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定 例 教 育 委 員 会 
 

１ 開  会 

 

２ 会議録の承認 

 

３ 教育長報告       

 

４ 提出議案 

第１８号議案  平成１７年度佐賀市教育委員会の教育方針について 

 

第１９号議案  平成１７年度における市内公立小中学校で使用予定の準教

科書・副読本について 

 
 

５ 協議事項  

  保育幼稚園行政のあり方について 

 

６ 報告事項 

 

７ 閉  会 
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第１８号議案  

平成１７年度佐賀市教育委員会の教育方針について 

 

 このことについて，別紙のとおり提出する。 

 

平成１７年１月２５日 

 

教育長  田部井 洋文    

  

（提案理由） 

佐賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 2条第１号の規定に基づき、この

案を提出する。 
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平成１７年度の教育方針見直しの考え方 
 

○ 教育方針の範囲と主体について 

 佐賀市教育委員会は、市長部局との事務委任及び補助執行により、教育委員会

の職務権限のうち、スポーツ及び文化に関することを市長部局へ事務委任し、市

長の職務権限である保育所の運営等の児童福祉に関することを逆に事務委任を受

け担当しています。 

 今回の教育方針は、佐賀市教育委員会の職務範囲内での方針としているため、

スポーツ及び文化に関すること等の事務委任事項については明記していません。 

 

○ 教育方針と目標について 

 これまでは、現状と課題、方針、具体的な目標をひとつの文章として表現して

いましたが、読む人が分かりやすいように教育委員会の意図及び方向づけを「方

針」として、その方針に関して追求し、目指すものを「目標」として表現してい

ます。 

 各部門の目標は、項目ごとに表現し、分かりやすくしました。 

 

○ 目標の期間について 

 平成１７年度の方針及び目標としています。 

 １０月の市町村合併後の新市総合計画は、合併後策定されるため、合併後総合

計画が策定されるまでは「新市建設計画」が「新佐賀市総合計画」に準じたもの

となります。（新市建設計画は佐賀市の総合計画をもとに作られています） 

 

○ その他 

 次年度以降の新佐賀市の教育方針については、新市総合計画の策定の流れと連

動して見直す予定です。
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平成１７年度佐賀市教育委員会教育基本方針（案） 

 

 核家族化、少子化等の進展に伴い、地域社会での人と人とのつながりが薄れ、次代

を担う子どもたちの社会性や協調性、倫理観、正義感の涵養といった社会生活を送る

上での基本的な生活規範が失われつつあります。また、不登校やいじめ、その他の問

題行動や少年犯罪の凶悪化も目立ってきています。 

 これらの課題解決に向けて取り組んでいますが、複雑・多様化する諸問題に十分に

対応できているとはいえません。 

 また情報化や国際化に伴い、様々な情報を瞬時に手に入れることができ、選択の幅

が広がり生活の変化をもたらしています。 

 いっぽう、地方分権の時代を迎え、自己決定・自己責任のもとに権限委譲や国の関

与の縮減によって、迅速かつ総合的な行政や地域の個性を生かした多様な施策の展開

が容易になり、柔軟で効率的な施策を展開しやすい状況になっています。 

 このような社会状況の中、本市は、将来都市像を｢さがのいいとこ磨き上げよう。世

界一のインテリジェント田園都市を目指して｣と掲げ、第四次佐賀市総合計画に基づき、

21世紀の本市の重点分野として示されている｢福祉｣・｢環境｣・｢教育｣に関連する対策

に積極的に取り組んでいるところであります。 

 

■ 方 針 

 佐賀市教育委員会は、第四次佐賀市総合計画の柱である「地域で安心して生活でき

る社会の実現」、｢個性が尊重され楽しく学習できる社会の実現｣に向けて、教育委員

会・幼稚園・保育所・学校・家庭・地域社会が相互に、より緊密な連携を図り、施策

の充実、発展に努めてまいります。 

 また佐賀市民が人権を尊重し、自立した“まち”の主役として生活し、主体的にま

ちづくりをすすめることができる人格の育成と社会の形成をめざし、以下の施策を展
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開します。 

 

