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第１章                  教育行財政

１　教育行政基本方針　　　　
２　重点施策の体系　　　　　　　　　　　
３　教育委員会　　　　　　　　　　　　
(1)       教育委員
(2)       歴代委員
(3)       教育委員会の組織及び事務分掌
(4)       教育委員会所属・職名別職員
４　教育財政　　　　　　　　　　　　　　
(1)       平成15年度一般会計予算（当初）
(2)       平成15年度教育予算（当初）
(3)       平成15年度教育費予算性質別内訳（当初）
(4)       決算額の推移
(5)　教育費決算額の推移（項目別・性質別）      

(6)       平成15年度　主要事務事業
　　
第２章                  学校教育

１　小中学校教育 学校教育
(1)    学校経営の充実
◇学校教育目標の明確化と教育計画の策定
◇学校運営組織の見直し
◇学校経営方針紹介パンフレットの作成・配布
◇学校評議員の活用
◇通学区域制度の弾力化　　　　　　　
◇学校管理規則の全面改正
◇学校事務改善事業
◇学校ホームページの充実
◇新教育課程の実施
◇教科等研究会の活動推進
◇市学習到達度調査研究の充実
◇基礎基本到達度診断調査事業の実施
◇個人研究及び教材・教具の創作品の委嘱
◇司書教諭を中心とした学校図書館の活用
◇少人数授業及びＴ・Ｔによるきめ細かな指導の推進
◇ＡＬＴの活用推進
◇学校評議員の活用
◇支援指導員の派遣
◇特色ある開かれた学校づくりの推進　
◇佐賀市教育研究所
◇校長、教頭及び事務職員に対する研修

(2) 心の教育の充実　　　　　　　　　
◇道徳の時間の確保と指導法の研究
◇郷土資料の活用
◇地域人材活用の推進　　　　　　　
◇小・中学校におけるボランティア体験
◇生き生き自然体験
◇スクールカウンセラー・スクールアドバイザーの活用推進
◇学校不適応児対応サポートの推進　　
◇不登校児童生徒への学校適応指導



◇心の教室相談員の活用推進
◇ほのぼの育成指導員の活用推進
◇児童・生徒理解促進推進委員会の充実
◇関係機関との連携充実
◇教育相談体制の充実
◇生徒指導体制の充実
◇心身障害児教育の研究

(3)    総合的な学習の推進
◇総合的な学習の取り組み
◇生き生き自然体験 学校教育
◇地域人材の活用の推進 学校教育
◇少年少女発明クラブ　　　　　　　　 教育総務
◇Ｅ－Sagaプロジェクト 学校教育
◇学校版環境ＩＳＯの取り組み　　　　

(4)    情報教育の充実 学校教育
◇コンピュータ等活用の推進　　　　　
◇教職員へのコンピュータの技能向上
◇情報教育担当教職員による情報教育の推進
◇情報教育アドバイザーの活用推進
◇情報教育リテラシーに対応した教育カリキュラム構築
◇全小中学校への高速インターネット回線整備状況　　 教育総務
◇教育用情報機器の更新・整備状況
 
(5)    食に関する教育の充実 学事
◇あらゆる教育機会での食教育の充実
◇食事状況調査に基づく食教育の充実
◇学校給食食材の安全性の確保
◇地場産品の導入 

(6)    教育環境の整備
◇通学区域制度の弾力化　　　　　　　 学事
◇学校管理規則の全面改正 教育総務
◇学校事務診断事業
◇学校運営体制の見直し 学校教育
◇校長・教頭及び事務職員に対する研修 
◇外国人子女等の日本語通訳指導員の活用推進
◇心身障害児に係る生活指導員の活用推進
◇支援指導員の派遣
◇学校ホームページの充実
◇学校給食の一部民間委託事業 学事
◇学校図書館資源共有型モデル地域事業　　 学校教育
◇児童生徒用図書整備 学校教育
◇学校教材・設備整備　　　　　　　　 教育総務
◇教室用机いすの新JIS規格への更新
◇学校給食施設設備の整備及び安全管理 学事
◇食環境の整備　　　　　　　　　　　
◇学校施設の拡充・整備整備･保全 教育総務
◇佐賀市教育研究所　　　　　　　　　 学校教育
◇就学援助事業 学事
◇特殊教育就学奨励事業
◇各種大会出場補助 学校教育

