
令和２年８月２５日 

教 育 総 務 課 

 

令和２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２年６月１０日（水）～６月１９日（金） 

（１）代表質問 ６月１０日（水）・６月１１日（木） 

[ 質問者：５会派 ５名 ] 

 

（２）一般質問 ６月１１日（木）・６月１２日（金） 

[ 質問者：３１名 ] 

 

 

２．主な質問要旨等 

別紙「令和２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２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

学校との情
報伝達手法
の確立

自　民 河野　俊弘 教育長 休校が続いたことにより、友人や教
師との交流が図れず多くの子どもが
不安を抱いている。第２波に備え、
ＳＮＳなどを利用した情報伝達手法
を早期に確立せよ。

世田谷の子どもたちの
ためにできる限り早い
対応を取る。

オンライン
授業への教
育長の認識

公　明 福田　たえ美 教育長 区は２年度中に区立校用タブレット
を約４万3000台整備予定だ。双方
向通信での学習やオンライン授業
に対する教育長の認識を示せ。

双方向につながり学び
合う新たな教育の転換
へつなげる。

区立図書館
運営の抜本
的な見直し

公　明 福田　たえ美 教育長 他自治体の電子図書館はコロナ禍
でも電子書籍の貸出し機能を維持
した。感染防止に加え、運営費削減
の観点からも電子図書館を導入す
るなど運営体制を見直せ。

