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『だからこそ』

春、４月、今年度も新学期がはじまり、市内の１９の小中学校では、始業式、入学
式が行われ、ひとつ階段を登ったばかりの子どもたちが、校舎や校庭に元気な声を響
かせているところです。
ひとりひとりかけがえのない子どもたち「だからこそ」
私たちが作る社会が、感染症や争いごとに対応しきれず、子どもたちにもその影響
が及んでいる「だからこそ」
私たち大人は、子どもたちの学びや学校生活を守るために、子どもたちひとりひと
りの命と健康を守るために、よく話し合って、知恵を出し合って、力を合わせて、そ
れぞれの立場で、その責任を果たさなければならないと、深く心に留めるところで
す。
そして、私は、今年度も、職として、非力ではありますが、教育のために力を尽く
す所存です。
「だからこそ」みなさんの思いや意見を教育委員会にお寄せいただければありがた
いです。
よろしくお願いいたします。
教育長 伊藤 文康

教育委員からのメッセージ
新学期の教科書を“ワクワク”しながらめくり、出会う担任・友達
との授業風景をおもいえがき、子ども達は丁寧に名前を書いたのでは
ないでしょうか。
子ども達の“ワクワク”感は先生方のよりよい授業づくりの展開で
存分に発揮され、楽しい学びの時間が共に作りだされていくことを期
待しています。
今年こそは多くの学校行事が実施されていて、子ども達の笑顔と歓
声が校内にあふれることを願い、海老名で学んで楽しかった・よかっ
たと思えるような海老名の教育を推進していきたいと思っています。

平井 照江

氏
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令和４年度

教育委員会の予算

令和４年度の海老名市教育委員会の予算をお知らせします。
今年度は、これまでの継続事業のほか、電子図書館やスクールロイ
ヤー制度の導入などの、新規事業の充実を図ります。

◇教育委員会予算◇………３３億８９７６万円
○令和４年度予算重点事業
【教育総務費】
① 教育指導充実事業費…１３２万円
② 食の創造館関係経費…１３２２万円
社会教育費
１０億７５６４万円

※令和４年度から令和５年度にかけて増築棟を

建設します。
（総事業費１７億５０００万円）
教育総務費
１５億７３０３万円 【小学校費】

中学校費
２億９１６１万円
小学校費
４億４９４７万円

③ 小学校管理経費…１６７２万円
【社会教育費】
④ 図書館維持管理経費…２７５万円
⑤ 社会教育推進事業費…７２９万円

令和４年度予算重点事業は次のとおりです。

スクールロイヤー制度を導入します
教職員の「働き方改革」の一つとして、
「スク
ールロイヤー制度」を導入します。
学校には、
「いじめ」や「不登校」をはじめと
した、さまざまな課題があります。このような
課題に対して、法的観点から弁護士に「相談」
し、
「指導・助言」をいただくことにより、早期
に課題を解決すること」また、
「トラブルを未然
に防止すること」を目的に導入いたします。

【お問い合わせ】
就学支援課 就学支援係 電話 046-235-4918

３

食の創造館増築棟を建設します
令和５年９月の中学校給食完全実施に向けて、令和４
年度は食の創造館増築棟（中学校給食調理施設）の建設
を進めていきます。
今後、進捗状況は、ホームページ等によりみなさまに
お知らせいたします。
【施設の概要】
(１) 名称 海老名市食の創造館増築棟
(２) 場所 海老名市中新田四丁目12番地内（海老名市
食の創造館東側）
(３) 敷地面積 約1,127㎡
【お問い合わせ】
(４) 給食提供能力 最大４５００食
就学支援課 健康給食係 電話 046-235-4921
(５)
標準４１００食
開くと…

児童用防災ヘルメットを購入します
直近で起こるのではないかと危惧されている
大地震に備え、子どもたちがより安全・安心に学
校生活を送れるよう、低学年児童（１年生～３年
生）用に防災ヘルメットを配備します。４年生以 【お問い合わせ】 教育総務課 施設係
上の児童分についても早期の配備を目指します。
電話 046-235-4917

