
令和２年５月１２日 

教 育 総 務 課 

 

令和２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）令和２年第１回区議会定例会 

会  期： 令和２年２月１９日（水）～３月２７日（金） 

① 代表質問 ２月１９日（水）・２月２０日（木） 

② 一般質問 ２月２０日（木）・２月２１日（金） 

 

（２）令和２年予算特別委員会 

  審査日程： 令和２年３月５日（木）～３月２３日（月） 

① 総括質疑         ３月 ５日（木） 

② 文教委員会所管質疑    ３月１７日（火） 

③ 補充質疑         ３月２３日（月） 

 

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。 

※令和２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

世田谷９年
教育の総括

自　民 下山　芳男 教育長 ２年度から新学習指導要領に基づ
く教育が始まり、区の教育は転換期
を迎える。教育の更なる発展に向
け、この間の世田谷９年教育の取組
をどう総括するのか。

小中学校の情報連携
などの推進に成果が
あったと考える。

せたがや11
＋による教
育の発展

自　民 下山　芳男 教育長 区は世田谷９年教育を発展させ、就
学前から一貫した教育を行うせたが
や11＋を示した。この取組により、
区の教育の質を今後どのように高め
ていくのか。

子ども主体の体験や
協働を重視した課題
解決学習に変える。

新ＢＯＰ事
務局長への
民間人登用

あらた 佐藤　美樹 生涯学習
部長

新ＢＯＰは学校生活の延長になりが
ちだ。心地よい環境整備に向け放
課後事業のノウハウを持つ民間人
材を事務局長に登用せよ。

民間人材を広く登用し
コーディネート機能を
高める。

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

ホームペー
ジへの拙速
な校則公開

Ｆ行革 桃野　芳文 教育政策
部長

ホームページでの区立中の校則公
開に際し、各学校の意向を無視し
教育委員会が一方的に変更した校
則を公開させたため、学校も保護者
も混乱した。猛省せよ。

説明が不十分で誤解
による混乱を生じたこ
とを反省している。

教員の行き
過ぎた生活
指導

Ｆ行革 桃野　芳文 教育政策
部長

髪を染めた生徒は教室に入れない
という生活指導が行われている区立
中があるが、このような指導は学校
教育法に反しており許されない。生
徒に適切に対応せよ。

二度とないよう学校を
厳しく指導し、生徒に
謝罪も行った。

給食用牛乳
パック移行
に伴う対応

Ｆ行革 桃野　芳文 教育総務
部長

区は給食用牛乳を紙パックに変更
し、リサイクルを進める予定だ。アレ
ルギーで触れない子どももいる中、
パックを洗う作業などで安全性を確
保できるのか。

アレルギーのある子ど
もの人権と安全を優先
し十分配慮する。

令和２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



　＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

瀬田小改築
での教育環
境の充実

自　民 菅沼　つとむ 教育総務
部長

区は瀬田小の改築に向けた検討を
進めている。改築に当たり、校庭の
広さを十分確保することはもとより、
将来的な児童数増加に対応できる
よう教室数を拡大せよ。

普通教室を２つ増やし
ワークスペースとして５
教室確保する。

校庭の人工
芝化のモデ
ル実施校

自　民 菅沼　つとむ 教育総務
部長

人工芝の校庭は雨天後もすぐに利
用でき、砂ぼこりも立たないため環
境面で優れている。区が示した人工
芝による校庭整備のモデル実施は
小学校が対象なのか。

実施校はゴムチップ舗
装の校庭がある小学
校を予定している。

学校でのリ
サイクルの
見える化

公　明 平塚　敬二 教育総務
部長

区の給食用牛乳の紙パックへの変
更は環境教育を進める絶好の機会
だ。紙パックをトイレットペーパーに
再生して学校に返すなど、リサイク
ルの見える化を図れ。

リサイクルの仕組みな
ど分かりやすく伝える
工夫を検討する。

好事例を生
かした不登
校対策

立民社 中山　みずほ 教育政策
部長

校則全廃などにより生徒に合わせ
た教育で注目される桜丘中は元年
度に入学した生徒の約４割が指定
校変更で通い、また、不登校の子ど
もが通うほっとスクールでは尾山台
や城山と比べ希望丘が人気だ。不
登校対策に資する両施設が選ばれ
る理由をどう考えるか。

桜丘中は子どもの自
主性を尊重し運営され
ており、ほっとスクール
にも共通点があると考
える。

ほっとス
クールの運
営手法の改
善

自　民 河野　俊弘 教育政策
部長

公設民営の手法を用いたほっとス
クール希望丘はニーズが想定を上
回り、定員を増やす予定だ。定員を
下回っているほかの２施設にもこの
手法を導入し改善を図れ。

三者間の会議で希望
丘の利点を職員が学
ぶ機会を設けている。

教員の長時
間労働の改
善

立民社 羽田　圭二 教育政策
部長

教員の長時間労働の要因は人員不
足であり、区が行う教員の労働時間
管理の徹底では改善につながるの
か疑問だ。長時間労働の実態を的
確に把握し対策を講じよ。

教員の活動を支援す
る人員を配置するなど
の対応を進める。

新ＢＯＰ学
童の過密化
等改善を

共　産 江口　じゅん子 生涯学習
部長

学童の登録数が95人超の大規模校
は３分の２を占める。過密化の一方
指導員は欠員状態。この状況をどう
捉え、当面200名超の大規模新ＢＯ
Ｐにどう対応するのか。

過密化対応が急務で
あり２年度普通教室の
試行的活用を図る。



　＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

学校給食を
通じたＳＤＧ
ｓの実践

生　ネ 高岡　じゅん子 教育総務
部長

学校給食の中で、持続可能な開発
目標「ＳＤＧｓ」を実践すべきだ。子ど
もの未来と健康づくりも視野に、地
産地消や有機農法による食材を一
層活用せよ。

区内農産物の使用を
進め今後も安心安全
の給食提供に努める。

ＳＤＧｓ教育
への教育長
の見解

生　ネ 高岡　じゅん子 教育政策
部長

ＳＤＧｓ教育に係る議会質問に対
し、区はキャリア教育と関連付けて
地域資源を活用した教育を行うと答
弁した。キャリア教育に精通する教
育長の見解を示せ。

生活や学習にＳＤＧｓ
の考えを取り入れ教育
の基盤にしたい。


