保護者のみなさまへ

平成３１年度 スクールライフサポート（就学援助）
制度のお知らせ
海 老 名 市 教 育 委 員 会
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海老名市では、経済的な理由でお子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの
方に、学用品費や給食費など、学校生活に必要な費用の一部を援助しています！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１

援助を受けられる世帯

（１）平成３０年度又は平成３１年度において、次のア〜オのいずれかに該当する世帯
該当理由
ア

添付書類

生活保護が廃止された世帯

不

※世帯変更による廃止を除きます。

イ

市民税が減免されている世帯

ウ

国民年金保険料や国民健康保険税が減免（徴収猶予）の世帯

減免決定通知書の写し

児童扶養手当の支給を受けている世帯
エ （※児童手当、特別児童扶養手当とは異なります。

減免決定通知書等の写し
不

また支給開始が年度途中の場合、認定期間が変わります。）

オ

要

要

※申請書の申請理由欄に児童扶養手当
証書番号をご記入ください。

保護者（世帯主）が失業し、職業安定所に登録された
日雇労働者の世帯

日雇手帳（表紙のコピー）

（２）収入が少なく、お子さんを就学させることが経済的に困難と認められる世帯

★所得審査があります。
目安となる世帯所得の上限額は次のとおりです。

・審査には、平成３０年中に世帯内で所得があっ
た方全員の所得の確認が必要となります。

※目安額は収入ではなく、給与所得控除後の金額です。

添付書類

２人

世帯所得の目安額
持家
賃貸住宅
２１８万円
３００万円

３人

２８３万円

３７２万円

②確定申告書(控)の写し

４人

３３８万円

４２７万円

③市県民税申告書(控)の写し

５人

３８６万円

４７５万円

６人

４１３万円

５０９万円

世帯人数

※世帯員が海外にいる場合や米軍
人・軍属の場合でも所得の証明
が必要となります。
・米軍人の場合「Wage and Tax
Statement」を提出してください。

１

次のいずれかの書類（世帯内で所得があった方のみ）

①源泉徴収票の写し

※平成31年１月１日現在、住民票が海老名市に
あり、申請書の課税状況閲覧の同意をした方は
添付書類は不要です。
※添付書類のない方の認定時期は原則６月以降と
なりますのでご注意ください。
２

賃貸借契約書等の写し（賃貸住宅にお住まいの方のみ）

※添付がない場合には、持家と同様の扱いとします。

※世帯所得の上限額は世帯構成、年齢、持家・賃貸等により異なります。上記金額を下回っても否認
定となる場合や、上回っても認定となる場合があります。
※世帯所得は、同居・別居に関わらず、お子さんと生計を共にする方全員の所得の合計となります。
※世帯内に収入の申告をしていない方がいる場合など、世帯員全員の所得が確認できない場合は審
査を行えませんので、否認定となる可能性がありますのでご注意ください。
※基準額は毎年度変わる可能性があります。
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２

援助の種類と支給予定額（年額）
支給費目

小学校

1年
2年〜6年
通学用品費
2年〜6年
就学予定者
新入学児童生徒学用品費等
1年
※２
6年
校外活動費（宿泊なし）
全学年
校外活動費（宿泊あり）
全学年
修学旅行費
6年
通学費（定期券代）
実費
※１

３

額」となっています。

支給予定額

学用品費

学校給食費

（単位：円） ● 左の金額は「年額」で「限度

実費

中学校
1,420円
11,420円
2,230円
50,480円
63,600円
1,570円
3,620円
21,490円

1年
2年・3年
2年・3年

● 「限度額」以内であっても、支給
5,320円 対象とならない費目があります。

22,320円 ● 教育委員会が学校等から報告を
2,230円 受けて金額を算出しますので、領

1年

63,600円

収書の提出は不要です(通学費を
除く)。
※１

全学年
全学年
3年

2,270円
6,100円
57,590円
実費
実費

給食弁当注文方式
にかかる弁当代実費

小・中１年生には、教材費支
援としてそれぞれ10,000円分
(小)17,000円分(中)の教材を支給
するため、他学年よりその分が少
なくなっています。

※２

小学校入学前・小学校６年生
時に新入学児童生徒学用品費等
が支給されている場合には、そ
れぞれ小学校１年生時・中学校
１年生時では支給されません。

申請方法

裏面の「１ 援助を受けられる世帯」に該当し、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方は申
請できます。援助を希望される方は、次のとおり申請書・添付書類等を学校へ提出してください。
（１） 提出書類
①