〔次世代育成支援と少子化への対応〕 

（１）子どもの視点を念頭に置きながら、多様な保育環境の整備、地域における

子育て支援、子どもを健全に育てられる環境整備を進めます。 

（２）就学前の子どもたちが心身ともに健やかに育ち、基本的な生活習慣やルー

ルが身に付くように、幼児期の教育の方向性を示し、スムーズな義務教育への接

続を図ります。 

〔学校教育の充実〕 

（３）小中学校においては、「基礎学力の定着」、「倫理観・社会常識の育成」、

「佐賀の歴史・文化・風土を学び佐賀を誇り愛着をもつ心情の育成」を重点に指導を

行うとともに、個性を尊重し、創造性を養う教育を推進します。 

（４）新たな時代に対応し、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、小中学校

の自主的・自律的な学校経営をすすめます。 

〔家庭・学校・地域の連携〕 

（５）青少年の健全育成を図るため、家庭や地域の教育力の再生・向上を支援します。 

〔生涯学習・社会教育の推進、図書館運営の充実〕 

（６）市民がそれぞれのライフステージに応じた生活設計と興味・関心に合わせ

て楽しく学習できる環境を整備し、生涯学習を推進します。 

〔文化財の保護と活用〕 

（７）伝統文化をはじめとする市民の文化活動の促進と歴史遺産の保護と活用に努め

ます。 
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【各部門の方針】 
 

○次世代育成支援と少子化への対応（案） 

 
■ 方 針 

佐賀市においても、子どもの数が少なくなり、家庭や地域での子育て環境は従来と

大きく変わりました。近年の核家族化の進行や地域関係の希薄さ、さらに、共働き世

帯やひとり親世帯の増加もあいまって、子ども達においては、子ども同士のふれあい

の減少による自主性や社会性の不足、家庭においては、育児不安や孤立感の増大及び

働きながら子どもを育てることの負担感が叫ばれており、これらに対する社会的な支

援が求められています。 

ただし、子育ての基本は家庭にあることから、一方的に支援を行うことだけに留ま

らず、次世代育成支援行動計画では「子も親も共育ち 地域・社会で育む子どもの笑

顔」を理念として掲げ、子も親も共に成長しながら、安心して子どもを産み育てるこ

とができ、子ども達が健やかに成長できる社会とするために、各種施策に取り組んで

いきます。      

またこの際に、乳幼児期からの成長過程に応じた支援に努め、教育的視点と児童福

祉的視点とが融合された総合的な判断に基づき、「子どもの視点」に立った子育て支援

を行うとともに、一貫した教育体系を構築していきます。 

 

■ 目 標 

（１） 子どもの生きる力を育む教育環境の充実 

 いろいろな人や自然とふれあう機会を充実し、子どもの生まれながらに持つ個性や

可能性を育む教育環境を整備します。 

（２） 子どもの権利を守る取組の推進 

 子どもへの不適切な対応を防止し、子どもの権利や自由が守られるよう、様々な情
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報の提供や相談体制の充実を図ります。 

（３） 親が子育てを実感できる地域の子育ての推進 

子どもを生み育てたいと願う家庭が子育ての喜びと誇りを実感でき、仕事との両立

ができるよう子育て支援の充実に取組みます。 

 
 

○学校教育の充実（案） 

 

■ 方 針 

21世紀の学校は、学校自体が自主・自律性を持ち、児童生徒の実態や保護者の願い、

地域の特性などを踏まえ、開かれた特色ある学校づくりを進めることが求められてい

ます。また、いじめや不登校、様々な障害や発達の状況が異なる児童生徒への対応な

ど多様化する児童生徒の諸問題に対して、各学校、教職員が主体的に対応し、解決を

図る必要があります。 

さらに、保護者の意向に対する十分な配慮を行いながら、学校通学区域の弾力化に

向けた取り組みなどをすすめ，佐賀市の学校教育をより一層充実していく必要があり

ます。 

そこで、義務教育９ヵ年を見通し、「個性を尊重する教育の充実」「創造性を養う教

育の推進」「家庭・学校・地域の連携」を３本柱として学校教育の充実を図ります。 

 

■ 目 標 

（１）特色ある学校経営を目指し､学校教育の計画から実践･評価･改善までを､保護者･

地域社会に説明し、責任ある学校づくりを目指します。 

（２）郷土を愛し、高い規範意識と倫理観を備えた心の教育を推進します。 

（３）個に応じた指導法改善に努め、確かな基礎学力の定着を目指します。 
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（４）地域の人材や環境(自然、社会)を積極的に活用するとともに、社会体験的な活

動を積極的に取り入れた学校教育の充実を図ります。 

（４） 次代を担う子どもたちが健全に成長するため、健康教育の充実を推進します。 

 
 

○家庭・学校・地域の連携（案） 

 

■ 方 針 

青少年を取り巻く環境は、少子化の進行、価値観や生活スタイルの多様化、情報

化の進展、学校完全週５日制の実施などにより大きく変化しています。そのような

中で、家庭・学校・地域社会・行政がそれぞれ青少年の教育に責任を持ち、適切な

役割分担の下に連携・協力して、豊かな心と健やかな体を備えた次代を担う青少年

を育成するとともに、青少年を健全に育む良好な環境づくりに努めます。 

 

