
平成１５年度平成１５年度平成１５年度平成１５年度「佐賀市の教育」の基本方針「佐賀市の教育」の基本方針「佐賀市の教育」の基本方針「佐賀市の教育」の基本方針（案）（案）（案）（案）

１

第 1章　教育行財政

１　教育行政基本方針

　　　　　　　　　　佐賀市教育行政基本方針佐賀市教育行政基本方針佐賀市教育行政基本方針佐賀市教育行政基本方針

　　　　　　　　

個性が尊重され楽しく学習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個性が尊重され楽しく学習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

　　　　　　

　　　　　　　　すべての市民が個人として尊重され、楽しく学習できる社会
　　　　　　を実現するために、まず小中学校において、個性を尊重し創造
　　　　　　性を養う教育を推進します。また、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。より高度で専門的な学習ニーズに
　　　　　　対応するために、高等教育機関等の充実と、広く地域への開放
　　　　　　を促します。
　　　　　　　２１世紀において本市だけでなく日本全体としても重要な課２１世紀において本市だけでなく日本全体としても重要な課２１世紀において本市だけでなく日本全体としても重要な課２１世紀において本市だけでなく日本全体としても重要な課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題である少子化対策については、常に子どもの視点や人権を尊題である少子化対策については、常に子どもの視点や人権を尊題である少子化対策については、常に子どもの視点や人権を尊題である少子化対策については、常に子どもの視点や人権を尊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重することを念頭に置きながら、多様な保育環境の整備、地域重することを念頭に置きながら、多様な保育環境の整備、地域重することを念頭に置きながら、多様な保育環境の整備、地域重すること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の充実により、子どもを健全に育てられるにおける子育て支援の充実により、子どもを健全に育てられるにおける子育て支援の充実により、子どもを健全に育てられるにおける子育て支援の充実により、子どもを健全に育てられる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境整備を進めます。環境整備を進めます。環境整備を進めます。環境整備を進めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伝統文化をはじめとする市民の文化活動を促進します。
　　　　　　　さらに、すべての市民の人権が尊重される社会の形成を進め
　　　　　　るとともに、ボランティア活動やコミュニティ活動、国際交流
　　　　　　など、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。



 

政策 施策 基本事業 担当課

・心の教育の充実 学校教育課

・幼児教育の充実 こども課

・食に関する教育の充実
学校教育課
教育総務課

・教育環境の整備
教育総務課
学校教育課

・総合的な学習の推進
・情報教育等の充実
・学校経営の充実

・家庭･地域の教育力の充実

・学校と地域社会の融合の推進

・青少年の健全育成の推進 青少年課

・生涯学習基本計画の整備･
推進
・多様な学習機会の提供
・将来の生涯学習の調査･研究
・図書館の充実 図書館

・生涯学習施設の整備
・学習情報提供体制の整備
・社会教育関係団体の育成と
指導者養成

・高等学校への要請 学校教育課
・大学，短期大学，専修学校
等への要請と連携
・留学生，就学者への支援

・子どもの権利擁護・虐待防止
の推進
・子育て支援ネットワークの推進
・児童厚生施設の整備
・子育て家庭の生活安定への
支援

・保育所(園)･幼稚園の施設等
の整備

教育総務課
こども課

・保育機能の充実
・児童クラブ事業の充実

バリアフリー社会
の実現

バリアフリー事業の
推進

・バリアフリー化への意識啓発

地域で安心し
て生活できる
社会の実現

健康づくりの推進 ・感染症予防対策の推進

個性が尊重さ
れ楽しく学習
できる社会の
実現

生涯学習の推進

だれもが参加で
き，多様な主体が
活動する社会の実

コミュニティづくり
の推進

生涯学習環境の整備

人権が尊重される
社会の形成

同和対策の推進

後期中等教育並び
に高等教育の充実

学校教育課

こども課

生涯学習の内容充実

後期中等教育並びに
高等教育機関等への
要請と支援

・コミュニティ施設の整備と活用

・学校における人権・同和教育
の推進

文化財等の保存活用

家庭，地域における
子育て環境の整備

生活習慣病等の疾病
予防対策の充実

学校教育課

文化活動の促進

子どもを健全に育
てられる環境の整
備

子育てと仕事の両立
のための環境整備

・指定文化財、埋蔵文化財の保
存，整備と活用

こども課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

学校教育課

２　重 点 施 策 の 体 系    

学校教育課
生涯学習課
青少年課

基本方向

個性を尊重する教育
の充実

個性を尊重し創造
性を養う教育の推
進

創造性を養う教育の
推進

家庭・学校・地域の
連携
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(3) 教育委員会の組織及び事務分掌

