
海老名市教育委員会

（令和３年 2月 定例会議事日程）

日時 令和3年2月5日(金)

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 報告第 3 号

２ 議案第 1 号

３ 議案第 2 号

４ 議案第 3 号日程第 令和３年度ひびきあう教育実践委託事業費に係る「特色ある
取組加算額」について

日程第 令和２年度海老名市一般会計補正予算（第１３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

日程第 海老名市奨学金条例について

日程第 海老名市学校給食費に関する条例について





海老名市教育委員会 

令和２年度 ２月定例会 

◇教育長報告 

１ 主な事業報告 

  １月１２日（火） 教育委員会１月定例会 

            職員表彰 

１４日（木） 教育委員会賀詞交換会 

       １月校長会議 

     １６日（土） 小学校土曜授業参観 

     １８日（月） 神奈川工科大ﾚｺﾞﾌﾞﾛｯｸ大会教育長賞授与 

       新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症危機管理対策本部会議 

       部活動指導員研修あいさつ動画撮影 

     ２１日（木） １月教頭会議 

            関東都市教育長協議会理事会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

     ２２日（金） 雪に関する情報連絡会 

     ２６日（火） 県央教育長会議 

     ２８日（木） 市長定例記者会見 

     ２９日（金） ひびきあう教育研究指定校実践発表会（海老名

小学校） 

２月 １日（月） 有鹿小学校朝会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

         教育課題研究会 

   ２日（火） 学校予算調整会議 

         ２月校長会議 

         令和３年度新規採用予定教職員面接 

 ３日（水） 朝のあいさつ運動（海老名小学校） 

       市議会２月臨時会 

         令和３年度新規採用予定教職員面接 

 ４日（木） ２月教頭会議 

令和３年度新規採用予定教職員面接 

      ５日（金） 教育委員会２月定例会 

            海老名小学校通学路変更説明 

   ※緊急事態宣言により、市の研修会、会議、初任者授業参観、学校

訪問等は、原則、中止または延期としています。 
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２ 「緊急事態宣言」について

  令和２年度もあと２か月となります。 

  １月７日に、年度内、２回目となる緊急事態宣言が発令され、一昨日、

それが、３月７日まで、さらに、１か月間延長されることが決定されま

した。 

  令和２年の２月２７日に、全国一斉の学校の休業措置が要請されてか

ら、今回の緊急事態宣言中に、まさに、一年間、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大が、市民の教育にかかわる活動に、学校の教育活動に、

多大な影響を及ぼしたことになります。 

  私としては、子どもたちと市民の命と健康を守るためにも、逼迫した

医療体制の中で、献身的に従事する医療関係者の負担を軽減するために

も、３月７日までの延長期間の中で、その先の安心が見通せる状況まで、

感染が抑止できればと思うところであり、そのための学校での感染防止

策の徹底を図りたいと考えるところです。 

  そして、３月、４月の学校の卒業式、入学式、学年のまとめと新学期

を、感染症対策を図りながらも、穏やかに迎え、ひとりひとりの子ども

たちの新たな歩みを支えたい、応援したいと思うところです。 

  報道等において、飲食店を経営する方々などの経済活動の厳しさは、

極限の状況にあるとのことで、延長の決定に様々な声が聞かれるところ

ですが、３月７日までは、なんとか、力を合わせて、個人個人が行動の

自粛を心掛け、感染防止策を徹底して、ここを乗り越えてほしいと願う

ところです。 

  先日の２月の校長会議で、緊急事態宣言中は学校の地域の感染レベル

「３」での教育活動の継続を確認しました。現在、各学校での教育活動

については、大きな支障はないとのことですが、やはり、中学校３年生

の進路については、様々な事態を想定して、きめ細かな対応ができるよ

うに取組をしているところであり、教育委員会としてもそれを全面的に

支えたいと考えているところです。 

 私としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、子どもた

ちも含めすべての人が、何らかの我慢を強いられ、不安な思いで生活し

ている状況を、今回は、確実に解消するための「緊急事態宣言」にしな

ければならないと、強く思うのです。 

                          以上です。 
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　報告理由

　令和２年度海老名市一般会計補正予算（第１３号）のうち教育に係る部分に関する

意見の申し出をしたため

報告第３号

令和２年度海老名市一般会計補正予算（第１３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

令和２年度海老名市一般会計補正予算（第１３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、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規

則（昭和49年教委規則第２号）第３条第１項の規定により臨時に代理し意見の申し出

をしたので、同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月５日提出
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令和２年度海老名市一般会計補正予算（第１３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 