■ 目 標 

（１）教育の原点は家庭と捉え、家庭教育機能の充実を図ります。また、地域の多く

の大人が子どもへの教育について関心をもち、地域社会全体で子どもを育む気運を

高め、地域の教育力の向上を目指します。 

（２）学校と地域社会の連携（学社連携）の推進を支援し、児童・生徒の体験活動の

機会及び内容の充実を図ります。 

（３）青少年の非行を未然に防ぐため早期発見・早期補導に努めるとともに、関係団

体等と連絡調整を行いながら青少年の居場所づくりを検討するなど健全育成をい

っそう推進します。 

 
 

○生涯学習・社会教育の推進（案） 

 



    

 9

■ 方 針 

 産業構造の変化や少子高齢化の進展、情報通信技術の高度化など、社会環境の大幅

な変化に伴い、生涯学習・社会教育に関する市民ニーズも多様化・高度化・専門化し

ています。 

 特にここ数年は、家庭や地域での教育力の低下が指摘され、青少年教育や家庭教育

の重要性が叫ばれています。そこで、より市民と直接接している市立公民館は、家庭・

学校・地域を結ぶコーディネーターとしての役割を再認識し、地域ぐるみの子育ての

実現に努めます。 

 また、生涯学習の場、地域コミュニティの場としての利便性を高めるため、公民館

の施設整備を進めます。 

 こうしたことを含め、１５年度に策定した「佐賀市生涯学習基本計画」に定める「佐

賀市らしさを活かした生涯学習」を基本理念とし、以下の目標の達成に努めます。 

 

■ 目 標 

(１) 市民へ学習の機会を提供するとともに、生涯学習の普及啓発や関心の喚起に努め、

市民一人ひとりの学習が、市民主体の地方自治の実現に結びつくことを認識しても

らうため、生涯学習の推進を図ります。 

(２) 市立公民館を地域コミュニティの拠点施設として位置付け、地域の活性化と市民

自治の向上を図ることを目的として、地域による公民館運営を推進します。 

(３) 郷土意識の高揚と自分たちが暮らす地域を見直す契機とするため、佐賀の豊かな

自然環境や歴史的、文化的資源の活用を図ります。 

(４) 市をあげて生涯学習推進に取り組むため、首長部局等を含めた生涯学習推進体制

の整備に努めます。 

(５) 学習者の立場に立ち、様々な生涯学習情報の一元的な提供を図るため、県や大学、
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民間事業者との連携を図ります。 

(６)予想される情報通信技術の進展に対応できるよう、市民の情報活用能力の向上を

図ります。 

(７) 利便性向上のため，老朽化した市立公民館の改築を進めます。 

 
 

○図書館運営の充実（案） 

 

■ 方 針 

高度情報化の進展とともに､自分で判断し自分が責任を持つ社会へ移行し、これに

的確に対応しうる能力が市民に求められています｡そのために､市民にさまざまな情報

を提供し､知る機会を保障する情報拠点を目指します。 

 また生涯学習の場として､市民の多様化・高度化・専門化した自主的学習のニーズに

応えていきます。 

そのほか市民の様々な読書要求に応え豊かな読書環境を提供するとともに、だれも

が利用しやすい市民の交流の場を提供します。 

 

■ 目 標 

（１）市民の多様な生き方、考え方に対応できる様々な資料や情報を収集し提供しま

す。また他の公共図書館・大学図書館等との連携を図り、幅広い資料の提供を行い

ます。 

（２）生涯学習やその他の調査研究を支援するために、各行政部門等との連携を図り、

市民からの情報や資料に関する様々な問合せ相談に応じます。 

（３）多様な分野の講演会、展示会、子どもへのお話し会を開催し、誰もが利用しや

すい市民の交流の場を提供します。 
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○文化財の保護と活用（案） 

 

■ 方 針 

佐賀市内には、有形・無形文化財をはじめ、記念物、民俗文化財など、多岐にわた

る数多くの文化財があります。いずれも当市の歴史的・地理的環境から生まれ、私た

ちの先祖が育み受け継いできた大切な市民共有の歴史遺産です。 

 これらの歴史遺産を後世に伝え、地域の文化振興を図ります。 

 

■ 目 標 

（１） 文化財の調査 

一般文化財の所在調査や埋蔵文化財の発掘調査を行い、記録保存します。 

（２） 文化財の保護 

指定を中心とした保護業務を行い、貴重な文化遺産を後世に伝えます。 

（３） 文化財の活用 

市内に所在する文化財の紹介や展示会・講座などの開催を児童生徒や市民を対象に

行い、文化財愛護意識の高揚を図ります。 
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佐賀市教育委員会の教育方針・目標の平成１６年度・１７年度対比表 

