
海老名市教育委員会

（令和２年 5月 定例会議事日程）

日時 令和2年5月25日(月)

午後2時00分

場所 えびなこどもセンター　201会議室

教育長報告

１ 議案第 27 号

２ 議案第 28 号

３ 議案第 29 号

４ 議案第 30 号

５ 議案第 31 号

海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正に関する意見の申し出について（非公開事
件）

日程第 令和２年度海老名市奨学生選考委員会への諮問について

日程第 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について（非公開事件）

日程第 令和２年度海老名市教科用図書採択資料作成委員会委員の委
嘱について（非公開事件）

日程第 令和２年度海老名市一般会計補正予算（第４号）のうち教育
に係る部分に関する意見の申し出について（非公開事件）

日程第
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海老名市教育委員会 

令和２年度 ５月定例会 

◇教育長報告 

１ 主な事業報告 

   ４月 １日（水） 教職員辞令交付式（昇任・異動・新採用） 

         新採用教職員採用時研修会 

         副市長就任式 

         教育委員会辞令交付式 

         週部会 

４月 ２日（木） 臨時校長会議（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策） 

         県央教育事務所長来館 

      ３日（金） ４月臨時教育委員会（４月学校臨時休業） 

            臨時校長会議 

            臨時最高経営会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

４日（土） ＰＴＡ会長との新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症意見交換会 

６日（月） 小中学校臨時休業（4月 6日～4月１７日） 

      第一学期始業式 

      学校応援団説明会 

      中学校入学式（有馬中学校） 

7 日（火） 小学校入学式（杉本小学校） 

      小中学校登校日 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

緊急事態宣言臨時休業延長（～5月 6日） 

８日（水） 小学校居場所訪問 

週部会 

      新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

９日（木） 4 月校長会議（第 1回） 

       新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る市教委学校対策会議 
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１０日（金） 市議会４月臨時議会 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

１３日（月） 小学校居場所訪問・朝のパトロール 

       ４月教頭会議 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

     １４日（火） えびなっ子生活学習支援動画撮影 

     １５日（水） 教育部隔日別室勤務実施 

            小学校居場所訪問 

            臨時小学校学校ＩＣＴ担当者会 

     １６日（木） 県央教育長会議 

            臨時小学校学校ＩＣＴ担当者会 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る市教委学校対策会議 

     １７日（金） 教育課題研究会（中止）    

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

     ２０日（月） 学童保育クラブ訪問 

            小学校居場所訪問 

     ２１日（火） ４月校長会議（第２回） 

２２日（水） 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

     ２３日（木） 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る市教委学校対策会議 

     ２４日（金） 小学校居場所訪問 

            教育委員会４月定例会（中止） 

     ２７日（月） 小学校 ライブラリ活用開始 

            ５月校長会議部内打合せ 

     ２８日（火） 最高経営会議 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

            海西中学校第一技術室外壁崩落緊急工事対応 

            小中学校外壁点検（～５月中） 

     ３０日（木） 市長定例記者会見 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る市教委学校対策会議 
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５月 １日（金） 小学校居場所訪問 

      ５日（火） 緊急事態宣言延長に伴う学校臨時休業の延長 

            （～５月３１日） 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る市教委学校対策会議 

      ７日（木） 小学校居場所訪問 

      ８日（金） 教育委員会５月臨時会 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

            小学校居場所訪問 

            小学校４年生向け国語授業動画撮影 

     １１日（月） 市議会５月臨時議会 

     １２日（火） 教職員人事検討委員会 

            ５月校長会議 

     １３日（水） 小学校居場所訪問 

            県央教育事務所長来館 

     １４日（木） ５月教頭会議 

            小学校４年生向け社会科授業動画撮影 

１５日（金） 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

            台風 1号に関する情報連絡会 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る市教委学校対策会議 

     １６日（土） 海老名青年会議所子ども応援動画撮影 

     １８日（月） 最高経営会議 

     １９日（火） 教育課題研究会 

     ２０日（水） 週部会（学校再開準備打合せ） 

     ２２日（金） 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症部内対策会議 

            新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に係る市教委学校対策会議 

２５日（月） 教育委員会５月定例会 
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２ 新型コロナウイルス感染症対策について

