
 
平成 31 年度 第１回 海老名市総合教育会議 次第 

 
            日時：平成 31 年４月 14 日（日）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）教育大綱について 
 

（２）その他 

 

 

４ 閉会 
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平成31年度
第１回海老名市総合教育会議
平成31年度
第１回海老名市総合教育会議

日 時：平成３１年４月１４日（日）１０：００～

場 所：海老名市役所４０１会議室

日 時：平成３１年４月１４日（日）１０：００～

場 所：海老名市役所４０１会議室

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

教育施策の３つの柱

（１）「えびなっ子しあわせプラン」の推進
（現在）

「えびなっ子」しあわせプランの推進

（２）子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実
（現在）

子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実

（３）新たな学校施設への取組と子育て環境の充実
（現在）

安全安心な環境と新たな学校施設への取組
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●子どもたちの

しあわせをめざします

●家庭・学校・地域の

わたしたちは「ひびきあう
教育」の理念のもとに

「しあわせをはぐくむ教育」のまち海老名

子どもたちの今と将来のしあわせのための教育

子どもと大人がともに成⾧する社会

家庭・学校・地域のためのよりよい環境づくり

に取り組みます教育施策の3つの柱
「えびなっ子
しあわせプラン」の推進

●新しい授業スタイルの確立によ
る学力の向上
●社会に開かれた教育課程の編成
●小中一貫教育、コミュニティ・
スクールの推進
●英語教育及び国際理解の推進
●学校ICTの環境整備と活用

子どもと大人が
ともに学ぶ生涯学習の充実
●子ども・学校支援事業の実践
●社会教育計画の見直し
●「ひろがる・つながる・みんなの図書館」
への進化
●相模国分寺跡等、文化財の積極的な活用
●生涯学習講座の充実

●「持続可能」で「夢」のある学校
施設整備
●健康・安全安心のための環境整備
●学校給食のあり方の検討
●義務教育に係る公費負担のあり方
の検討
●放課後児童クラブ（学童保育）の
充実

新たな学校施設への取組
と子育て環境の充実

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（１）「えびなっ子しあわせプラン」の推進

①新しい授業スタイルの確立による
学力の向上

○ 海老名市教職員全員での授業改善
◆「学力」「集団力」「健康安全力」の向上

〇 大学教授を招いての研究授業
◆主体的、対話的で深い学びの実現
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新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（１）「えびなっ子しあわせプラン」の推進

②社会に開かれた教育課程の編成

○ 特色ある学校づくり

◆子どもの実態と地域の特性を考慮

〇 学校の計画に保護者や地域の

意見を取り入れる

◆学校全体で教育課程を編成

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（１）「えびなっ子しあわせプラン」の推進

③小中一貫教育、コミュニティ・スクール
の推進

○ 海老名市型の新しい学校づくり

〇 小・中・高一貫教育の検討
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新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（１）「えびなっ子しあわせプラン」の推進

④英語教育及び国際理解の推進

○ 英語でわがまち海老名を紹介できる子

◆小学校における英語教育の先行実施

〇 ラグビーワールドカップ、東京オリン
ピック・パラリンピックへの関わり

◆国際理解のさらなる向上

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（１）「えびなっ子しあわせプラン」の推進

⑤学校ICTの環境整備と活用

○ プログラミング教育の実施

◆タブレット端末などの環境整備

（平成30年度 小学校５８５台 中学校７2台）

（平成31年度 小学校４５３台）

〇 未来で活躍するえびなっ子の育成

◆プログラミング的思考により広がる可能性
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新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（２）子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実

①子ども・学校支援事業の実践

○ 学校応援団の充実

◆学校と地域のさらなるネットワーク強化

〇 えびなっ子スクールの通年開催

◆子どもの安全に配慮した通年開催

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（２）子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実

②社会教育計画の見直し

○ 子どもたちの「地域での学び」の再構築

◆地域で育てる“えびなっ子”

〇 子どもを中心とした社会教育の

さらなる充実

◆スポーツや文化芸術の推進
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新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（２）子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実