 

【基本方針】 

平成１６年度 
教育行政基本方針 

平成１７年度 
佐賀市教育委員会教育基本方針（案） 

 
■ 方 針 
 社会の都市化、核家族化、少子化等の進
展に伴い、次代を担う子どもたちの社会性
や協調性、倫理観、正義感の涵養といった
社会生活を送る上での基本的な生活態度
が失われつつあります。また、不登校やい
じめ、その他の問題行動や少年犯罪の凶悪
化も目立ってきています。 
 これらの課題解決に向けて取り組んで
いますが、複雑・多様化する諸問題に十分
に対応できているとはいえません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このような社会状況の中、本市は、将来
都市像を｢さがのいいとこ磨き上げよう。
世界一のインテリジェント田園都市を目
指して｣と掲げ、第四次佐賀市総合計画に
基づき、21 世紀の本市の重点分野として
示されている｢福祉｣・｢環境｣・｢教育｣に関
連する対策に積極的に取り組んでいると
ころであります。 
 
 
 本市教育委員会は、第四次佐賀市総合計
画の一つの柱である｢個性が尊重され楽し
く学習できる社会の実現｣に向けて、教育
委員会・幼稚園・保育所・学校・家庭・地
域社会が相互に、より緊密な連携を図り、

 
 
 核家族化、少子化等の進展に伴い、地域
社会での人と人とのつながりが薄れ、次代
を担う子どもたちの社会性や協調性、倫理
観、正義感の涵養といった社会生活を送る
上での基本的な生活規範が失われつつあ
ります。また、不登校やいじめ、その他の
問題行動や少年犯罪の凶悪化も目立って
きています。 
 これらの課題解決に向けて取り組んで
いますが、複雑・多様化する諸問題に十分
に対応できているとはいえません。 
 また情報化や国際化に伴い、様々な情報
を瞬時に手に入れることができ、選択の幅
が広がり生活の変化をもたらしています。 
 いっぽう、地方分権の時代を迎え、自己
決定・自己責任のもとに権限委譲や国の関
与の縮減によって、迅速かつ総合的な行政
や地域の個性を生かした多様な施策の展
開が容易になり、柔軟で効率的な施策を展
開しやすい状況になっています。 
 このような社会状況の中、本市は、将来
都市像を｢さがのいいとこ磨き上げよう。
世界一のインテリジェント田園都市を目
指して｣と掲げ、第四次佐賀市総合計画に
基づき、21 世紀の本市の重点分野として
示されている｢福祉｣・｢環境｣・｢教育｣に関
連する対策に積極的に取り組んでいると
ころであります。 
 
■ 方 針 
 佐賀市教育委員会は、第四次佐賀市総合
計画の柱である「地域で安心して生活でき
る社会の実現」、｢個性が尊重され楽しく学
習できる社会の実現｣に向けて、教育委員
会・幼稚園・保育所・学校・家庭・地域社
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教育施策の充実、発展に努めてまいりま
す。 
 また、知性と徳性を磨き、創造性を伸ば
し、豊かな情操とたくましい実践力を培
い、個性に富み、社会性豊かで現代の多様
化に適応する人格の育成と社会の形成を
めざし、以下の施策を展開します。 
 
 
 
 
 
 
（１）就学前の子どもたちが心身ともに健
やかに育ち、基本的な生活習慣やルールが
身に付くように、幼児期の教育の方向性を
探っていきます。 

 
 

（２）小中学校においては、学習指導要
領を最低基準ととらえ、個性を尊重し、創
造性を養う教育を推進します。 
 
 

 
（３）新たな時代に対応し、地域に開かれ

た学校づくりを実現し、小中学校の自
主的・自律的な学校運営能力の向上を
図ります。 

 
（４）青少年の健全育成を図るため、家庭

や地域の教育力の再生・向上を支援し
ます。 

 
 
（５）市民がそれぞれのライフステージと
興味・関心に合わせて楽しく学習できる環
境づくりとして生涯学習を推進します。 
 
（６）高等教育機関等の支援協力により、
高度で専門的な学習ニーズに対応します。 

 
（７）伝統文化をはじめとする市民の文化

活動を促進します。 

会が相互に、より緊密な連携を図り、施策
の充実、発展に努めてまいります。 
 また佐賀市民が人権を尊重し、自立した
“まち”の主役として生活し、主体的にま
ちづくりをすすめることができる人格の
育成と社会の形成をめざし、以下の施策を
展開します。 
 
