
       
瀬谷中だより １０月号        平成２９年１０月１１日 

 

 

＜学校教育目標＞ 
○ 自ら学ぶ力の育成と基礎学力の定着             〔知〕 
○ 他者を思いやり、礼儀や規律を重んじる態度の育成    〔徳〕 
○ 生命を尊ぶ健康な心と体の育成                〔体〕 
○ 社会に貢献し、様々な人と関わり合う態度の育成    〔公・開〕 
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瀬谷中学校 開校記念日        校 長 工藤 祐嗣 

 １０月 １１日 (水 ）は本校の開校記念日です。昭和２２年４月に横浜市立瀬谷中学校が創

立され、同年５月、横浜市戸塚区瀬谷町４,２５１番地、横浜市立瀬谷小学校の一部に校舎

ができました。現在の場所には、地元の方々よりの土地の寄贈などの協力があり、建てられ

ました。 

開校当時は１年３クラス、２年２クラス、３年１クラス、教職員７名でのスタートでした。今では、

全学年９クラスずつ、それに個別支援学級を加えた生徒数１，０３８名を誇る横浜市でも屈

指の大規模校となり、昨年、７０周年を迎えることができました。 

また、創立以来昨年度までに２３，４３５名の生徒が本校を巣立っています。地域の中には、

親子孫３代にわたり本校の卒業生という方もいらっしゃいます。昔の瀬谷中学校のことをご存

知でしたら、ご家庭でもお話などしていただくとありがたいと思います。 

 今後も、歴史と伝統のある瀬谷中学校が、ますます発展するよう職員一同努力を続けて

いきたいと思います。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
創立当時 雪景色の中の校舎 

 

全校生徒による 70周年記念の人文字 



　【2016(平成28)年度決算報告】

報償費 280,000 134,117 134,117 0
自然教室ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ謝金、職業講話謝礼、国際理解教室謝礼、見舞
金

消耗品費 12,118,000 12,170,889 12,168,294 2,595
教授・学校行事・事務管理用品 （各教科教材、用具、文具、用紙
類、ｺﾋﾟｰ代、印刷機ｲﾝｸ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、保健室用消耗品 他）

食糧費 50,000 41,364 41,364 0 体育祭来賓用茶菓子、卒業式来賓用赤飯

印刷製本費 164,000 189,302 189,302 0 写真現像、校名入り封筒印刷

修繕料 208,000 865,540 827,508 38,032
教材教具等修繕 （ﾌﾟﾘﾝﾀ修理、ｶﾞｽ漏れ警報機交換、ﾃﾚﾋﾞ修理、楽
器修理、生徒机・椅子天板修繕、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ修理、拡大機修理　他）

通信運搬費 127,000 274,337 247,337 27,000
公務用携帯電話料金、郵券購入、郵便小包等の輸送費、行事参
加代表生徒の交通費（市体育大会開会式 等）

手数料 60,000 209,893 209,892 1 図書装備代、ﾋﾟｱﾉ調律、保健室ｶｰﾃﾝ・布団ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

委託料 137,000 231,120 231,120 0 校舎配置図掲示板作成、廃棄物処理

使用料及び賃借料 1,897,500 2,103,784 2,103,784 0
1年自然教室バス借上料、緊急時等タクシー借上料、ソフトウェア
使用料（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教科書他）、卒業遠足引率者施設入場料

学用器具費 3,290,000 1,216,534 1,216,534 0
作品乾燥棚、ひな壇、ｽｷｬﾅｰ、学校用ｵﾙｶﾞﾝ、指揮台、教材DVD、
ﾛｲﾀｰ板、跳び箱、ｽﾎﾟﾝｼﾞﾏｯﾄ、冷蔵庫、ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ、ﾛｯｶｰ　他

図書費 1,667,000 1,128,320 1,128,320 0 図書費 （学校図書室に整備する図書類）

負担金等 20,600 54,600 54,600 0 部活動団体登録料　他

施設小破 830,300 2,330,300 2,328,912 1,388
漏水修繕、ｶﾞﾗｽ修繕、教室ﾛｯｶｰ設置、端子盤取付改修、LAN配線
復旧、教室電灯回路修繕、窓ｱﾙﾐｻｯｼ修繕、各扉修繕 他