③「ひろがる・つながる・みんなの図書館」へ
の進化

○ 学びの拠点としての図書館への進化
◆有馬図書館大規模改修【平成31年度設計】

〇 コミュニティの拠点としての
図書館への進化

◆有馬図書館・門沢橋コミュニティセンターの
一体的管理

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（２）子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実

④相模国分寺跡等、文化財の

積極的な活用

○ 歴史資料等のデジタル化

◆文化財の市内外への発信

〇 文化財の魅力の紹介と活用

◆文化財を通じたシティプロモーション
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新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（２）子どもと大人がともに学ぶ生涯学習の充実

⑤生涯学習講座の充実

○ 市民講座「まなBINA」の充実
◆市民の学びの場・交流の場

〇 市民講座の一元化

◆わかりやすい情報提供

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（３）新たな学校施設への取組と子育て環境の充実

①「持続可能」で「夢」のある学校施設整備

○ 今泉小学校増築
◆設計に着手【平成31年度】

〇 海老名中学校移設検討
◆移設、統廃合による「夢」のある学校づくり

〇 小中学校体育館の空調設備設置
◆具体的な工法検討に着手【平成31年度】
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新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）
（３）新たな学校施設への取組と子育て環境の充実

②健康・安全安心のための環境整備

○ ０歳から切れ目のない健康管理システムの確立
◆一貫した子どもの健康管理体制の構築【平成31年度】

〇 巡回パトロールの強化
◆青色パトロールの強化 ２班体制から３班へ

【平成31年度】

〇 安全できれいな居心地のよい学校づくり
（防災対策）

◆老朽化した樹木剪定
◆室内ガラス飛散防止フィルム貼付等【平成31年度】

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（３）新たな学校施設への取組と子育て環境の充実

③学校給食のあり方の検討

○ 学校給食検討委員会の設置

構成メンバー

◆中学校の給食検討・今後の方針の決定

【平成31年度】

単位ＰＴＡ会長会代表 小中学校保護者代表
小中学校校長会代表 小中学校教頭会代表
小中学校総括教諭代表 栄養教諭
市長部局（管財課長） 教育委員会
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新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（３）新たな学校施設への取組と子育て環境の充実

④義務教育に係る公費負担のあり方の検討

〇 修学旅行検討委員会の設置【平成31年度】
構成メンバー

〇 学校での徴収金のあり方の検討

【平成31年度】

単位ＰＴＡ会長会代表 小中学校保護者代表
小中学校校長会代表 小中学校教頭会代表
小中学校総括教諭代表 教育委員会

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）

（３）新たな学校施設への取組と子育て環境の充実

⑤放課後児童クラブ（学童保育）の充実

○ 学童保育クラブの「質」

及び「定員」の充実

◆さらなる安全安心な学童へ

〇 保護者負担軽減の継続

◆最大12,000円/月の支援を継続



2019/4/12

10

●子どもたちの

しあわせをめざします

●家庭・学校・地域の

わたしたちは「ひびきあう
教育」の理念のもとに

「しあわせをはぐくむ教育」のまち海老名

子どもたちの今と将来のしあわせのための教育

子どもと大人がともに成⾧する社会

家庭・学校・地域のためのよりよい環境づくり

に取り組みます教育施策の3つの柱
「えびなっ子
しあわせプラン」の推進

●新しい授業スタイルの確立によ
る学力の向上
●社会に開かれた教育課程の編成
●小中一貫教育、コミュニティ・
スクールの推進
●英語教育及び国際理解の推進
●学校ICTの環境整備と活用

子どもと大人が
ともに学ぶ生涯学習の充実
●子ども・学校支援事業の実践
●社会教育計画の見直し
●「ひろがる・つながる・みんなの図書館」
への進化
●相模国分寺跡等、文化財の積極的な活用
●生涯学習講座の充実

●「持続可能」で「夢」のある学校
施設整備
●健康・安全安心のための環境整備
●学校給食のあり方の検討
●義務教育に係る公費負担のあり方
の検討
●放課後児童クラブ（学童保育）の
充実

新たな学校施設への取組
と子育て環境の充実

新海老名市教育大綱（案）新海老名市教育大綱（案）