〔次世代育成支援と少子化への対応〕 
（１）子どもの視点を念頭に置きながら、
多様な保育環境の整備、地域における子育
て支援、子どもを健全に育てられる環境整
備を進めます。 
（２）就学前の子どもたちが心身ともに健
やかに育ち、基本的な生活習慣やルールが
身に付くように、幼児期の教育の方向性を
示し、スムーズな義務教育への接続を図り
ます。 
〔学校教育の充実〕 
（３）小中学校においては、「基礎学力の
定着」、「倫理観・社会常識の育成」、「佐
賀の歴史・文化・風土を学び佐賀を誇り愛
着をもつ心情の育成」を重点に指導を行う
とともに、個性を尊重し、創造性を養う教
育を推進します。 
（４）新たな時代に対応し、地域に開か
れた特色ある学校づくりを実現し、小中学
校の自主的・自律的な学校経営をすすめま
す。 
〔家庭・学校・地域の連携〕 
（５）青少年の健全育成を図るため、家
庭や地域の教育力の再生・向上を支援しま
す。 
〔生涯学習・社会教育の推進、 

図書館運営の充実〕 
（６）市民がそれぞれのライフステージに
応じた生活設計と興味・関心に合わせて楽
しく学習できる環境を整備し、生涯学習を
推進します。 
 
 
〔文化財の保護と活用〕 
（７）伝統文化をはじめとする市民の文
化活動の促進と歴史遺産の保護と活用に
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（８）だれもが参加でき、多様な主体が活
躍する、開かれた社会の実現を図ります。 
 

努めます。 
 
 

 

【各部門の方針】 

就学前教育の充実と 
少子化への対応 

平成１７年度方針 
「次世代育成支援と少子化への 

対応（案）」 
■ 方 針 
佐賀市においても、子どもの数が少なく

なり、家庭や地域での子育て環境は従来と
大きく変わりました。近年の核家族化の進
行や地域関係の希薄さ、さらに、共働き世
帯やひとり親世帯の増加もあいまって、子
ども達においては、子ども同士のふれあい
の減少による自主性や社会性の不足、家庭
においては、育児不安や孤立感の増大及び
働きながら子どもを育てることの負担感
が叫ばれており、これらに対する社会的な
支援が求められています。 
ただし、子育ての基本は家庭にあること

から、一方的に支援を行うことだけに留ま
らず、 
 
 
子も親も共に育ちながら、安心して子ども
を産み育てることができ、子ども達が健や
かに成長できる社会とするために、各種施
策に取り組んでいきます。またこの際に、
乳幼児期からの成長過程に応じた援助に
努め、教育的視点と児童福祉的視点とが融
合された総合的な判断に基づき、「子ども
の視点」に立った子育て支援を行うととも
に、一貫した教育体系を構築していきま
す。 

 

■ 方 針 
佐賀市においても、子どもの数が少なく

なり、家庭や地域での子育て環境は従来と
大きく変わりました。近年の核家族化の進
行や地域関係の希薄さ、さらに、共働き世
帯やひとり親世帯の増加もあいまって、子
ども達においては、子ども同士のふれあい
の減少による自主性や社会性の不足、家庭
においては、育児不安や孤立感の増大及び
働きながら子どもを育てることの負担感
が叫ばれており、これらに対する社会的な
支援が求められています。 
ただし、子育ての基本は家庭にあること

から、一方的に支援を行うことだけに留ま
らず、次世代育成支援行動計画では「子も
親も共育ち 地域・社会で育む子どもの笑
顔」を理念として掲げ、子も親も共に成長
しながら、安心して子どもを産み育てるこ
とができ、子ども達が健やかに成長できる
社会とするために、各種施策に取り組んで
いきます。またこの際に、乳幼児期からの
成長過程に応じた支援に努め、教育的視点
と児童福祉的視点とが融合された総合的
な判断に基づき、「子どもの視点」に立っ
た子育て支援を行うとともに、一貫した教
育体系を構築していきます。 
 
■ 目 標 
（１）子どもの生きる力を育む 
    教育環境の充実 
 いろいろな人や自然とふれあう機会を

充実し、子どもの生まれながらに持つ
個性や可能性を育む教育環境を整備し
ます。 
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(２) 子どもの権利を守る 
      取組の推進 
 子どもへの不適切な対応を防止し、子ど

もの権利や自由が守られるよう、様々
な情報の提供や相談体制の充実を図り
ます。 

（３）親が子育てを実感できる 
  地域の子育ての推進 

子どもを生み育てたいと願う家庭が子
育ての喜びと誇りを実感でき、仕事と
の両立ができるよう子育て支援の充実
に取組みます。 
 

 