   私は、１月、中国での感染が報道された時点では、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大が、ここまで世界的に広がり、多くの人の命を

奪い、経済活動が制限され、社会生活に多大な影響を及ぼすとは、想

像できませんでした。 

   ２月、大型クルーズ船での感染がニュースとなる中、どのように対

策をして、学校教育活動を進めるかということで、さまざまな対策を

練って、校長会と話し合って、準備をしていました。 

   そして、３月、国からの全国的な小中学校等の臨時休業が要請を受

け、所管する海老名市立小中学校を臨時休業としました。 

   臨時休業、春休みを経て、いよいよ、４月、新学期からの学校再開

の準備を進めていましたが、全都道府県に「緊急事態宣言」が発令さ

れ、臨時休業がそのまま継続され、現在に至っているところです。 

   ５月になり、感染拡大が全国的に抑えられている状況から、徐々に、

緊急事態宣言の解除がなされているところですが、神奈川県について

は、本日、解除について判断がされるとのことです。 

   学校が、３ヶ月間、休業するということは、かつてない異例の事態

であり、「９月入学」や「教育課程の次年度への持ち越し」の論議がな

されているところでもあります。 

   私としては、教育制度の議論も大切なことですが、現在、家庭で過

ごさざるを得ない子どもたちへの「学びの保障」、子どもたちや教職

員の命と健康を守るための感染防止対策と学校教育活動の再開をど

のように進めるべきかが、喫緊課題であり、教育委員会事務局（教育

部）として、学校と協議し、共通理解を図りながら、学校再開に向け

て準備を進めているところです。 

   予定としては、６月１日から分散登校により、全小中学校の学校教

育活動を再開したいと考えています。 

   その後、９日に給食を再開し、感染状況を勘案しながら、１５日か

らは、通常登校に移行したいと考えているところです。 

   そして、今は、ただただ、子どもたちが学校に戻ってきて、学校が

子どもたちの活力で甦り、感染症対策の中での新しい学校教育のスタ

イルを確立したいと考えているところです。 

   教育委員の皆様には、今後とも、海老名市のこれからの教育につい

て、ご助言いただければと思います。 

以上でございます。 

※別紙資料 教職員への便り「いがすたいがすた」第１号 
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　令和２年度海老名市教科用図書採択資料作成委員会委員を委嘱したいため

議案第２７号

令和２年度海老名市教科用図書採択資料作成委員会委員の委嘱について

（非公開事件）

別紙のとおり、令和２年度海老名市教科用図書採択資料作成委員会委員の委嘱につ

いて、議決を求める。

令和２年５月２５日提出
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案の決定につい

て、議決をいただきたいため

議案第２８号

海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について（非公開事件）

別紙のとおり、海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案

の決定について、議決を求める。

令和２年５月２５日提出
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、海老名市長から意見を求められたことから、その申し出内容を決定したいため

議案第２９号

海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正に関する意見の申し出について（非公開事件）

別紙のとおり、海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正に関する意見の申し出について、議決を求める。

令和２年５月２５日提出
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　令和２年度海老名市一般会計補正予算（第４号）のうち教育に係る部分について、

海老名市長から意見を求められたことから、その申し出内容を決定したいため。

議案第３０号

令和２年度海老名市一般会計補正予算（第４号）のうち教育に係る部分

に関する意見の申し出について（非公開事件）

別紙のとおり、令和２年度海老名市一般会計補正予算（第４号）のうち教育に係る

部分に関する意見の申し出について、議決を求める。

令和２年５月２５日提出
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　海老名市奨学生を選考するにあたり、海老名市奨学生選考委員会の意見を聞き、奨

学生の決定に反映させたいため

議案第３１号

令和２年度海老名市奨学生選考委員会への諮問について

別紙のとおり、令和２年度海老名市奨学生選考委員会への諮問について、議決を求

める。

令和２年５月２５日提出
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令和２年度海老名市奨学生選考委員会への諮問について 