(7)    学校における人権・同和教育の推進
◇人権・同和教育の研修 学校教育



◇学校における研修会への指導員の派遣
◇同和教育補助事業　　　　　　　　　 教育総務

(8)    体位・体力の向上と健康・安全教育の推進
◇学校体育の充実 学事
◇学校保健の充実
◇学校安全の推進
◇結核予防対策の推進　　　　　　　　

２　後期中等教育並びに高等教育機関等への要請と支援
(1)       高等学校への要請 学校教育
(2)       大学、短期大学、専修学校等への要請と連携 教育総務
(3)       奨学金給付事業
(4)       留学生・就学者への支援

第３章　就学前教育の充実と少子化への対応
(1)    子育てに関する相談・情報提供体制の整備 こども
◇幼児教育相談の実施
◇家庭児童相談室の充実
◇児童虐待防止ネットワーク事業の推進
◇保育所の子育て支援センター事業の充実
◇幼稚園の子育てサロン事業の充実

(2) 少子化対策の推進
◇「すこやか佐賀っ子プラン（佐賀市児童育成計画）」の推進
◇「次世代育成支援行動計画」の策定

(3) 子育てと仕事の両立支援　　　　　　
◇保育所の延長保育などの特別保育事業の充実
◇幼稚園の預り保育の充実
◇病後児保育の充実
◇幼稚園特殊教育の実施
◇放課後児童クラブの充実
◇障害児学童保育の充実
◇サポートママ派遣事業の運営
◇ファミリーサポートセンター事業の運営
◇子育て支援短期利用事業
◇保育所の運営

(4) 保育所・幼稚園などの環境整備
◇保育所の状況
◇幼稚園の状況
◇認可外保育所の保育環境の向上

(5) 小学校との連携の強化　　　　　　　
◇幼稚園・保育所・小学校の合同研修会の実施

(6) こどもの健全な遊び場の確保　　　　　
◇児童センターの運営
◇児童遊園の運営
◇地区児童遊園地の補助制度

(7) ひとり親家庭の支援　　　　　　　　　
◇母子生活支援施設「高木園」の運営
◇児童扶養手当の給付、母子家庭等医療費の助成等
◇母子自立支援員の配置



◇遺児修学助成金
◇母子寡婦福祉資金貸付金
◇婦人保護相談事業

(8) 子育て家庭への経済的支援　　　　　　
◇児童手当の給付、乳幼児医療費の助成
◇特別児童扶養手当の給付
◇保育所保育料の軽減
◇幼稚園就園奨励費の補助
◇助産施設

第４章　家庭･学校･地域の連携

１　家庭・地域の教育力の充実　　　　　　
(1)       家庭の教育力の充実 生涯・青少年
◇家庭教育支援総合推進事業
(2)       地域の教育力の充実
◇すこやかさがっ子育成事業
(3)       子ども向けの情報誌『みゅう』の発行 青少年

２　学社（学校・社会）融合の推進　　　　
(1)       体験学習の充実
◇公民館での通学合宿　　　　　　　　 生涯学習
◇子どもと大人のふれあい体験キャンプ　 青少年
◇第７回九州都市中学生交流大会（熊本大会）
◇子ども向けの情報誌『みゅう』の発行

(2) 教育フェスティバルの開催　　　　 学校教育

３　青少年の健全育成の推進　　　　　　　
(1)       青少年の健全育成活動の充実 青少年
◇指導活動の強化
◇少年不良化防止啓発
◇環境（有害図書等）浄化活動
◇青少年非行防止大会の開催