学校教育 
平成１７年度方針 

「学校教育の充実（案）」 
■ 方 針 
 21 世紀の学校は、学校自体が自主・自
律性を持ち、児童生徒の実態や保護者の願
い、地域の特性などを踏まえ、開かれた特
色ある学校づくりを進めることが求めら
れています。また、いじめや不登校、多様
化する児童生徒の諸問題に対して、各学
校、教職員が主体的に対応し、その解決を
図る必要があります。 
そのためには、各学校が、学校経営方針や
教育活動の具体的な内容等を家庭・地域に
示すなどして、家庭・学校・地域の緊密な
連携のもとで、それぞれが教育力を発揮し
ながら児童生徒の成長を支援することが
重要です。 

そこで、教育委員会として、佐賀市の
総合計画にのっとり、「個性を尊重する
教育の充実」「創造性を養う教育の推
進」「家庭・学校・地域の連携」を３本
柱として、 
学校経営の充実、心の教育の充実、総

合的な学習の推進、情報教育の充実、食
に関する教育の充実、教育環境の整備、
人権・同和教育の推進、体位・体力の向
上と健康・安全教育など、具体的な施策
を推進していきます。各学校において
は、基礎学力の充実やいじめ、不登校へ
の対応、また個性を生かし開かれた学校

■ 方 針 
21 世紀の学校は、学校自体が自主・自

律性を持ち、児童生徒の実態や保護者の願
い、地域の特性などを踏まえ、開かれた特
色ある学校づくりを進めることが求めら
れています。また、いじめや不登校、様々
な障害や発達の状況が異なる児童生徒へ
の対応など多様化する児童生徒の諸問題
に対して、各学校、教職員が主体的に対応
し、解決を図る必要があります。 
さらに、保護者の意向に対する十分な配

慮を行いながら、学校通学区域の弾力化に
向けた取り組みなどをすすめ，佐賀市の学
校教育をより一層充実していく必要があ
ります。 
そこで、義務教育９ヵ年を見通し、「個

性を尊重する教育の充実」「創造性を養う
教育の推進」「家庭・学校・地域の連携」
を３本柱として学校教育の充実を図りま
す。 
 
■ 目 標 
（１）特色ある学校経営を目指し､学校教
育の計画から実践･評価･改善までを､保
護者･地域社会に説明し、責任ある学校
づくりを目指します。 

（２）郷土を愛し、高い規範意識と倫理観
を備えた心の教育を推進します。 
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づくり推進のため、教育目標をわかりや
すく構造化すると共に、より体系化した
教育計画の策定に努めます。 

（３）個に応じた指導法改善に努め、確か
な基礎学力の定着を目指します。 

（４）地域の人材や環境(自然、社会)を積
極的に活用するとともに、社会体験的な
活動を積極的に取り入れた学校教育の
充実を図ります。 

（５）次代を担う子どもたちが健全に成長
するため、健康教育の充実を推進しま
す。 

 
 

家庭・学校・地域の連携 
平成１７年度方針 

「家庭・学校・地域の連携（案）」 
■ 方 針 

青少年を取り巻く環境は、少子化の進
行、価値観や生活スタイルの多様化、情
報化の進展、学校完全週５日制の実施な
どにより大きく変化しています。そのよ
うな中で、家庭・学校・地域社会・行政
がそれぞれ青少年の教育に責任を持ち、
適切な役割分担の下に連携・協力して、
豊かな心と健やかな体を備えた次代を
担う青少年の育成が求められます。 
 
 
 

 
そこで、まず教育の原点は家庭と捉

え、家庭教育機能の充実を図り、学校や
行政機関及び地域の関係諸団体と連
携・協力して、青少年の健全育成と指導
に取り組みます。 

 
また、学校と地域社会の融合の推進を

支援するとともに、地域における児童・
生徒のボランティア活動や体験活動な
どの機会の充実を図ります。 
一方、青少年の非行防止の観点から、

問題の見られる、また問題を起こす恐れ
のある青少年に対しては、早期発見に努
め、補導・育成・保護の指導を行うとと
もに、関係諸機関等と連絡調整をとり青
少年の健全化を図ります。 

 

■ 方 針 
青少年を取り巻く環境は、少子化の進

行、価値観や生活スタイルの多様化、情
報化の進展、学校完全週５日制の実施な
どにより大きく変化しています。そのよ
うな中で、家庭・学校・地域社会・行政
がそれぞれ青少年の教育に責任を持ち、
適切な役割分担の下に連携・協力して、
豊かな心と健やかな体を備えた次代を
担う青少年を育成するとともに、青少年
を健全に育む良好な環境づくりに努め
ます。 