１ 概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、海老名市

長から意見を求められたため、異論なしとして申し出をした。

２ 教育長の臨時代理 

１月26日付で市長から意見を求められたが、補正予算案は２月３日の令和３

年第１回海老名市議会臨時会に上程する予定であったため、その対応に急施を

要することから、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規

則第３条第１項の規定に基づき、教育長が臨時に代理し、申し出をした。

３ 意見を求められた議会の議決を経るべき案件 

令和２年度海老名市一般会計補正予算（第１３号）のうち教育に係る部分

４ 海老名市長からの文書 

  別紙のとおり

５ 教育委員会からの申し出文書 

  別紙のとおり

令和３年２月５日 

定例教育委員会資料 

教育総務課総務係 
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１　歳入歳出予算補正
　(1)　歳入

（単位：千円）

所管課 補正前額 補正額 補正後額 説明

14 国庫支出金 － 213,304 14,000 192,304

2 － 178,304 14,000 192,304

5 － 178,304 14,000 192,304

4 － 35,000 14,000 49,000

6 教育総務課 35,000 14,000 49,000
　市内小中学校の新型コロナウイルス感染拡大防止
対策事業に対し、児童生徒の学びの保障等安全な教
育活動を継続していくための経費を支援するもの。

学校保健特別対策事業費

令和２年度　海老名市一般会計補正予算（第１３号）【教育委員会所管部分】

款・項・目・節・細節

国庫補助金

教育費国庫補助金

教育総務費補助金

-
9
-



　(2)　歳出
（単位：千円）

所管課 補正前額 補正額 補正後額 説明

10 教育費 － 5,181,396 28,910 5,210,306

2 小学校費 － 665,807 18,400 684,207

1 学校管理費 － 597,198 18,400 615,598

2 小学校管理経費 － 550,424 17,484 567,908

2 教育総務課 280,270 17,484 297,754
　冬季における新型コロナウイルス感染症拡大のリス
クを最小限にするため、感染症対策物品を購入し、児
童の安全衛生の向上を図り学びを保障する。

8 小学校健康管理事業費 － 28,009 916 28,925

1 就学支援課 24,434 916 25,350
　冬季における新型コロナウイルス感染症拡大のリス
クを最小限にするため、感染症対策物品を購入し、児
童の安全衛生の向上を図り学びを保障する。

3 中学校費 － 386,088 9,600 395,688

1 学校管理費 － 326,101 9,600 335,701

2 中学校管理経費 － 260,854 9,288 270,142

2 教育総務課 157,878 9,288 167,166
　冬季における新型コロナウイルス感染症拡大のリス
クを最小限にするため、感染症対策物品を購入し、生
徒の安全衛生の向上を図り学びを保障する。

7 中学校健康管理事業費 － 20,359 312 20,671

1 就学支援課 17,758 312 18,070
　冬季における新型コロナウイルス感染症拡大のリス
クを最小限にするため、感染症対策物品を購入し、生
徒の安全衛生の向上を図り学びを保障する。

中学校健康管理事業費

款・項・目・細目・細々目

小学校維持管理経費

小学校健康管理事業費

中学校維持管理経費

-
1
0
-



4 社会教育費 － 1,785,508 910 1,786,418

1 社会教育総務費 － 717,656 910 718,566

3 社会教育推進事業費 － 603,715 910 604,625

16 学び支援課 839 910 1,749
　延期後の成人式実施に伴い、郵便料、会場の設営・
撤去費用等が追加経費としてかかることから、増額す
る。

成人式運営事業費

-
1
1
-



２　繰越明許費補正
　(1)　追加

（単位：千円）

事業名 金額 翌年度へ繰越使用を必要とする理由

小学校新型コロナウイルス感
染症対策物品購入

17,484
　国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を
前倒しして執行したいため

中学校新型コロナウイルス感
染症対策物品購入

9,288
　国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を
前倒しして執行したいため

10 教育費 3 中学校費

款 項

10 教育費 2 小学校費

-
1
2
-



海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　海老名市奨学金条例の一部改正の内容について決定したいため

議案第１号

海老名市奨学金条例について

　別紙のとおり、海老名市奨学金条例の一部改正の内容について、議決を求める。

令和３年２月５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

　海老名市学校給食費に関する条例の一部改正の内容について決定したいため

議案第２号

海老名市学校給食費に関する条例について

別紙のとおり、海老名市学校給食費に関する条例の一部改正の内容について、議決

を求める。

令和３年２月５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３年度ひびきあう教育実践委託事業費に係る「特色ある取組加算額」につい

て、市立小中学校各校の配分額を決定したいため

議案第３号

令和３年度ひびきあう教育実践委託事業費に係る「特色ある取組加算

額」について

別紙のとおり、令和３年度ひびきあう教育実践委託事業費に係る「特色ある取組加

算額」について、議決を求める。

令和３年２月５日提出
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