電子図書館を導入します！

ライフ・スタディサポート

海老名市立図書館では、読書スタイルの多様
化に合わせて、夏頃を目途に電子図書館の導入
を進めています。
電子図書館では、皆さんがお持ちのパソコン
やスマートフォンなどにより、２４時間いつで
も図書の貸し出しや閲覧をすることができま
す。また、音声読み上げ機能や文字サイズ拡大
機能により、ハンディキャップのある方もさら
に読書を楽しむことができます。
また、すべての小中学生にＩＤを付与し、学
校から貸与されているタブレットを利用した読
書活動や授業での活用などができるよう整備し
ていきます。
【お問い合わせ】
学び支援課 学び支援係
電話 046-235-4926

現在、海老名中学校区、大谷中学校区に
おいて、生活困窮世帯（生活保護世帯・ス
クールライフサポート世帯など）の中学
生を対象にライフ・スタディサポート（学
習支援）事業を実施しています。
令和４年度から、柏ケ谷中学校区・今泉
中学校区に新たな拠点を設けて、実施し
ます。
対象となる方には、６月頃にご案内を
送付しますので、詳しくは同封の資料を
ご確認ください。
【お問い合わせ】
学び支援課 学び支援係
電話 046-235-4926

４

不登校支援団体連絡協議会について
教育委員会では、不登校に悩む児童生徒やそのご家族の個々の状況に応じた多様な居場所、
相談場所の充実を図っていきたいと考えております。
不登校支援団体連絡協議会を通して、不登校支援のための民間支援施設や民間相談支援団体
等との連携を深め、その支援活動を推進強化し、児童生徒一人一人の多様なニーズに応じた支
援体制を作り児童生徒の成長と社会的自立を支えていきます。
【お問い合わせ】
教育支援課 支援係 電話 046-234-8764

びなるーむの作品をご紹介！
海老名市教育支援教
室「びなるーむ」の生
徒の作品の一部です。

教育委員に酒井道子氏を再任
令和３年１２月１２
日付で任期満了となっ
た酒井道子氏が、教育委
員に再任されました。
同年１２月の市議会
定例会で同意を得たも
ので、任期は令和７年１
２月１２日までの４年
間です。
【お問い合わせ】
教育総務課総務係
電話 046-235-4916

ご寄附ありがとうございます
寄附者
寄附内容
数量
コカ・コーラボトラーズジャパン株
式会社
ベンディング神奈川中央支店海老名 海老名市中学校吹奏楽部演奏会実施のための寄附金 300,000円
セールセンター
支店長 狩野 定夫

寄附財産の活用先

市内中学校６校

株式会社ＹＡＭＡＢＩＳＨＩ
ＣＥＯ 蓮池 一憲

海老名市内小中学校教育活動のための寄附金

簡易組み立てテント19
市内小中学校19校
張（2,000,000円分）

平塚信用金庫
理事長 石崎 明

児童用図書

45冊（100,000円分）

市立図書館

株式会社 あすなろ舎
代表取締役 石川 浩三

東京2020オリンピック・パラリンピック商品

27,870個

市内小中学校19校

株式会社リコー ＲＧＣ－ＢＵ
ＤＡＳ事業センター
所長 才田 弘介

未使用用紙

20,400枚

市内小中学校19校

感謝だにゃ～

海老名市・神奈川県の教育相談等について
【海老名市教育支援センター：えびりーぶ】

【県立総合教育センター】

相談ダイヤル

ＴＥＬ

046-234-8700

24 時間子どもＳＯＳダイヤルＴＥＬ 0466-81-8111

子ども専用ダイヤル

ＴＥＬ

046-234-8762

◆24 時間・毎日受付

いじめ相談ダイヤル

ＴＥＬ

046-234-8768

◆受付時間

月～金 9:00~16:30
日・祝日・年末年始除く

土

9:00~11:30

ＴＥＬ 0120-0-78310
［フリーダイヤル］

不登校ほっとらいん

ＴＥＬ 0466-81-0185