 
■ 目 標 
（１）教育の原点は家庭と捉え、家庭教育

機能の充実を図ります。また、地域の
多くの大人が子どもへの教育について
関心をもち、地域社会全体で子どもを
育む気運を高め、地域の教育力の向上
を目指します。 

（２）学校と地域社会の連携（学社連携）
の推進を支援し、児童・生徒の体験活
動の機会及び内容の充実を図ります。 

（３）青少年の非行を未然に防ぐため早期
発見・早期補導に努めるとともに、関
係団体等と連絡調整を行いながら青少
年の居場所づくりを検討するなど健全
育成をいっそう推進します。 
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生涯学習 
平成１７年度方針 

「生涯学習・社会教育の推進（案）」 
■ 方 針 
 産業構造の変化や少子高齢化の進展、情
報通信技術の高度化など、社会環境の大幅
な変化に伴い、生涯学習に関する市民ニー
ズも多様化・高度化・専門化しています。 
 
このような状況を踏まえ、本市の生涯学習
を、計画的、体系的、効率的に推進してい
くために、昨年度「佐賀市生涯学習基本計
画」を策定いたしました。 
 この基本計画では、「佐賀市らしさを活
かした生涯学習」を基本理念とし、生涯学
習推進のための６つの基本目標（①市民が
主役となる生涯学習の推進 ②公民館を核
とした地域コミュニティづくりの推進 ③
地域資源の有効活用 ④行政内部における
生涯学習推進体制の整備 ⑤生涯学習ネッ
トワークの充実 ⑥情報通信技術の活用）
を定めています。 
 これからは、この基本計画に沿ったかた
ちで、一層の生涯学習の推進を図り、これ
らの基本目標を達成できるように努めま
す。 

■ 方 針 
 産業構造の変化や少子高齢化の進展、情
報通信技術の高度化など、社会環境の大幅
な変化に伴い、生涯学習・社会教育に関す
る市民ニーズも多様化・高度化・専門化し
ています。 
 特にここ数年は、家庭や地域での教育力
の低下が指摘され、青少年教育や家庭教育
の重要性が叫ばれています。そこで、より
市民と直接接している市立公民館は、家
庭・学校・地域を結ぶコーディネーターと
しての役割を再認識し、地域ぐるみの子育
ての実現に努めます。 
 また、生涯学習の場、地域コミュニティ
の場としての利便性を高めるため、公民館
の施設整備を進めます。 
 こうしたことを含め、１５年度に策定し
た「佐賀市生涯学習基本計画」に定める「佐
賀市らしさを活かした生涯学習」を基本理
念とし、以下の目標の達成に努めます。 
 
■ 目 標 
(１) 市民へ学習の機会を提供するととも

に、生涯学習の普及啓発や関心の喚起
に努め、市民一人ひとりの学習が、市
民主体の地方自治の実現に結びつくこ
とを認識してもらうため、生涯学習の
推進を図ります。 

(２) 市立公民館を地域コミュニティの拠
点施設として位置付け、地域の活性化
と市民自治の向上を図ることを目的と
して、地域による公民館運営を推進し
ます。 

(３) 郷土意識の高揚と自分たちが暮らす
地域を見直す契機とするため、佐賀の
豊かな自然環境や歴史的、文化的資源
の活用を図ります。 

(４) 市をあげて生涯学習推進に取り組む
ため、首長部局等を含めた生涯学習推
進体制の整備に努めます。 

(５) 学習者の立場に立ち、様々な生涯学習



    

 18

情報の一元的な提供を図るため、県や
大学、民間事業者との連携を図ります。 

(６)予想される情報通信技術の進展に対応
できるよう、市民の情報活用能力の向
上を図ります。 

(７) 利便性向上のため，老朽化した市立公
民館の改築を進めます。 

 
 

図書館 
平成１７年度方針 

「図書館運営の充実（案）」 
■ 方 針 
 今後､社会は少子高齢化､高度情報化と
ともに､自分で判断し自分が責任を持つ社
会へ移行することが予測され、これに的確
に対応しうる能力が市民にも社会全体に
も求められています｡そのために､市民に
さまざまな情報を提供し､知る機会を保障
する情報拠点を目指します。 
 また生涯学習の場として､市民の自主的
学習のニーズに応えるよう､図書資料をは
じめ音声､映像資料などを収集提供すると
ともに､市民からの情報や資料に関する問
合せ相談に応じます。 
 
 
 
 
 
 
 