(2) こどもの遊び場開放事業居場所づくり
◇地域子ども教室推進事業
◇校庭等の一般開放
◇その他遊び場の確保等

(3) 青少年センターの利用促進と青少年の活動拠点づくり　
◇青少年グループ・サークルの育成

(4) 学校・家庭・地域社会・諸機関の連携強化と実践 生涯・青少年

(5) 地域教育推進会議 青少年

(5) 成人式の開催 青少年

４　学校施設の開放　　　　　　　　　　　 教育総務
(1)       地域開放事業の促進
◇学校施設の地域への開放

(2)       学校体育施設の開放 市民スポーツ



第５章　生涯学習

１　生涯学習の内容充実　　　　　　　　　　 生涯学習
(1)       生涯学習基本計画の整備・推進
◇生涯学習基本実施計画の策定

(2)       多様な学習機会の提供
◇高等教育機関（大学）等と連携した事業の展開
◇公民館主催による各種学級の開催・充実　
◇青年への生涯学習の推進

(3)       青年への指導・支援 青少年
◇青年グループ・サークルの育成
◇各種講座の開催

２　生涯学習環境の整備
(1)       生涯学習施設の整備とコミュニティへの活用 生涯学習
◇本庄公民館の建設
◇公民館の施設整備とコミュニティへの活用　
◇西与賀コミュニティセンター
◇金立教育キャンプ場
◇佐賀市視聴覚ライブラリー
◇自治公民館建設事業の助成

(2)       社会教育関係団体の育成と指導者養成
◇指導者の発掘と養成、人材ﾊﾞﾝｸの充実
◇社会教育関係団体の連携調整

第６章　図書館
(1) 図書館資料の充実 図書館

(2) 館内サービスの充実
◇カウンターサービス
◇レファレンスサービス
◇ＡＶ視聴サービス
◇児童サービス
◇ヤングアダルトサービス　　　　　　
◇ハンディキャップサービス
◇外国語資料提供サービス
◇インターネットサービス
◇ハイビジョンサービス
◇展示・集会サービス
◇児童サービス
◇ヤングアダルトサービス　　　　　　
◇ハンディキャップサービス
◇外国語資料提供サービス
◇インターネットサービス

(3) 図書館分室の運営分室・自動車図書館の運営
◇図書館分室の運営
◇自動車図書館（ブーカス）の運営
◇本庄分室の開設

(4) 自動車図書館（ブーカス）の運営　　

（４）読書活動の支援



◇文庫や読書活動への支援

(5) 文庫や読書会活動等への支援　　　　

(5)情報の発信
◇展示・集会サービス
◇ハイビジョンサービス

(6) 図書館ネットワークの拡充
◇学校図書館との連携　　　　　　　
◇広域図書館拡張ネットワーク
◇相互貸借・相互協力の推進
◇広域図書館拡張ネットワーク
◇相互貸借・相互協力の推進
◇学校図書館との連携　　　　　　　

(7)       図書資料リサイクルの推進

第７章　市民スポーツ
　　 市民スポーツ
１　生涯スポーツの推進
(1)    健康・体力づくり活動の推進
(2)    ニュースポーツの推進
(3)    リーダーバンク事業の充実
(4) 総合型地域スポーツクラブの推進　　