■　組織
　　　　　　            　(平成１５年４月１日現在）

庶務係

人事係
教育総務課

企画係

施設係

教職員係

学校教育課 学務係

義務教育指導係

保健体育係

教育研究所

青少年課 育成係

青少年指導係

青少年センター

少年センター

子育て支援係

こども課 保育幼稚園係

母子福祉係

幼稚園１園

保育所５ヶ所

児童センター

高木園

庶務係

生涯学習課 生涯学習係

文化財係

公民館１９館

教育キャンプ場

コミュニティセンター

視聴覚ライブラリー

庶務係

図書館 サービス１係

サービス２係

サービス３係

小学校１９校・中学校９校

（　　　　　　　は教育機関・行政機関）

教
育
部
長

教
育
副
部
長

教
育
委
員
会

教
　
育
　
長
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市勢概要  　     

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15151515年度一般会計予算（当初）
(2) 平成15151515年度教育予算（当初）
(3) 平成15151515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15151515年度　主要事務事業
　　

第２章　学校教育
　　１　小中学校教育　　　　　　　　　　　　学学学学教教教教

(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
◇ 新教育課程の実施
◇ 教科等研究会の活動推進活動推進活動推進活動推進
◇ 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司書教諭を中心とした学校図書館の活用司書教諭を中心とした学校図書館の活用司書教諭を中心とした学校図書館の活用
◇ 小人数授業及びＴ・Ｔによるきめ細かな
　指導の推進
◇ ＡＬＴの活用推進
◇ 学校評議員の活用活用活用活用
◇◇◇◇支援指導員の派遣支援指導員の派遣支援指導員の派遣支援指導員の派遣
◇特色ある開かれた学校づくりの推進

(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　　　　　　　　学学学学教教教教
　◇小・中学校におけるボランティア
　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学校不適応児対応サポートの推進学校不適応児対応サポートの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不登校児童生徒への学校適応指導不登校児童生徒への学校適応指導不登校児童生徒への学校適応指導
（第４章３（第４章３（第４章３（第４章３(1)(1)(1)(1)から）から）から）から）
◇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
◇少年少女発明クラブ　　　　　　　　教教教教総総総総
◇Ｅ－Sagaプロジェクト　　　　　　 学学学学教教教教
◇学校版環境ＩＳＯの取り組み　　学学学学教教教教・教総・教総・教総・教総

(4) 情報教育の充実
◇コンピュータ等活用の推進　　　　　学学学学教教教教
　◇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　　教教教教総総総総
　　ト回線整備状況
◇教育用情報機器の整備
  
(5) 食に関する教育の充実　　　　　　　学学学学教教教教
　◇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通学区域制度の弾力化通学区域制度の弾力化通学区域制度の弾力化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教教教教総総総総
◇学校管理規則の改正
◇学校運営体制の見直し
  ◇校長・教頭及び事務職員に対する 学学学学教教教教・教総・教総・教総・教総
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　　研修
　◇　◇　◇　◇外国人子女等の日本語通訳指導員外国人子女等の日本語通訳指導員外国人子女等の日本語通訳指導員外国人子女等の日本語通訳指導員　　学学学学教教教教
　　　　　　　　の活用推進の活用推進の活用推進の活用推進（（（（(2)(2)(2)(2)から）から）から）から）
　◇　◇　◇　◇心身障害児に係る生活指導員の活心身障害児に係る生活指導員の活心身障害児に係る生活指導員の活心身障害児に係る生活指導員の活
　　　　　　　　用推進用推進用推進用推進（（（（(2)(2)(2)(2)から）から）から）から）
◇学校ホームページの充実
◇学校給食の一部民間委託事業事業事業事業　　　　教教教教総総総総
　◇学校図書館資源共有型モデル地域　　学学学学教教教教
　　事業
　◇◇◇◇児童生徒用図書整備児童生徒用図書整備児童生徒用図書整備児童生徒用図書整備
　◇学校教材・設備整備　　　　　　　　教教教教総総総総
　◇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
◇◇◇◇食環境の整備食環境の整備食環境の整備食環境の整備
◇学校施設の拡充・整備
◇佐賀市教育研究所　　　　　　　　　学学学学教教教教
◇◇◇◇生活指導員の派遣生活指導員の派遣生活指導員の派遣生活指導員の派遣
◇就学援助事業
◇特殊教育就学奨励事業
◇◇◇◇各種大会出場補助各種大会出場補助各種大会出場補助各種大会出場補助

(7) 学校における人権における人権における人権における人権・・・・同和教育の推
　　進
◇人権人権人権人権・同和教育の研修・同和教育の研修・同和教育の研修・同和教育の研修
◇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　　　　　　　　　教教教教総総総総