また他の図書館との連携を図り幅広い資
料の提供を行います。そのほか図書館がだ
れもが利用しやすい市民の交流の場とな
るため､各種サービスの向上に努めます。 

■ 方 針 
高度情報化の進展とともに､自分で判断

し自分が責任を持つ社会へ移行し、これに
的確に対応しうる能力が市民に求められ
ています｡そのために､市民にさまざまな
情報を提供し､知る機会を保障する情報拠
点を目指します。 

 
 

 また生涯学習の場として､市民の多様
化・高度化・専門化した自主的学習のニー
ズに応えていきます。 

そのほか市民の様々な読書要求に応え
豊かな読書環境を提供するとともに、だれ
もが利用しやすい市民の交流の場を提供
します。 
 
■ 目 標 
（１）市民の多様な生き方、考え方に対応

できる様々な資料や情報を収集し提供
します。また他の公共図書館・大学図書
館等との連携を図り、幅広い資料の提供
を行います。 

（２）生涯学習やその他の調査研究を支援
するために、各行政部門等との連携を図
り、市民からの情報や資料に関する様々
な問合せ相談に応じます。 

（３）多様な分野の講演会、展示会、子ど
もへのお話し会を開催し、誰もが利用し
やすい市民の交流の場を提供します。 
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文化財 
平成１７年度方針 

「文化財の保護と活用（案）」 
■ 方 針 
 佐賀市内には、有形・無形文化財をはじ
め、記念物、民俗文化財など、多岐にわた
る数多くの文化財があります。いずれも当
市の歴史的・地理的環境から生まれ、私た
ちの先祖が育み受け継いできた大切な市
民共有の歴史遺産なのです。 
 当市では、これらの歴史遺産を後世に伝
え、地域の文化振興を図るため、「調査」、
「保護」、「活用」の業務を行います。 

■ 方 針 
佐賀市内には、有形・無形文化財をはじ

め、記念物、民俗文化財など、多岐にわた
る数多くの文化財があります。いずれも当
市の歴史的・地理的環境から生まれ、私た
ちの先祖が育み受け継いできた大切な市
民共有の歴史遺産です。 

 
 これらの歴史遺産を後世に伝え、地域の
文化振興を図ります。 
 
■ 目 標 
（１） 文化財の調査 

一般文化財の所在調査や埋蔵文化財の
発掘調査を行い、記録保存します。 
(２）文化財の保護 
指定を中心とした保護業務を行い、貴
重な文化遺産を後世に伝えます。 
(３) 文化財の活用 
市内に所在する文化財の紹介や展示
会・講座などの開催を児童生徒や市民
を対象に行い、文化財愛護意識の高揚
を図ります。 
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第１９号議案  

平成１７年度における市内公立小中学校で使用予定の準教科書・副読本につい

て 

 

 このことについて，別紙のとおり提出する。 

 

平成１７年１月２５日 

 

教育長  田部井 洋文    

  

（提案理由） 

佐賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 2条第１７号の規定に基づき、こ

の案を提出する。 
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副教材（準教科書・副読本）一覧 

 
学校種
別 

準教科書・ 
副読本の別 

書名及び出版社 著者等 取扱い等 

 
体育準教科書 
 

 
「体育の学習 佐賀県版」 
（光文書院） 

 

県小学校教育研究会体
育部会編 

各学年に貸与 

 
道徳副読本 
 

 
「みんなの道徳 佐賀県版」 
（学習研究社） 

 

県小学校教育研究会道
徳部会編 

各学年に貸与 

社会科副読本 

 
「私たちの佐賀市」 
（光文館） 

 

市教科等研究会小学校
社会科部会編 

３・４年生に貸与 

小学校 

社会科副読本 

 
「私たちの佐賀県」 
（光文館） 

 

県小学校教育研究会社
会科部会編 

３・４年生に貸与 

 
体育準教科書 
 

 
「中学体育実技 佐賀県版」 
（学習研究社） 

 

県中学校体育連盟編 
１年生に無償給与 
３年間使用 

 
進路指導副読本 
 

「中学生活と進路 佐賀県版」（実
業之日本社） 

県中学校教育研究会進
路指導部会編 

各学年に貸与 

 
道徳副読本 
 

「かけがえのないきみだから 
 中学生の道徳 佐賀県版」 
（学習研究社） 

県中学校教育研究会道
徳部会編 

各学年に貸与 

 
社会科副読本 
 

「佐賀市中学校社会科資料  
－身近な地域－」 

市教科等研究会中学校
社会科部会作成 

１年生に無償給与 

中学校 

 
社会科副読本 
 

「身近な地域学習作業帳」 
市教科等研究会中学校
社会科部会作成 

１年生に無償給与 

 
 
 