校地小破 64,500 0 0 0

燃料費 645,881 750,175 738,456 11,719
管理用プロパンガス、仮設校舎プロパンガス、白灯油、混合ガソリ
ン

報償費 200,000 200,000 200,000 0 学校巡回員への謝礼

21,759,781 21,900,275 21,819,540 80,735

報償費 0 5,568 5,568 0 道徳研修会講師謝礼

消耗品費 53,000 47,432 47,394 38 道徳教材DVD、マグネットホワイトボード

学校施設営繕費 工事請負費 0 635,850 635,850 0 プール循環ポンプ更新、機械警備業務センサー撤去復旧作業

53,000 688,850 688,812 38

21,812,781 22,589,125 22,508,352 80,773

学校決算報告・学校予算執行計画

2８年度学校決算と２９年度予算執行計画を報告いたします。

合計

備考

学校運営振興費

学校管理費

小計

教育指導振興費
（道徳授業力向上推進校に
係る予算）

小計

事業名 費目 当初配当額
流用等

調整後金額
（特別配当含む）

決算額 残額



当初配当額 流用 流用後の額 内訳 金額

卒業証書筆耕謝礼 50,000

その他謝礼（職業講話、国際理解学習） 20,000

見舞金等 80,000

事務用品（文具、事務機器 等） 1,000,000

ＰＣ・印刷関係（用紙・ｲﾝｸ・ﾏｽﾀｰ・ｺﾋﾟｰ等） 3,800,000

MARC（図書室用図書データ） 100,000

教材・教具、保健、環境整備等 5,307,000

予備費 600,000

50,000
他からの流用
不可 50,000 体育祭・卒業式来賓用菓子・赤飯 50,000

160,000 0 160,000 封筒印刷・写真現像 160,000

200,000 300,000 500,000 事務機器・教具修繕 500,000

郵券購入、書留送料 等 230,000

携帯電話使用料 20,000

楽器運搬（吹奏楽部） 50,000

校外活動等参加に係る生徒交通費 50,000

布団クリーニング（保健室） 50,000

ピアノ調律 60,000

図書装備 100,000

その他 50,000

137,000 43,000 180,000 大型ごみ廃棄 180,000

自然教室バス借上げ 796,500

緊急時タクシー借上料 100,000

卒業遠足教師施設入場料 100,000

ソフトウェア使用料 50,000

事務機器、教科・領域、保健、環境整備 1,556,500

予備費 500,000

1,597,000 -200,000 1,397,000 学校図書 1,397,000

24,000 76,000 100,000
児童生徒が参加する公的な大会等の
参加料 100,000

小破（建物・備品・ｶﾞﾗｽ）修繕料 1,030,300

教室ドア鍵改修 1,200,000

64,500 0 64,500 校地整備用：小破修繕 64,500

報償費（巡回員報酬） 200,000 不可 200,000 学校巡回員報酬 200,000

燃料費 739,000 不可 739,000 プロパンガス・灯油 739,000

合計 20,290,800 0 20,290,800 20,290,800

【201７（H2９）年度予算執行計画】
費目

報償費 280,000 -130,000 150,000

手数料 60,000 200,000 260,000

消耗品費 10,807,000 0 10,807,000

食糧費

印刷製本費

修繕料

通信運搬費 127,000 223,000 350,000

1,400,000 2,230,300

委託料

使用料及び賃借料 1,840,000 -793,500 1,046,500

学用器具費 3,175,000 -1,118,500 2,056,500

校地小破

図書費

負担金補助及び交付金

施設小破 830,300



《学校・地域コーディネーター》 と 

《教育支援委員会》のご紹介  

『学 校 ・地 域 コーディネーター』の仕 事 は、学 校 支 援 ボランティアの調 整 や、教

育 活 動 ・地 域 活 動 の充 実 につながるような企 画 ・提 案 などを行 い、学 校 と地 域

の交 流 ・連 携 を進 めます。横 浜 市 教 育 委 員 会 事 務 局 主 催 の養 成 講 座 を受 講 ・

修 了 すると、学 校 ・地 域 コーディネーターの資 格 を得 ることができます。  

 本校でも、学 校 ・地 域 コーディネーターがいらっしゃいますので、ご紹 介 いたしま

す。    様です。瀬谷中生のために、平日の毎朝、校内を巡回して、環境整備、安全

点検を行ってくださる等、日々、意欲的に活動されています。瀬谷中のみならず、地域の

活動にも、積極的に参画されています。 

   様は、『瀬谷中学校教育支援委員会 』（略称 ：支援隊 ）の委員長でもいらっしゃ

います。 

 支援隊は、平成 24 年 3 月に発足し、瀬谷中生の育ちを見守り、励まし、支援する団体

として、5 年目を迎えました。今年度は、学校・地域コーディネーター、元 PTA 役員、地域

の方々、８名で活動されています。毎月、定例会を校長室で開催し、月々の支援隊の活

動と学校からの情報をもとに、生徒の活動を評価し、具体的な改善、支援策を考え、行

動、実践されています。 

 朝のあいさつ運動や、体育大会の見守り活動、並びにワンコイン募金活動、合唱コン

クールの見守り活動や拡大ハマロードへの参加、ふれあい音楽会、地域合同ふれあいレ

クリエーション大会の見守り活動等に、瀬谷中のために、積極的に取り組んでくださって

います。 

 部活動でも、支援隊のご尽力で、地域の方と瀬谷中の輪が、広がってきています。野

球部とバレー部では、長年にわたり地域の方にご指導をいただいております。昨年度か

らは、囲碁・将棋部でも、地域の方にご指導をいただいております。 

 支援隊は、正に瀬谷中の応援団であり、地域と学校の協働事業を推進してくださっ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援隊と生徒会、PTAが協力して作成したスローガンの横断幕 

                  『おはようでみんなが笑顔100万倍!』 


