
 
平成２９年度 第１回 海老名市総合教育会議 次第 

 
            日時：平成２９年７月８日（土）１０：００～ 
            場所：海老名市役所 401 会議室 

 
 
１．開会 

 
 
 
２．あいさつ 
 

 

 

 
３．協議事項 
（１）学用品等の経費負担のあり方について 
（２）児童・生徒の登下校の安全について 
 

 

 

４．閉会 

 

 

 



日 時：平成２９年７月８日（土）１０：００～

場 所：海老名市役所 ４０１会議室

日 時：平成２９年７月８日（土）１０：００～

場 所：海老名市役所 ４０１会議室

１．現在実施されている保護者負担軽減策

２．現在保護者が負担しているもの

３．海老名市保護者負担経費検討委員会



（１）スクールライフサポート（就学援助）

（２）新入学児童・生徒に係る教材費の公費負担

（３）子どもの保険

（４）野外教育活動費の公費負担

（５）部活動費の充実

（６）学童保育保護者負担軽減

（７）子ども医療費の助成

１．現在実施されている保護者負担軽減策１．現在実施されている保護者負担軽減策

１.現在実施されている保護者負担軽減策
（１）スクールライフサポート（就学援助）
１.現在実施されている保護者負担軽減策
（１）スクールライフサポート（就学援助）
【制度概要】
経済的な支援を必要としている保護者に対し、学校生活にかかる費
用負担を軽減するために学用品費や給食費等の援助を行います。

支給費目
支給額

小学校 中学校

学用品費 １年 １,４２０円 １年 ５,３２０円

２年～６年 １１,４２０円 ２年・３年 ２２,３２０円

通学用品費 ２年～６年 ２,２３０円 ２年・３年 ２,２３０円
新入学児童生徒学用品費等 １年 ３２,４８０円

１年 ３７,９２０円
６年 ３７,９２０円

校外活動費（宿泊なし） 全学年 １,５７０円 全学年 ２,２３０円

校外活動費（宿泊あり） 全学年 ３,６２０円 全学年 ６,１００円

修学旅行費 ６年 ２１,４９０円 ３年 ５７,５９０円

学校給食費 全学年 実費分 全学年 実費分

【支給費目・支給額】



【さらなる保護者負担軽減に向けての改善】

・ 対象範囲の拡大（認定基準の緩和）

生活保護基準の１．２倍

・ 新入学用品費の早期支給

・ 新入学用品費の支給額の増額

１.現在実施されている保護者負担軽減策
（１）スクールライフサポート（就学援助）
１.現在実施されている保護者負担軽減策
（１）スクールライフサポート（就学援助）

⇒ １．４倍

これまで
平成２８年度～

(小学校は今年度から)