財政的な見直しの観
点から図書館運営体
制の検討を進める。

子どもの成
長を支える
学校教育

立民社 桜井　純子 教育長 オンラインは学習道具の一つと捉
え、子ども同士で成長することを保
障しインクルーシブな視点に立つ教
育環境の構築をせよ。

ＩＣＴを効果的に活用
し、豊かな学校生活の
実現を支援する。

全校一律中
止を強制す
る世田谷区

Ｆ行革 桃野　芳文 教育政策
部長

国も示す通り、修学旅行などの教育
活動は学校が実施の有無を判断す
るものだ。区や教育委員会は全校
一律中止を強制するのか。

指導や助言をするが
最終的には校長判断
を尊重する。

ＩＣＴを活用
した学習環
境の整備

あらた 神尾　りさ 教育総務
部長

区は２年度にタブレットを活用した
学習環境を整備する予定だ。教員
研修やカリキュラム作成などソフト面
の整備にも注力せよ。

新年度からスムーズに
移行できるよう取り組
む。

令和２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



　＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

オンライン
での教育交
流の実施

立民社 いそだ　久美子 教育政策
部長

新型コロナの影響で２年度の児童
生徒の海外派遣事業が中止となっ
た。貴重な交流機会が失われない
よう、訪問予定だった現地校とのオ
ンライン交流を実施せよ。

時差が少ない国とのリ
アルタイムの交流な
ど、検討を進める。

図書館での
電子書籍の
導入を！

減　税 あべ　力也 生涯学習
部長

コロナ禍での外出自粛に伴い図書
需要が増大したが、感染防止の観
点から、区立図書館や区立校の図
書室に人と接触しないで貸し出せる
電子書籍を導入せよ。

電子図書館サービス
の活用を学校との連携
を含め検討する。

家計急変時
も就学援助
利用を

共　産 江口　じゅん子 教育総務
部長

従来認定は、前年度所得で審査の
ため、コロナで家計急変の世帯は
利用できない。国も家計急変の際、
直近の所得で審査を、と通知してい
る。早急に対応せよ。

実施に向け所得状況
の確認などの課題は
あるが検討を進める。

タブレットを
活用した在
宅授業

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

この間の休校で学校から家庭への
連絡や学習機会の確保などの対応
に課題が残った。第２波による休校
に備え、子どもと教員が簡単に扱え
るデバイスを選択せよ。

教員や子どもにとって
使いやすく効果的に
学べるものを選ぶ。

学校再開後
の家庭学習
への支援

無所属 青空　こうじ 教育政策
部長

新型コロナの影響による区立校の
休校中、区の学習動画の配信は家
庭学習の支援に、調理動画は家族
団らんのきっかけにもなる。学校再
開後は継続しないのか。

今後の休校も想定し授
業を配信する仕組み
づくりに取り組む。

臨時休校中
の教員への
支援

無所属 青空　こうじ 教育政策
部長

区立校の教員は臨時休校中、安全
な授業の再開方法や子どもの心の
ケアと学習機会の確保などの課題
に直面してきた。この間、区は教員
をどう支援してきたのか。

在宅勤務やオンライン
での会議や研修に取り
組んできた。

学校におけ
る食の提供
の維持

生　ネ 田中　みち子 教育総務
部長

給食は子どもの健康保持に重要な
役割を担っており、危機的状況下こ
そ学校が食を保障すべきだ。コロナ
禍の食の格差を教訓に学校で食を
提供する体制をとれ。

給食の果たす役割を
踏まえ、学校給食施設
の活用を検討する。

学校と保護
者の連絡手
段の電子化

都ファ そのべ　せいや 教育総務
部長

区立校と保護者の連絡手段によう
やくメールを可能としたが、教員と児
童生徒間と同じく双方向ツールを導
入し、緊急時への備えと更なる利便
性の向上を図れ。

双方向ツールの安全
性や互換性に留意し
比較の上で取り組む。



　＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

学習用タブ
レットの早
急な配付

自　民 加藤　たいき 教育総務
部長

新型コロナによる休校で子どもの教
育機会が奪われる中、学習用タブ
レットの一斉配付が年末では遅すぎ
る。早急に準備を進め最高学年か
ら段階的に配付せよ。

段階的な整備など、可
能な限り速やかな配付
に全力を挙げる。

学校と保護
者の連絡手
段の電子化

自　民 加藤　たいき 教育総務
部長

区立小ではいまだに連絡帳を使用
しているが、アプリに変えることで緊
急連絡やプリント配付の効率化が
図られ教員の多忙化解消にもつな
がる。早急に導入せよ。

安全性や利便性など
に留意し導入するツー
ルを検討する。

休校に伴う
対応の改善

共　産 たかじょう　訓子 教育政策
部長

コロナ禍での休校に伴い自宅学習
が増えたことによる保護者負担の増
加や教員と子どもとの意思疎通不
足などの課題が明らかとなった。第
２波に備え検証せよ。

再度の学校休業も想
定し、適切な課題設定
などを検討する。

休校中の子
どもの活動
場所の確保

自　民 宍戸　三郎 生涯学習
部長

学校休校により、公園は子どもが集
まり密集状態だった。密集回避や健
全育成などの観点から、休校中の
校庭や体育館の開放に向け、安全
マニュアルを整備せよ。

マニュアルを整備の
上、ほかの校庭開放
事例を基に検討する。

子どもの心
に寄り添う
教育の実施

生　ネ 金井　えり子 教育政策
部長

コロナ禍で長期間にわたる休校によ
り生活習慣が変化し、ストレスを感じ
る子どもが多い。子どもの気持ちに
寄り添い、心身の成長を育む教育
に一層取り組め。

子どもの心身をバラン
スよく育んでいけるよう
取り組む。

学校での消
毒液の適切
な管理

生　ネ 金井　えり子 教育総務
部長

消毒剤として使用される次亜塩素
酸ナトリウムは子どもが吸いこむと健
康へ悪影響を及ぼす危険性があ
る。学校で使用する際には適切な
管理ができているのか。

消毒液は養護教諭が
0.05％に希釈したもの
を使用している。

学校では自
然素材の石
けんを使え

生　ネ 金井　えり子 教育総務
部長

石けんはウイルス除去効果が証明
されている。合成界面活性剤や香
料等を避けるべきだ。子どもの健康
に配慮するため、学校では自然素
材の石けんを使用せよ。

環境や人体に影響が
少ないものを選ぶよう
取り組んでいく。

学校でのオ
ンライン授
業の導入

世田谷 ひうち　優子 教育政策
部長

緊急事態宣言に伴う学校休校で区
が行う授業の動画配信では学習の
質を担保できない。教師と子どもが
双方向でつながり学習できるオンラ
イン授業を導入せよ。

様々な端末を活用し
学習を支援できるよう
検討を進める。



　＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

個人情報保
護条例の見
直し

立民社 中山　みずほ 教育総務
部長

今後の新型コロナ対応では、行政
や教育のＩＣＴ化を早急に推進すべ
きだ。クラウドサービスに対応できて
いない個人情報保護条例の改正も
視野に、検討を進めよ。

個人情報保護とＩＣＴ
活用の両立について
今後議論していく。


