
令和２年１２月８日 

教 育 総 務 課 

 

令和２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２年第３回区議会定例会 

会  期： 令和２年９月１５日（火）～１０月１６日（金） 

① 代表質問 ９月１５日（火）・９月１６日（水） 

② 一般質問 ９月１６日（水）・９月１７日（木） 

 

（２）令和２年決算特別委員会 

  審査日程： 令和２年９月３０日（水）～１０月１３日（火） 

① 総括質疑         ９月３０日（水） 

② 文教委員会所管質疑   １０月 ９日（金） 

③ 補充質疑        １０月１３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２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

オンライン
による教育
機会の確保

自　民 石川　ナオミ 教育政策
部長

様々な事情で登校できない児童生
徒への教育機会を増やすことが必
要だ。不登校だけでなく入院中の
子など個々に応じて支援できるオン
ライン授業を活用せよ。

より広い学びの選択肢
を提供できるよう取り組
む。

教育総合セ
ンター設置
の意義

公　明 佐藤　弘人 教育長 区が設置予定の教育総合センター
については、我が党が求め続けてき
た新たな教育研究機関の開設とい
う機能が抜け落ちている。改めて設
置することの意義を示せ。

現場の教職員を支え
るバックアップ機能な
どの展開を図る。

不登校の子
どもへの教
育機会確保

公　明 佐藤　弘人 教育政策
部長

区立校で導入された学習支援アプ
リは主体性を育む授業を行える上、
教員と生徒との交流が活発になるた
め、不登校児童生徒の学習に有効
だ。積極的に導入せよ。

早急にオンラインでの
学習支援を全校に広
げたい。

不登校対策
の計画的な
推進

立民社 風間　ゆたか 教育政策
部長

不登校対策は不登校特例校の設
置に限らずオルタナティブ教育の導
入とほっとスクール拡充と合わせて
教育総合会議等開かれた場で検討
し計画的に進めよ。

多様な教育や教育課
程に捉われない学校
を検討する。

子どもの個
性を生かし
た教育

あらた 小泉　たま子 教育長 一人も取り残さない教育の実現には
従来の教育課程の枠に捉われず子
どもの個性を生かすことが大切だ。
教育長の見解を示せ。

個性を尊重し伸ばす
教育を推進する姿勢
を明確にしていく。

＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

修学旅行の
キャンセル
料肩代りを

減　税 あべ　力也 教育政策
部長

コロナ禍で小中学校の修学旅行が
中止となる中、福島市では旅行の
キャンセル料が発生した際に、市が
全額を肩代わりする方針を示した。
区も全額肩代わりせよ。

他自治体の例などを
参考に公費で補塡す
る可能性を検討する。

令和２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

児童生徒が
望む学校給
食の実現

立民社 いそだ　久美子 教育総務
部長

私が行った区立校児童生徒への給
食に係る調査で食事時間が短いこ
となどが分かった。給食を残さずお
いしく食べきれるよう、区も給食環境
向上に向け調査せよ。

指摘の点も踏まえ栄養
バランスの取れた給食
の提供に努める。

学校への欠
席届のオン
ライン化

世田谷 ひうち　優子 教育総務
部長

コロナ禍での教育現場のＩＣＴ化を
一層推進すべきだ。教員の業務効
率化に加え、保護者の負担軽減に
もつながるよう、児童の欠席届のオ
ンライン化を進めよ。

スマートフォンなどのア
プリを導入しオンライン
化していく。

給食を通じ
た食農教育
の推進

生　ネ 金井　えり子 教育総務
部長

生産地と食卓が離れている今、子ど
もが食について学ぶことは必要だ。
