だより

改革取組方針について

教育委員会

15

…
From the island to the world

※新 入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望する場合、
３月末日までに転出する予定がある方は対象外となりま
すので申請はご遠慮ください。
申請方法 申請書類を就学中（予定）の学校へ提出。中学
校新１年生のいる世帯は就学中の小学校へ提出。
※申請書類は各学校・市教育委員会ホームページにあります。
申請期限
◦小学校新１年生と中学校新１年生：２月 10 日㈪（入学
前支給を希望する）
◦小学校新１年生：４月 13 日㈪（入学前支給を希望しない）
◦小学校２年生～６年生と中学校新１年生～３年生：２月
10 日㈪（入学前支給を希望しない）

島から世界へ

このたび学校給食費の見直しを行

年４月～令和元年７

学校における働き方

市教育委員会では、国や県

い、 本 年 ４ 月 か ら １ 食 あ た り 小 学 校

15

31

学校給食費
年ぶりに見直し

で働き方改革の方針などが定

２３５円、中学校２８０円となります。

11

児童生徒の体力・
運動能力調査結果

月に、
児童生徒全員対象の
「体

められたことを踏まえ、令和

16

平成

力・ 運 動 能 力 調 査 」 を 実 施

平成 年 月の合併以来、 年間、

※江田島市教育委員会のホームページアドレス
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/

しました。江田島市の結果は、 元年８月に「学校における働

問学校教育課☎（43）1900
市教育委員会では、経済的な理由により就学が困難と認
められる児童生徒の保護者に対して、学校で必要な学用品
費や給食費などの援助を行っています。
令和２年度に入学する児童・生徒は、２月 10 日㈪まで
に申請すれば、「新入学児童生徒学用品（ランドセル、通
学用服、上履きなど）費」が入学前（２月下旬予定）に支
給されます。
対象者
市内に住所があり、小・中学校に就学中（予定）の児童・
生徒の保護者で、次のいずれかに該当する場合。
◦生活保護を受けている世帯
◦生活保護が停止または廃止となった世帯
◦市民税などが非課税または減免されている世帯
◦国民年金保険料の減免世帯
◦国民健康保険税の減免または徴収猶予の世帯
◦児童扶養手当を受給している世帯
◦失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者等世帯
このほか特別な理由により対象となる場合があります。

消費者物価指数の上昇や、消費税の

摂取基準が見直され、現在の給食費

学用品の購入や給食費などの援助を
行っています

き方改革取組方針」を策定し

本市は、これまでも、教員

では献立内容の維持が困難な状況と

※年間の実施日数を小学校、中学校1・2年生は190日、中学校3年生は181日と仮
定して計算しています。（実際は学校、学年行事などにより異なります）
（参考）広島県内市町の平均 小学校約248円 中学校289円 平成30年4月現在

全国平均とほぼ同じか、少し

目別にみると握力が高かった

のモチベーションの向上、児

年額

アップ。文部科学省が示す学校給食

ｍ走などが平均を

なってきたため、今回の見直しとな

1食単価

ました。

一方で、

童生徒と向き合う時間の確保

りました。

徴収額
4月～2月
3月
小学校
195円 37,050円
3,300円
4,050円
中学校1・2年
235円 44,650円
3,900円
5,650円
中学校3年
235円 42,535円
3,700円
5,535円
▶改正後（令和２年４月から）
徴収額
学校の別
1食単価
年額
4月～2月
3月
小学校
235円 44,650円
4,100円
3,650円
中学校1・2年
280円 53,200円
4,900円
4,200円
中学校3年
280円 50,680円
4,700円
3,680円
学校の別

50

上回る結果になりました。種

下回り、種目間でややばらつ

を目指し、教員の負担軽減や

令和２年２月

きがありました。詳しい結果

29 広報えたじま

▶現行

月額の給食費は次のとおり。

※開館時間は午前９時30分～午後４時30分(火・祝除く)・入場無料

学校の業務改善に取り組んで

展示期間 ２月１日㈯～３月１日㈰

は、市教育委員会ホームペー

特の色彩感覚で見るものを魅了する絵画の世界をお楽しみください。

きました。

による親子展を開催します。力強い中にもしなやかさと美しさを持つ書、独

ジをご覧ください。

書家の田本文子さん（江田島町在住）と、画家の湊里香さん（呉市在住）

質の高い教育には、教員が

田本文子・湊里香 親子展

調査結果の分析を行い、改

-絆-

児童生徒と向き合う時間を確

学びの館 市民ギャラリー ２ 月

善策を立て、各校で体力・運

▶催し その３
論語を学ぶ。其の３
初めての人にも分かりやすく論語を
お話する講座の続編。今回は「義」に
ついて学びます。
日時 ２月28日㈮
午後1時30分～３時
講師 山根三芳さん
共催 大柿陀峯大学

