化された
校庭の改善

自　民 畠山　晋一 教育次長 山崎小の校庭のトラック中央部分の
天然芝は、養生や維持管理などに
より長期間使用できないことが多く、
子どもの運動の妨げとなっている。
早急に改善せよ。

学校などと協議しなが
ら改善に向けた検討を
行っていく。

保護者によ
るキャリア教
育の推進

世田谷 ひうち　優子 教育政策
部長

子どもが幅広い職業に接し仕事や
人生への学びを深める視点は重要
だ。法律や金融、ＩＴなどの専門家
に加え、多様な職種の保護者による
キャリア教育を行え。

保護者などの協力を
得ながら新しいキャリ
ア教育を検討する。

48年障害児
海外派遣ゼ
ロの実態!?

減　税 あべ　力也 教育政策
部長

区は児童生徒の海外派遣事業で48
年間も障害児を派遣してこなかっ
た。差別のない世田谷の実現に向
け看過できない。選考方法など誰も
が参加できるよう見直せ。

指摘を重く受けとめ、
今後検討していく。

香害による
健康被害の
啓発強化

生　ネ 金井　えり子 教育政策
部長

柔軟剤などの香料に起因した香害
による子どもへの健康被害が懸念さ
れる。保護者も含めた啓発の強化
に向け、新たな子ども用チラシを授
業などで活用せよ。

全区立幼稚園と小中
学校へ授業での活用
や施設掲示を促した。

仮称せたが
や11＋(イレ
ブン・プラ
ス)　の進め
方

生　ネ 金井　えり子 教育政策
部長

区は就学前から中学卒業まで一貫
した教育を行う仮称せたがや11＋
(イレブン・プラス)　に取り組む。幼
児期こそ子どもを管理するよりも伸
び伸びと個性を発揮する環境を優
先せよ。

子どもの感性や主体
性、創造性を育める支
援体制を整備する。

世田谷９年
教育での課
題

自　民 石川　ナオミ 教育政策
部長

区は近隣小中学校が学び舎を構成
して活動する世田谷９年教育を進
めている。小中学校教員間におけ
る情報共有の困難さなどの課題を
しっかり認識しているのか。

小学校から中学校へ
の情報の引き継ぎに
は改善の余地がある。



　＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

民間委託に
よる新ＢＯＰ
の運営

あらた 佐藤　美樹 生涯学習
部長

放課後は、子どもが日中の教室から
解放され、遊びを通じて学べる時間
だ。新ＢＯＰがそのような場となるよ
う、地域人材を含め民間活用による
運営の検討を。

他自治体の実例を踏
まえ、民間ノウハウ活
用の可能性を探る。

ＳＤＧｓを踏
まえた防災
教育推進

立民社 中山　みずほ 教育政策
部長

身近な災害と学習を結びつけて考
えることは、持続可能な開発目標「Ｓ
ＤＧｓ」を踏まえた教育の推進にもつ
ながる。台風19号の教訓を生かした
防災教育を行え。

台風と気候変動問題
を関連づけて学ぶなど
取り組みを進める。

ものづくり学
校事業の新
たな展開

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

ものづくり学校事業の新たな展開で
は、産業界と連携し教育事業を行う
べきだ。キャリア教育の拠点としての
職業体験の場や子どもの居場所な
どへの活用を図れ。

子どもの学びや居場
所の視点について関
係所管で協議する。