「海老名市スクールライフサポート申請書（第１号様式）」

⇒ このお知らせの最後に添付されています。内容をよく確認し、記入漏れがないように作成してください。
②

各種証明書類等

⇒ 該当する理由によって、添付書類が異なります。
裏面の「１ 援助を受けられる世帯」の添付書類欄を参照してください。
③ 賃貸借契約書等（賃貸物件に居住している方のみ）
⇒「契約者名」・「家賃月額」・「契約期間」の記載が必要です。
⇒添付がない場合や、家賃等が確認できない場合は、持家と同様の扱いとさせていただきます。
※ 「海老名市スクールライフサポート申請書（第１号様式）」はお子さん1人につき、1枚作成してくだ
さい。また添付書類も申請書ごとに必要です。
（２） 提出期限

①

平成３１年２月２２日(金)

この日までに申請書が提出され、認定された場合、原則４月

⇒ 末が第１回目の支給となります。

※４月支給を希望される場合、必ず申請書の裏面「◎
て（任意記入）」に チェックを入れてください。

認定された場合の第１回支給時期の希望につい

※所得審査が必要な方は、源泉徴収票等の所得が確認できる書類を必ず添付してください。
※添付書類がない、または不備がある場合、４月での支給はできなくなりますのでご注意ください。

②

平成３１年４月１９日(金)

この日までに申請書が提出され、認定された場合、原則７月

⇒ 中旬が第１回目の支給となります。

※提出期限②【平成31年4月19日(金)】以降に申請書を提出された場合には、支給時期が遅くなったり、
支給されない費目が生じる場合があります。
（３） 提出先
◎提出日現在で、お子さんが在籍する学校へ提出してください。
例) 平成30年度に小学校6年生の方で、提出日が平成31年2月22日（金）の場合、在籍している小学校へ提

出してください。
例) 平成30年度に小学校6年生の方で、提出日が平成31年4月5日（金）の場合、在籍している中学校へ提
出してください。（提出が遅くなった場合など）

※平成31年度に小学校1年生となる方は、就学する小学校へ提出してください。
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４

援助の決定
提出された申請書等を教育委員会で審査し、その結果は学校を通じてお知らせします。
提出期限までに申請された場合の結果のお知らせ時期は、次のとおりです。

○ 提出期限①【平成31年2月22日（金）】までに提出された方
支給決定時期
平成３１年４月上旬〜中旬
○ 提出期限②【平成31年4月19日(金)】までに提出された方
支給決定時期
平成３１年６月下旬〜７月上旬
※審査は申請書類をもとに、所得状況、世帯構成、家庭内の状況、学校長の意見等を総合的に判断し
て行いますので、ご希望に添えない場合があります。

５

注意事項
・
・
・
・

６

スクールライフサポートの申請は、年度ごとに必要です。前年度に受けている場合でも新たに申請
書を提出してください。また、お子さん１人につき１部作成してください。
学校名や学年は、平成31年4月以降のものを記入してください。
申請書の記載漏れや添付書類に不足・不備がある場合または世帯内に収入の申告をしていない方が
いるなど世帯全員の所得が確認できない場合には、審査ができず認定されない場合があります。
給食費の滞納がある場合、滞納分の支払いを条件として認定する場合があります。

・

提出期限後に、世帯状況の変化などにより申請を希望される場合は、随時受付します。また、同様
に年度途中で解除となる場合があります。なお、申請から援助認定の決定まで、２カ月程度かかる場
合があります。

・

認定後に、次に該当することが判明した場合は、認定を取り消すと同時に、給付した援助費の全額
又は一部を返還していただきます。
①申請内容に虚偽又は不正があったとき ②援助費を本来の目的以外のことに使用したとき

・

援助が認定された方の学校給食費及び中学校給食弁当の料金は、市が援助費から直接支払いますの
で、保護者が学校給食費及び中学校給食弁当の料金を納付、支払いをする必要はありません。ただ
し、認定が決定されるまでの期間に納期が到来する学校給食費及び認定が決定されるまでの期間の中
学校給食弁当の料金については、お支払いただく必要があります。

・

新入学用品費の入学前支給後に転出した場合でも、新入学用品費の返金は求めませんが、転出先の
自治体には本市で新入学用品費の入学前支給を行った旨を通知しますのでご了承ください。

その他

(１) 特別支援教育就学奨励費について
学校教育法施行令第22条の３に規定する障害の程度に該当するお子さんや、特別支援学級へ就
学するお子さんの保護者は、特別支援教育就学奨励費を申請できます。
【 問い合わせ 教育支援課支援係
046-234-8764（直通） 】
(２) 学童保育の保育料補助制度について
スクールライフサポートの認定を受けた方を対象に、学童保育の保育料を補助する制度が平成
28年度から始まりました。スクールライフサポートの結果通知と一緒に、同補助制度のお知らせ
を送付しますので、詳しくはそちらをご確認ください。
【 問い合わせ 学び支援課学び支援係
046-235-4926（直通） 】
(３) 中学校制服やジャージについて
制服等購入費用の支援として、新入学用品費を支給していますが制服等について、学校でのリ
サイクル販売や一部民間事業者で中古品の販売が行われています。
≪