保できる勤務環境を整備する

■沖美公民館
☎（47）1000
▶催し その１
第42回おきみ公民館まつり
日時 ２月９日㈰
午前10時～午後２時
場所 沖美ふれあいセンター
▶舞台発表：沖美太鼓、県民踊、フラ
ダンス、ギターミニコンサートなど
▶作品展示：工芸、絵手紙、書、絵画、
写真など
▶バザー：農産物・海産物直売、軽食
喫茶、うどんなど

女子

中学校２年

江田島市 58.05 59.27 45.18 54.00
広島県 56.09 57.92 44.04 52.57
全国
56.64 57.83 45.46 53.90

■大柿市民センター  ☎（57）3009
▶催し その１
語りの世界へようこそ
読み聞かせって、どう語ればよいか。
子どもたちが自由に想像できる語りを
体験してみませんか？
日時 ２月１日㈯
午後1時30分～3時30分
講師 西村強さん
定員 10人
▶催し その２
基礎から学ぶマネー講座②
セカンドライフ（老後）への備えは
万全？今注目のイデコやニーサって
何？お金のプロに教えてもらおう！
日時 ２月20日㈭
午後1時30分～3時
講師 河口英広さん（呉信用金庫）
定員 15人

男子

後も、教員の働き方を見直し、

■能美市民センター ☎（40）2777
▶催し その１
美を楽しむ～箏の音色とお抹茶～
MOA美術館所蔵 尾形光琳作の国宝
「紅白梅図屏風」複製をバックに、箏
の演奏とお抹茶でゆったりとしたひと
時を過ごしませんか。
日時 ２月16日㈰
午後１時30分～３時30分
講師 杉田由美子さん・濱中麻子さ

▶催し その３
おもちゃを使って英語であそぼう！
子どもが好きなおもちゃや人形、
カードなどを使って親子で楽しく英語
を学びましょう。
日時 ２月23日㈰午前10時～11時
講師 オハナ・イングリッシュ・サロン
対象 ３歳～小学生（保護者同伴）
参加費 子ども１人500円（保護者は
無料）
申込期限 ２月21日㈮

女子

小学校５年

本方針に則り、働き方改革の

■江田島市民センター別館
☎（42）0015
手作りパン教室
ハート型のチョコパン作りに挑戦！
日時 ２月19日㈬
午前９時30分～午後０時30分
講師 吉本幸美さん
参加費 500円
定員 ６人
準備物 エプロン
申込期間 ２月３日㈪～13日㈭

▶催し その２
お金の勉強をはじめよう②
お金の価値の『まもる』と『ふやす』
を考え資金運用方法を学びましょう。
日時 ２月18日㈫
午後１時30分～３時
講師 河口英広さん（呉信用金庫）
定員 20人
準備物 筆記用具
申込期限 ２月17日㈪

男子

実現に取り組みます。

■学びの館
☎（42）1145
冠婚葬祭で役立つ 筆ペン・ペン習字講座
のし袋の表書きや氏名・住所などの
書き方を体験します。
日時 ２月13日㈭
午後１時30分～３時
講師 田本文子さん
対象 どなたでも（小学3年生以下は
保護者同伴）
参加費 100円
定員 10人
準備物 筆ペン・ボールペン（家で
使っているもの）
申込期限 ２月10日㈪

▶催し その２
基礎から学ぶマネー講座
かしこいお金の貯め方から相続税対
策まで、お金のプロに教えてもらお
う！
日時 ２月27日㈭
午後1時30分～3時30分
場所 三高会館
講師 河口英広さん（呉信用金庫）
定員 20人

動能力の向上を目指した取り

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各施設に申し込んでください

ん（ことのは会）、河野義春さ
ん（MOA美術文化インストラク
ター）
参加費 500円
定員 40人
申込期限 ２月12日㈬

ことが必要であると考え、今

のひ ろば

体力合計点

組みを今後も継続して実施し

学び

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

ます。

体力合計点

就学援助の内容（令和２年度）（単位：円）
小学校
中学校
支給費目
１年 ２～６年 １年 ２・３年
学用品費など(年額)
13,110 15,350 24,800 27,050
新入学学用品費(年額) 50,600
57,400
校外活動費(宿泊を伴う)
修学旅行費
対象経費の自己負担分
医療費
学校給食費
※年度途中の認定の場合、原則、認定された月分からの支給
広報えたじま

令和２年２月 28