小学１年生 ７月中旬 ４月下旬

中学１年生 ７月中旬 小学校６年生時の１月下旬

変更前 変更後

小学１年生 ２０,４７０円 ３２,４８０円

中学１年生 ２３,５５０円 ３７,９２０円

１.現在実施されている保護者負担軽減策

（２）新入学児童・生徒に係る教材費の公費負担
１.現在実施されている保護者負担軽減策

（２）新入学児童・生徒に係る教材費の公費負担

小中学校の入学にかかる費用が増大になるため、

児童・生徒の保護者に請求する教材費（ワークブック、ドリル、テスト、
実験キット等）を市が助成しました。

【対象者】
・市内の公立小中学校へ通う児童・生徒の１年生の保護者
・私立学校や県立学校へ通う児童・生徒の１年生の保護者

○小学校１年生一人当たり上限 １０，０００円
○中学校１年生一人当たり上限 １７，０００円

小学校 中学校

公立 １,１８５人 １,１７６人

私立等 ５人 ７４人

【平成２８年度実績】

公費負担額合計 ３２，６３４，６９３円
【平成２８年度実績】



１.現在実施されている保護者負担軽減策
（３）子どもの保険
１.現在実施されている保護者負担軽減策
（３）子どもの保険

①小中学生安全安心サポート 【平成２９年度から】
学校管理下（登下校含む）において児童・生徒が個人責任
を負うような場合に備えて、損害賠償保険に加入しました。

【保険内容】 １事故、対人対物１億円。

【対象者数】 小学生・・７，２２３人
中学生・・３，５３０人

公費負担額合計 １，８３１，３１０円 【平成２９年度実績】

②スポーツ振興センター保険料公費負担

公費負担額合計 １０，１１６，２６０円 【平成２８年度実績】

１.現在実施されている保護者負担軽減策
（３）子どもの保険
１.現在実施されている保護者負担軽減策
（３）子どもの保険

③中学３年生入試・就職試験用保険
市内公立中学の３年生に対し

現在加入している保険が入学試験や就職試験について、
学校管理下と認められないため、この保険に加入しました。

【保険内容】
損害保険・・・１事故、対人対物 １，０００万円
傷害保険・・・傷害により死亡・後遺障害最高 １，０００万円

障害による入院日額 ５，０００円
障害による通院日額 ３，０００円

【対象者数】１，２１０人分

公費負担額合計 ３５３，０１０円 【平成２８年度実績】



１.現在実施されている保護者負担軽減策
（４）野外教育活動費の公費負担
１.現在実施されている保護者負担軽減策
（４）野外教育活動費の公費負担

小学校は活動費の全額を公費で負担、
中学校は食費を除き公費負担とし、
保護者の負担軽減を図りました。

・小学校は全校が御殿場「東山荘」を利用しました。
概ね一人あたりの負担金は１３，２００円交付しました。
・中学校は県立施設や民間施設を活用し目的にあった活動を実施しました。
概ね一人あたり７，５００円から１７，０００円程度を
保護者に対し、交付しました。

公費負担額合計
２８，４８３，０１２円 【平成２８年度実績】

１.現在実施されている保護者負担軽減策
（５）部活動費の充実
１.現在実施されている保護者負担軽減策
（５）部活動費の充実

・ 生徒の心身の発達に重要な役割を担う、部
活動の充実を図りました。

・ 部活動への交付金・補助金を給付し、部活動
の充実と保護者の負担軽減を図りました。

【各校への交付金】
８，８９０，０００円
【予選を経た県大会以上への派遣補助】
８３７，５７０円

公費負担額合計 ９，７２７，５７０円 【平成２８年度実績】



１.現在実施されている保護者負担軽減策
（６）学童保育保護者負担軽減
１.現在実施されている保護者負担軽減策
（６）学童保育保護者負担軽減

・就学援助の認定を受けた世帯に対し保育料（上限１２，０００円/月）補助
しました。

【平成２８年度実績】
・ 補助対象者 １０１件
・ 公費負担額合計 １１，２０４，４１２円

（７）子ども医療費の助成（７）子ども医療費の助成
・病気やけがで医療機関を受診した場合の保険診療分について、
自己負担分を市が助成しました。

【対 象】 ： ０歳～中学校修了前までの市内在住のお子さん
入院・通院とも助成。 所得制限はありません

【平成２７年度実績】 小学生１人平均 27,216円の助成
中学生１人平均 21,123円の助成

（１）制服・運動着・上履き等

（２）教材費

（３）修学旅行費

（４）卒業アルバム代

などを負担

２．現在保護者が負担しているもの２．現在保護者が負担しているもの



・学校別制服、ジャージ等金額

２．現在保護者が負担しているもの

（１）制服・運動着・上履き等
２．現在保護者が負担しているもの

（１）制服・運動着・上履き等

販売店

男女 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

制服 57,150 円 59,202 円 51,520 円 44,370 円 56,852 円 52,424 円 43,782 円 43,458 円 61,992 円 61,631 円

ジャージ等 18,144 円 17,604 円 18,144 円 17,604 円

合計 75,186 円 77,238 円 69,556 円 62,406 円 74,996 円 70,028 円 61,926 円 61,062 円 80,460 円 80,099 円