お問い合わせ

≫

海老名市教育委員会

就学支援課

046-235-4918（直通）
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就学支援係

平成３１年度 スクールライフサポート申請フローチャート
①申請理由は次の
どれにあてはまりますか？

②審査の結果、認定された場合
４月支給を希望しますか？
はい

グループＡ
・生活保護の廃止
・児童扶養手当の支給

いいえ
はい
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グループＢ
・市民税の減免
・国民年金保険料の免除
・国民健康保険税の減免
・失業し、職業安定所に登録

いいえ
はい

③あなたの申請期限と提出書類は・・・
申請期限：平成31年2月22日（金）
提出書類：申請書のみ
申請期限：平成31年4月19日（金）
提出書類：申請書のみ
申請期限：平成31年2月22日（金）
提出書類：①申請書 ②申請理由を証明する書類の写し
申請期限：平成31年4月19日（金）
提出書類：①申請書 ②申請理由を証明する書類の写し
申請期限：平成31年2月22日（金）
提出書類：①申請書 ②賃貸借契約書等（賃貸住宅にお住まいの方）の写し
③家族全員の所得が確認できる書類（源泉徴収票、確定申告書(控)等）の写し

グループＣ
・収入が少なく、お子さ
んを就学させることが経
済的に困難と認められる
世帯（所得審査が必要）

申請期限：平成31年4月19日（金）
いいえ

提出書類：①申請書 ②賃貸借契約書等（賃貸住宅にお住まいの方）の写し
③家族全員の所得が確認できる書類（源泉徴収票、確定申告書(控)等）の写し
※課税状況の閲覧に同意のある場合は③は不要です。

※申請書への記入については、１ページ目から３ページ目までの「平成３１年度スクールライフサポート制度のお知らせ」・５ページ目から６
ページ目までの「記入例」を参考に記入漏れのないようにご注意ください。
※添付書類が必要な方は、１ページ目の「１ 援助を受けられる世帯」の添付書類欄」をよく確認のうえ、ご提出ください。

① 学校への提出年月日を記入してください。
② 学校給食費及び給食弁当の料金の直接払いに同意されない場合は、
「（※）海老名市教育委員会より・・・・・同意します。」の部分を二重線で
削除してください。
※同意されない場合、給食費等の入金確認の翌月以降に支給することに
なります。
③ 世帯状況について、正確に記入してください。
・児童、生徒と生計を同一にしている世帯員全員を記入してください。
④ 勤務先を記入してください。専業主婦や無職の場合もその旨記入してください。

⑤ 所得の「有・無」を必ず記入してください。
・所得の有無にかかわらず、税申告上の扶養者名をカッコ内に記入してください。

・無職で収入がある場合にはカッコ内に収入源を記入してください。
例）公的年金受給
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⑥ お知らせの１ページ目の「１ 援助を受けられる世帯」の「（２）収入が少な
く、お子さんを就学させることが経済的に困難と認められる世帯」の方のうち、
「所得を確認する書類（源泉徴収票等）」の添付をしない場合には、必ず同意
が必要となります。
・平成31年1月1日に海老名市に住民票の無い方は、海老名市での課税状況
確認ができませんので、平成30年分の所得のわかる書類(源泉徴収票や平
成30年度市県民税課税証明書等。コピー可。)の添付が必要です。
・市県民税課税証明書は概ね6月以降に平成31年1月1日に住民票のあった
市(区町村)で取得できます。
【注意】
４月支給を希望される場合には、必ず必要書類を添付してください。添付が
ない場合、４月での認定・支給ができませんのでご注意ください。
⑦ 住居について、賃貸の場合には必ず「家賃月額」を記入してください。
※賃貸の場合には、必ず、賃貸借契約書等の写しを添付してください。添付
がない場合には持家として取り扱います。

⑧ 認定された場合のお振込み口座となりますので、通帳を確認しながら正確
に記入してください。
⑨ 申請理由について、該当するものに チェックをいれください。
添付書類の必要の有無については、１ページ目の「１ 援助を受けられる世
帯」の添付書類欄及び４ページ目のフローチャートを確認してください。
⑩ 昨年度から世帯状況（家族構成（※婚姻、離婚、両親と同居等）や収入等）に変化
がある場合には必ず記入してください。
⑪ 認定された場合の第１回支給時期の希望について
・４月支給を希望される場合には、 チェックを入れ、必ず必要書類を添付
の上、申請書を平成31年2月22日（金）までにご提出ください。
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★ 提出（申請）する前に必ずご確認ください。
□ 記載が必要な箇所の全てに記載・
か（未記入箇所がないか）。
□ 署名や捺印がされているか。
□ 必要な書類が添付されているか。

チェックされている

※ 全てが整っていない場合には、受付できませんのでご
注意ください。
※ 学校から申請書が返却される場合があります。