２　競技スポーツの推進
(1)       各種目団体への支援強化
(2)       スポーツ振興のための施策の支援

３　スポーツ施設の整備と活用
(1) スポーツ施設の整備
(2) スポーツ施設の管理・運営　　　　　
(3) 施設のネットワーク化及び情報提供

第８章　文化財

１          文化財の調査 生涯学習
(1)    歴史の調査
(2)    埋蔵文化財発掘調査
(3)    歴史的建造物の調査

２　文化財の保護
(1) 文化財保護審議会の開催
(2) 文化財の指定
(3) 文化財の維持管理

３　文化財の活用
(1) 考古資料展の開催
(2) 文化財資料館の整備
(3) 歴史遺産の紹介

資料
市立の小・中学校・幼稚園・保育所関係資料



○児童・生徒数、学級数一覧　　　　　　　　 学事
○児童・生徒数、学級数の推移　　　　　　　
○学校職員数一覧　　　　　　　　　　　　 学校教育
○公立小・中学校建物等一覧　　　　　　　　 教育総務
○学校建設の歩み　　　　　　　　　　　　
○通学区域　　　　　　　　　　　　　　　　 学事
○佐賀市教育研究所業務・行事予定表　　　　 学校教育
○佐賀市教育研究所既刊の研究物　　　　　　
○就学援助費補助給付状況　　　　　　　　　 学事
○特殊教育就学奨励費補助給付状況　　　　　
○児童・生徒の発育測定結果表　　　　　　　
○児童・生徒の健康診断統計表　　　　　　　
○学校給食関係資料　　　　　　　　　　　　
・学校給食の目標
・学校給食実施状況
・給食実施計画と給食費
・学校栄養職員の配置校と給食指導校
○学校体育関係資料　　　　　　　　　　　　
・運動能力調査結果
・運動能力テスト受賞者数
○地域子育てセンター事業の実施状況　　　　 こども
・子育てサロン事業
・育児相談事業
○特別保育事業の実施状況　　　　　　　　　
○児童クラブ参加者数　　　　　　　　　　
○ショートステイ事業利用実績　　　　　　　
○佐賀市の認可保育所（園）　　　　　　　　
○認可保育所の入所児童数の推移　　　　　　
○佐賀市児童センター利用者の推移　　　　　
○市立児童遊園　　　　　　　　　　　　　　
・市立児童広場
○母子家庭等医療費の助成実績　　　　　　　
○幼稚園就園奨励費給付状況　　　　　　　　

教　育　施　設　関　係　資　料
○社会教育施設　　　　　　　　　　　　　 生涯学習
○佐賀市立公民館資料　　　　　　　　　　　
・公民館主催学級一覧
・公民館での自主サークル活動一覧
○佐賀市立図書館資料 図書館
・図書館利用案内
・図書館利用統計
・図書館で除籍した図書資料のリサイクル実績
・佐賀市立図書館協議会委員名簿
○社会体育施設　　　　　　　　　　　　　　 生涯学習
○スポーツ施設利用状況 市民スポーツ
・佐賀市民運動広場
・佐賀勤労者体育センター
・佐賀市立体育館
・佐賀市立テニスコート
・佐賀市立野球場
・佐賀市立弓道場
・佐賀球場
○小学校運動場夜間照明施設利用状況 教育総務
○佐賀市所在主要指定文化財一覧 生涯学習
・佐賀市指定文化財　　　　　　　　　　　
・佐賀県指定文化財



・国指定文化財
○佐賀市略図（小・中学校、教育施設）　　 教育総務

名　　　　簿　　　　等
○佐賀市教育委員会連絡先一覧　　　　　　　 教育総務
○佐賀市教育委員会施設等電話連絡一覧　　　
○国・県・私立学校一覧　　　　　　　　　　
○佐賀市教科等研究会各部会長　　　　　　　 学校教育
○学校医・学校歯科医・学校薬剤師　　　　　 学事
○佐賀市児童センター運営協議会委員　　　　 こども
○佐賀市児童虐待防止連絡協議会委員　　　　
○市立公民館　　　　　　　　　　　　　　　 生涯学習
○社会教育委員　　　　　　　　　　　　　　
○校区婦人会　　　　　　　　　　　　　　
○単位ＰＴＡ　　　　　　　　　　　　　　　
○校区子ども会　　　　　　　　　　　　　　 青少年
○ボーイスカウト・ガールスカウト　　　　　
○佐賀市青少年健全育成連合会　　　　　　　
○文化財保護審議会委員　　　　　　　　　　 生涯学習
○少年センター運営協議会委員　　　　　　　 青少年
○佐賀市少年育成委員　　　　　　　　　　　
○体育指導委員協議会役員　　　　　　　　　 市民スポーツ
○スポーツ振興審議会委員
○体育指導委員　　　　　　　　　　　　　　


