クラスルーム

18,036 円

オヤマ・ミチル

18,468 円

海西中海老名中

オヤマ・ミチル クラスルーム

有馬中

オヤマ・ミチル

販売店

男女 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

制服 58,526 円 62,258 円 53,626 円 52,105 円 36,010 円 36,014 円 57,564 円 60,588 円

ジャージ等

合計 74,618 円 78,350 円 71,176 円 69,655 円 53,560 円 53,564 円 74,844 円 77,868 円

柏ケ谷中

オヤマ・ミチル他5店

16,092 円

大谷中

オヤマ・ミチル クラスルーム

17,550 円

今泉中

オヤマ・ミチル

17,280 円

２．現在保護者が負担しているもの

（１）制服・運動着・上履き等
２．現在保護者が負担しているもの

（１）制服・運動着・上履き等

・比較

制服 ジャージ等 合計

平均
男子 ５３,００２円 １７,５９５円 ７０,５９７円

女子 ５２,４５０円 １７,５０５円 ６９,９５５円

最高額
男子

６１,９９２円
（海西中）

１８,４６８円
（海西中）

８０,４６０円
（海西中）

女子
６２,２５８円
（柏ケ谷中）

１８,４６８円
（海西中）

８０,０９９円
（海西中）

最低額
男子

３６,０１０円
（大谷中）

１６,０９２円
（柏ケ谷中）

５３,５６０円
（大谷中）

女子
３６,０１４円
（大谷中）

１６,０９２円
（柏ケ谷中）

５３,５６４円
（大谷中）



２．現在保護者が負担しているもの

（２）教材費
２．現在保護者が負担しているもの

（２）教材費

学年 金額 学年 金額

1年 9,920 1年 16,708
2年 6,925 2年 14,568
3年 9,059 3年 17,502

4年 8,918
5年 9,584
6年 10,358

小学校 中学校

小学校
最高 １０，３５８円
最低 ６，９２５円
平均 ９，１２７円

中学校
最高 １７，５０２円
最低 １４，５６８円
平均 １６，２５９円

○ １年生の児童生徒については、
・ 小学校 １０，０００円
・ 中学校 １７，０００円

を市より援助している

【学年別平均額】

２．現在保護者が負担しているもの

（２）教材費
２．現在保護者が負担しているもの

（２）教材費

学校名 金額 学校名 金額

海老名小学校 9,144 門沢橋小学校 9,347

柏ケ谷小学校 8,970 東柏ケ谷小学校 8,945

有鹿小学校 9,742 社家小学校 8,641

有馬小学校 9,337 杉久保小学校 9,193

大谷小学校 8,823 今泉小学校 9,551

上星小学校 8,523 杉本小学校 9,936

中新田小学校 8,502 最高 ９，９３６円
最低 ８，６４１円
平均 ９，１２７円

【 小学校別平均額 】



２．現在保護者が負担しているもの

（２）教材費
２．現在保護者が負担しているもの

（２）教材費

学校名 金額

海老名中学校 17,973

有馬中学校 15,569

海西中学校 18,394

柏ケ谷中学校 14,763

大谷中学校 13,933

今泉中学校 16,922

最高 １８，３９４円
最低 １３，９３３円
平均 １６，２５９円

・１年生の児童生徒については、
・小学校 １０，０００円
・中学校 １７，０００円

を市より援助している

【 中学校別平均額 】

他に、PTA会費や生徒会費を徴収

２．現在保護者が負担しているもの

（３）修学旅行費
２．現在保護者が負担しているもの

（３）修学旅行費

○ 修学旅行費

・ 小学校（行先は全小学校で日光）

学校 金額

海老名小学校 ２０,０７２円

柏ケ谷小学校 １９,６５３円