給食にも自治体間連携を取り入れ
る等、栄養面だけでなく農と繋がる
食農教育を推進せよ。

地元農家の講話や一
緒に給食を食べる交
流などを行っている。

給食室での
石けん使用
の徹底

生　ネ 金井　えり子 教育総務
部長

学校給食で使う食器などは、安全
や環境に配慮し石けんで洗浄する
と仕様書で確認されている。委託事
業者の履行確認を定期的に行い、
石けん使用を徹底させよ。

石けんの使用意図を
十分伝え安全性や環
境に配慮していく。

教育へのＩ
ＣＴ活用に
よる懸念

立民社 羽田　圭二 教育総務
部長

区は３月までに学習用タブレットを
区立校の全児童生徒へ配付予定
だ。ＩＣＴ活用による教育的効果を期
待する一方、視力低下などの健康
被害にも十分配慮せよ。

国や都の動向を注視
し健康被害防止に配
慮して活用していく。

コロナ禍に
よる教員の
多忙化解消

立民社 桜井　純子 教育政策
部長

コロナ禍による学習の遅れへの対
応など、教員は多忙を極めている。
負担との声が多い除菌作業を教員
以外で行う体制を組むなど、多忙化
解消に早急に取り組め。

スクールサポートスタッ
フを増員するなどの取
組を進める。

就学相談の
果たすべき
役割

立民社 桜井　純子 教育政策
部長

就学相談は地域の学校に通うため
の相談の場であるべきだが、普通学
級か特別支援学級か選別の場と化
している。インクルーシブ教育推進
に向け役割を再確認せよ。

保護者の思いに傾聴
し、安心して相談でき
るよう充実を図る。

ほっとス
クール事業
の増設充実
を

共　産 江口　じゅん子 教育政策
部長

不登校児は増加しており、ほっとス
クールの充実・増設が必要だ。城山
は来年度新教育センター移転予定
だが、城山存続と新規施設増設に
対する区の考えを示せ。

移転の際は子どもの不
安などに配慮し、増設
などは検討する。



　＜一　般＞ ※敬称略

項　目 会　派 質問者 答弁者 質問要旨 答弁要旨

少人数学級
の早期実現

共　産 たかじょう　訓子 教育長 コロナ禍の子どもの心や状況に寄り
添う教育の実現や社会的距離を確
保した感染防止策の実施のために
も、少人数学級の早期実現に向け
積極的に働きかけを行え。

国の動向を注視し、早
期実現に向け国や都
に働きかけていく。

クラウド導入
時のリスク
回避

立民社 中山　みずほ 教育総務
部長

教育でのクラウドサービス導入は児
童生徒の個人情報の二次利用が懸
念される。業務委託に際し、データ
の取扱いにおける安全性をどのよう
に担保するのか。

セキュリティーリスクへ
の対策を選定と契約の
条件とする。

学校などで
の陽性者情
報の取扱い

自　民 畠山　晋一 教育総務
部長

７月に新型コロナに罹患した児童の
情報が人権配慮などを理由に公表
されず、地元では誤った情報により
混乱が生じた。迅速かつ正しい情
報の提供に努めよ。

新型コロナに関して、
区の公表の基準に基
づき対応している。

コロナ禍で
の子どもの
健全育成

あらた 佐藤　美樹 教育政策
部長

学校において子どもたちは教員の
表情がマスクで見えづらく不安にな
りがちだ。行事も減りめり張りも失っ
ている中、子どもの心身の健康のた
め工夫を凝らせ。

コロナ禍でも健やかな
心身を育むため学校
への支援を続ける。

幼少期の性
教育に対す
る区の見解

生　ネ 田中　みち子 教育政策
部長

東京生活者ネットワークが行った調
査では専門家が性教育を行う区立
校は一部のみだが、性暴力から身
を守るためには幼少期の性教育が
重要だ。区の見解を示せ。

性被害などから身を守
るための人権教育の
点で重要と考える。

図書館協議
会の設置

共　産 中里　光夫 生涯学習
部長

電子図書の導入など今後の図書館
政策の検討は、住民参加の下で進
めるべきだ。区民や専門家の幅広
い意見を運営に取り入れるための
図書館協議会を設置せよ。

図書館協議会の設置
など区にふさわしい方
法を検討していく。