１ 諮問の理由         

 海老名市奨学生を選考するにあたり、海老名市奨学金条例（昭和43年条例

第24号）第６条の規定により、海老名市奨学生選考委員会の意見を聞き奨学

生の決定に反映させたいため。 

２ 諮問文書 

  別紙のとおり 

  ※別紙諮問文書のほか、申請書類等を添付して諮問します。 

３ 過去の奨学生選考実績と本年度の申請状況 

別紙のとおり 

４ 今後のスケジュール 

  令和２年５月25日  定例教育委員会 諮問の決定 

  海老名市奨学生選考委員会へ諮問 

６月８日  海老名市奨学生選考委員会開催・答申 

６月中旬  臨時教育委員会 海老名市奨学生の決定 

※奨学金は、奨学生決定後直ちに給付する。 

〈参考〉海老名市奨学金条例（抜粋） 

（給付の申請） 

第５条 奨学金の給付を希望する者は、教育委員会に申請しなければならな

い。 

（奨学生の決定） 

第６条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは当該申請につい

て、奨学生選考委員会に諮問し、その答申により奨学生を審査決定する。 

令和２年５月 25 日 

定例教育委員会資料 

就学支援課就学支援係 
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海就支発第 号 

令和２年５月 日 

海老名市奨学生選考委員会 

委員長 秋 山 範 子 殿 

                          海老名市教育委員会 

令和２年度海老名市奨学生の選考について（諮問） 

 令和２年度海老名市奨学生を選考したいので、海老名市奨学金条例第６条

の規定により、別紙資料を添えて意見を求めます。 

（案） 
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令和２年度

学年 申請 決定 不採用 辞退

新規 37
継続
新規 3
継続 11
新規 1
継続 13

計

平成31年度

学年 申請 決定 不採用 辞退

新規 19 12 7
継続
新規 3 2 1
継続 14 9 5
新規 9 6 3
継続 11 11 0

計 40 16

平成30年度

学年 申請 決定 不採用 辞退

新規 22 15 7 2
継続
新規 8 5 3
継続 10 8 2
新規 4 3 1
継続 12 9 3

計 40 16 2

過去の奨学生選考実績と本年度の申請状況

65

申請内訳

1 37

2 14

3 14

申請内訳

1 19

2 17

3 20

56

58

経済的理由により、学校教育法に規定する高等学校・中等教育学校の後期課程・
　専修学校・高等専門学校（第３学年まで）への修学が困難な方に奨学金を給付し、
　修学を奨励しています。
　　※経済的状況の目安は、生活保護認定基準の１．２倍
　　※生活保護受給者は対象外

支給額は年額120,000円で返済の必要はありません。
　　今年度から、年度末に提出を求めている「使途報告書」に公共機関の交通費を除
　き、領収書の添付を求めていきます。

今年度の申し込み人数は65名で昨年度と比較すると６名の増加
  　※新規申請は４１名で、うち３７名が１年生の申請

コロナウイルス感染症の「緊急事態宣言」を受け、今年度は指導主事による面接
　を行わず、書類選考と収入状況により、支給決定していきます。

支給決定者には身元保証人（市内在住の成年者）の保証書を求めています。

申請内訳

1 24

2 18

3 16
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（敬称略）

任期＝２年間 ※網掛け部分が令和２年度からの新委員

番号 氏名 所属 委嘱期間 備考

1 村井
む ら い

　敏男
と し お

民生委員児童委員 R2.4.1～R3.3.31
任期は、前任者の
残任期間

2 秋山
あきやま

　範子
の り こ

海老名小学校長 H31.4.1～R3.3.31

3 大島　直子
おおしま　　　　なおこ

海老名中学校長 H31.4.1～R3.3.31

4 河毛
が も う

　利
としゆき

之 有馬中学校長 H31.4.1～R3.3.31

5 椙山
すぎやま　

　博考
ひろたか

海西中学校長 H31.4.1～R3.3.31

6 飛
ひやざき　　　　　　よしき

矢崎　義基 柏ケ谷中学校長 H31.4.1～R3.3.31

7 橋本
はしもと

　正夫
ま さ お

大谷中学校長 H31.4.1～R3.3.31

8 成岡
なるおか

　誠司
せ い じ

今泉中学校長 R2.4.1～R3.3.31
任期は、前任者の
残任期間

9 鈴木
す ず き

　恭子
きょうこ

神奈川県立海老名高等学校長 R2.4.1～R3.3.31
任期は、前任者の
残任期間

海老名市奨学生選考委員会委員名簿
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