有鹿小学校 ２０,６６７円

有馬小学校 ２１,７１３円

大谷小学校 ２１,１６７円

上星小学校 ２２,１２０円

中新田小学校 ２０,２５６円

学校 金額

門沢橋小学校 ２３,６７０円

東柏ケ谷小学校 １８,９５８円

社家小学校 ２０,４００円

杉久保小学校 ２１,８１０円

今泉小学校 ２０,８７０円

杉本小学校 ２１,３３０円

最高 ２３，６７０円
最低 １８，９５８円
平均 ２０，９７６円



２．現在保護者が負担しているもの

（３）修学旅行費
２．現在保護者が負担しているもの

（３）修学旅行費

○ 修学旅行費

・ 中学校

学校 金額 行先

海老名中学校 ５４,４４０円 京都・奈良

有馬中学校 ５４,４６５円 神戸・淡路島・京都

海西中学校 ５３,９９８円 石川

柏ケ谷中学校 ５５,７００円 広島

大谷中学校 ５０,８３７円 京都・滋賀

今泉中学校 ５５,８７１円 京都・滋賀

最高 ５５，８７１円
最低 ５０，８３７円
平均 ５４，２１９円

※ 学校によっては、上記金額のほかに、班別行動での移動費・入場料等・昼食

代が別途かかっている場合があります。

２．現在保護者が負担しているもの

（４）卒業アルバム代
２．現在保護者が負担しているもの

（４）卒業アルバム代

学校名 金額
３月の
児童数

学校名 金額
３月の
児童数

海老名小学校 6,700 133 門沢橋小学校 7,900 88

柏ケ谷小学校 7,600 78 東柏ケ谷小学校 7,600 107

有鹿小学校 7,000 95 社家小学校 8,900 61

有馬小学校 8,000 64 杉久保小学校 7,400 101

大谷小学校 7,000 107 今泉小学校 6,900 99

上星小学校 7,400 92 杉本小学校 7,200 121

中新田小学校 7,400 82
最高 ８，９００円
最低 ６，７００円
平均 ７，４６２円

【 小学校 】



２．現在保護者が負担しているもの

（４）卒業アルバム代
２．現在保護者が負担しているもの

（４）卒業アルバム代

学校名 金額
3月の
生徒数

海老名中学校 6,500 174

有馬中学校 5,900 217

海西中学校 6,500 185

柏ケ谷中学校 5,500 247

大谷中学校 5,500 199

今泉中学校 6,048 188

最高 ６，５００円
最低 ５，５００円
平均 ５，９９１円

○ 児童生徒数による
印刷部数から金額の差が生じる

【 中学校 】

２．現在保護者が負担しているもの

（５）新入生にかかる物品・費用
２．現在保護者が負担しているもの

（５）新入生にかかる物品・費用

○ 小学校１年生

購入物品 金額

ランドセル
２０,０００円程度～
５０,０００円程度

教材費 ９,９２０円

遠足(校外活動費) ２,１１７円

鍵盤ハーモニカ ４,０００円

絵具セット ４,５００円

体操着・上履き ３,０００円

防災ずきん ２,０００円

白衣セット １,０００円

給食費 ４２,３００円

合計
８８,８３７円～
１１８,８３７円

○ 中学校１年生
購入物品 金額

制服
３６,０００円程度～
６２,０００円程度

ジャージ等 １８,０００円

教材費 １６,７０８円

柔道着 ５,０００円

リコーダー（アルト） ３,０００円

遠足（校外活動費） １,９３２円

ミルク給食費 ５,２００円

合計
８５,８４０円～
１１１,８４０円

※一般的に必要と思われる物品となっており、さら
に費用がかかる場合もあります。

※ジャージ等については、１着分の金額となっており、
場合によっては、２着、３着と必要な場合があります。



２．現在保護者が負担しているもの

（６）在校生にかかる物品・費用
２．現在保護者が負担しているもの

（６）在校生にかかる物品・費用

【小学校】

学 年 総 額

２年生 ５５,８０９円

３年生 ６６,４５７円

４年生 ６１,５６１円

５年生 ６１,７５２円

６年生 ８８,６００円

【中学校】

学 年 総 額

２年生 ２５,８５７円

３年生 ８８,７６２円

※総額には、ミルク給食費 ５,２００円、３年生
は修学旅行費 ５４,９２１円を含みます。

※総額には、給食費 ４４,０００円を含みます。

３．海老名市保護者負担経費検討委員会３．海老名市保護者負担経費検討委員会

海老名市立小中学校における保護者負担の在り方を

７月から検討します。

【検討事項】

（１）学校における徴収金に関すること。

（２）保護者負担軽減に関すること。

（３）その他委員長が特に必要と認めたことに関すること。



３．海老名市保護者負担経費検討委員会３．海老名市保護者負担経費検討委員会

検討委員会は、委員１５名以内をもって組織されます。

委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が指名します。

【メンバー】

（１）単位ＰＴＡ会長会代表

（２）小中学校保護者代表

（３）小中学校校長会代表

（４）小学校教頭代表

（５）中学校総括教諭代表

（６）教育委員会(教育部長、教育部次長、就学支援課長)

児童生徒の登下校の安全について児童生徒の登下校の安全について

～ 保護者、地域、学校、行政の取り組み ～～ 保護者、地域、学校、行政の取り組み ～



児童・生徒の登下校の安全について

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

２ 市内各校での取り組んでいる安全対策

３ 地域やPTAで取り組んでいる安全対策

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策



１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

安全監視員や立哨員の配置

青パトによる巡回パトロール

安全監視員（有鹿小） 巡回パトロール員と青パト

通学路38ヶ所、防犯カメラの設置

小学1年生に防犯ブザーの貸与

防犯ブザー
あんしんてんとうくん通学路の防犯カメラ

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策



平成25年度に実施した社家小北交差点での点検状況

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

通学路安全対策委員会

（1） 通学路安全対策委員会とは
○ 市内の児童生徒が安全に登下校できるよう、通学路の安全対策を検討

する組織です。

〇 構成メンバーは、海老名市教育委員会（就学支援課）、海老名市役所

（道路維持課、道路整備課、地域づくり課）、海老名警察署です。

〇 タイムスケジュール

６月 市内各校から通学路改善要望書を就学支援課に提出。

８月 通学路安全対策委員会の開催。

９・１０月 各課で改善方法の検討・実施。

１１・１２月 各校へ改善内容の報告。

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

通学路安全対策委員会



（2） 改善工事を行った例（海老名小通学路）

歩きやすいよう整備し、
路面にカラーリングを
行いました。

【施行前】

【現在】

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

通学路安全対策委員会

（3） 今後の改善工事（予定）

① 有馬小学校入口交差点付近

有馬小学校と有馬中学
校の通学路になっていま
すが、歩道が狭いため、
すれ違う際に車道にはみ
出してしまう可能性があり
ます。また、交差点の見通
しも悪くて危険です。

今後、歩道の拡幅整備
と見通し改善の工事を行
う予定です。

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

通学路安全対策委員会



② 国分南一丁目 相鉄踏切付近

海老名小学校と海老名中学校の通学
路になっています。通行車両が多く、歩
道や歩行者溜がないため危険です。

踏切部分を拡幅し、交差点改良工
事を行います。また、歩道を設置する
ことで、安全に通行することができるよ
うになります。

（3） 今後の改善工事（予定）

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

通学路安全対策委員会

（4） 課題となっている箇所の検討
【有鹿小学校前の道路】

道幅が狭いうえ、幹線道路から
の抜け道になっており、スピード
を出す車が多い場所です。

これまで、道路のカラーリングや
道路標示を行ってきました。

また、校門付近の木をきり、ブ
ロック塀・フェンスを建て替えるこ
とで、視認性を改善しました。

今後も、交通規制やガードレー
ルの設置などを視野に検討して
いきます。

１ 市教育委員会が取り組んできた安全対策

通学路安全対策委員会



２ 市内各校での取り組んでいる安全対策２ 市内各校での取り組んでいる安全対策

２ 市内各校で取り組んでいる安全対策

登校時の立哨・下校パトロール

• 登下校の時間帯に、正門や学校付近の交差点等で
立哨を行っています。

• 下校パトロールを実施し、教職員が児童の下校の安
全を見守る活動を行っています。

• 登校の時間や、学年ごとの下校時間を合わせること
で、まとまって登下校するよう指導しています。



２ 市内各校で取り組んでいる安全対策

登校時の立哨・下校パトロール

【有鹿小学校の取り組みの例】

• 通学してくる方向により、使用する入り口を西側と南
側に分けることで車道にはみ出るなどの危険を回避
しています。

• 市内で唯一、全児童に黄色い帽子を着用させてい
ます。ドライバー目線で大変目立ちます。

２ 市内各校で取り組んでいる安全対策

交通安全教室・防犯教室

① 交通指導員による交通安全教室を実施しています。

② 一部の学校で、海老名警察署員による防犯教室を実
施し、不審者対応の指導を行っています。

歩行訓練（低学年） 自転車通行訓練（中学年）

【交通安全教室の様子】



２ 市内各校で取り組んでいる安全対策

安全マップの作成

安全マップは、学校で作成しているものと、PTAで作成
しているものがあり、内容や周知方法は学校によりさまざ
まです。後ほど、PTAで作成したものも紹介します。

【東柏ケ谷小学校の取り組みの例】

• ４年生の児童が１年生の児童向けに安全マップを作
成しています。

• 作成した安全マップは校舎の廊下に掲示し、いつでも
見られるようにしています。

• 特に危険個所については、全校児童に周知していま
す。

３ 地域やＰＴＡで取り組んでいる安全対策３ 地域やＰＴＡで取り組んでいる安全対策



３ 地域やＰＴＡで取り組んでいる安全対策

安全マップの作成

PTAの主導で作成した安全マップを２つ紹介します。

いずれも、児童の目線に立って、危険のある個所が
一目でわかるように工夫されています。

PTAが作成した安全マップ①
【海老名小学校の例】

海老名小学校の
ホームページ内に掲
載されています。

マップ上の番号
をクリックすると、そ
の場所の写真と説
明が表示されます。



【東柏ケ谷小学校の例】※マップは一部です

ポスター状になっ
ています。

どこにどのような
危険が潜んでいる
のか、イラストに
よって示されていま
す。

PTAが作成した安全マップ②

３ 地域やＰＴＡで取り組んでいる安全対策

PTAによる立哨活動
• 交通安全教室時にPTAも参加し、交通指導員から立哨
の指導を受けています。

• 学校により、頻度は異なりますが、たいていの場合は輪
番制により立哨を行っています。

地域の方々による活動

• 学校とPTAの活動のみでは行き届かない場所で、立哨
や見守り、パトロール活動をしていただいています。

• 自治会、老人会、子供会、民生委員、有志の方など多く
の方に児童生徒の安全を守っていただいています。



３ 地域やＰＴＡで取り組んでいる安全対策

• 上今泉一丁目自治会有志7名で
構成。

• 登校時間帯に小田急線踏切にて
立哨活動を実施しています。

• 自治会役員を終えた方で構成する「神成クラブ」では、主
に信号のない交差点で、毎日立哨をしています。

• 民生委員、婦人会、自治会、PTAで構成する「ふれあい
パトロール委員会」では、毎日の下校パトロールとともに
地域の非行防止パトロールを行っています。

地域の方による活動

【神成クラブによる立哨】

３ 地域やＰＴＡで取り組んでいる安全対策

地域の方による活動

• 自治会の有志２０名
程度で構成。

• 毎日、登下校時に危
険個所において立
哨しています。



３ 地域やＰＴＡで取り組んでいる安全対策

地域の方による活動

敬老会による有志の方が、
毎日１・２年生の下校時間
に学校まで迎えに行き、団
地や自宅まで見守りを行っ
ています。

ゆうゆうクラブの方だと児
童がわかるように、お揃いの
上着と帽子を着用していま
す。

学校周辺の交通状況や地域とのかかわりなどによって学
校の状況はさまざまで、その学校に応じた安全対策を講じ
ています。

保護者・地域・学校・行政、それぞれの立場で児童生徒
の安全のための取り組みを話し合い、理解し合い、支え
合ってければと思います。