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

　２　幼稚園教育２　幼稚園教育２　幼稚園教育２　幼稚園教育（第３章へ）（第３章へ）（第３章へ）（第３章へ）
(1)(1)(1)(1)    幼児教育の充実幼児教育の充実幼児教育の充実幼児教育の充実
◇幼児教育相談の実施◇幼児教育相談の実施◇幼児教育相談の実施◇幼児教育相談の実施
(2)(2)(2)(2)    小学校との連携小学校との連携小学校との連携小学校との連携
◇幼稚園◇幼稚園◇幼稚園◇幼稚園・保育所・保育所・保育所・保育所・小学校合同の研・小学校合同の研・小学校合同の研・小学校合同の研
　修会の実施　修会の実施　修会の実施　修会の実施
(3)(3)(3)(3)    幼稚園施設等の整備幼稚園施設等の整備幼稚園施設等の整備幼稚園施設等の整備
(4)(4)(4)(4)    保育機能の充実保育機能の充実保育機能の充実保育機能の充実
　◇預かり保育の充実　◇預かり保育の充実　◇預かり保育の充実　◇預かり保育の充実
◇幼稚園特殊教育の実施◇幼稚園特殊教育の実施◇幼稚園特殊教育の実施◇幼稚園特殊教育の実施

                    （５）幼稚園就園奨励費補助事業（５）幼稚園就園奨励費補助事業（５）幼稚園就園奨励費補助事業（５）幼稚園就園奨励費補助事業

　２２２２　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　　　　　　　　　学学学学教教教教
(2) 大学、短期大学、専修学校等への　　教教教教総総総総
　　要請と連携
(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第３章　就学前教育の充実と少子化第３章　就学前教育の充実と少子化第３章　就学前教育の充実と少子化
　　　　　　　　　　　　　　　　への対応への対応への対応への対応（新規）（新規）（新規）（新規）

(1)(1)(1)(1)    子育てに関する相談子育てに関する相談子育てに関する相談子育てに関する相談・情報提供体制・情報提供体制・情報提供体制・情報提供体制　ここここどもどもどもども
　　　　　　　　の整備の整備の整備の整備

                        ◇幼児教育相談の実施幼児教育相談の実施幼児教育相談の実施幼児教育相談の実施
◇ 家庭児童相談室の充実家庭児童相談室の充実家庭児童相談室の充実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児童虐待防止ネットワーク事業の推進児童虐待防止ネットワーク事業の推進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保育所の子育て支援センター事業の充保育所の子育て支援センター事業の充保育所の子育て支援センター事業の充
　　　　実実実実
◇ 幼稚園の子育てサロン事業の充実幼稚園の子育てサロン事業の充実幼稚園の子育てサロン事業の充実幼稚園の子育てサロン事業の充実
◇ 地域の子育てサロンの育成地域の子育てサロンの育成地域の子育てサロンの育成地域の子育てサロンの育成

　　　　　　　　(2) (2) (2) (2) 少子化対策の推進少子化対策の推進少子化対策の推進少子化対策の推進
◇ 「すこやか佐賀っ子プラン「すこやか佐賀っ子プラン「すこやか佐賀っ子プラン「すこやか佐賀っ子プラン（佐賀市児（佐賀市児（佐賀市児（佐賀市児
　　　　童育成計画）」の推進童育成計画）」の推進童育成計画）」の推進童育成計画）」の推進

　　　　　　　　(3) (3) (3) (3) 子育てと仕事の両立支援子育てと仕事の両立支援子育てと仕事の両立支援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保育所の延長保育などの特別保育事業保育所の延長保育などの特別保育事業保育所の延長保育などの特別保育事業
　　　　の充実の充実の充実の充実
◇ 幼稚園の預り保育の充実幼稚園の預り保育の充実幼稚園の預り保育の充実幼稚園の預り保育の充実
◇ 保育所における障害児保育の充実保育所における障害児保育の充実保育所における障害児保育の充実保育所における障害児保育の充実
◇ 幼稚園特殊教育の実施幼稚園特殊教育の実施幼稚園特殊教育の実施幼稚園特殊教育の実施
◇ 放課後児童クラブの充実放課後児童クラブの充実放課後児童クラブの充実放課後児童クラブの充実
◇ 障害児学童保育の充実障害児学童保育の充実障害児学童保育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サポートママ派遣事業の運営サポートママ派遣事業の運営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ファミリーサポートセンター事業の運ファミリーサポートセンター事業の運ファミリーサポートセンター事業の運
　　　　営営営営

　　　　　　　　(4) (4) (4) (4) 保育所保育所保育所保育所・幼稚園などの環境整備・幼稚園などの環境整備・幼稚園などの環境整備・幼稚園などの環境整備
◇ 保育所保育所保育所保育所・幼稚・幼稚・幼稚・幼稚園の保育、教育環境の向園の保育、教育環境の向園の保育、教育環境の向園の保育、教育環境の向
　　　　上上上上
◇ 認可外保育所の保育環境の向上認可外保育所の保育環境の向上認可外保育所の保育環境の向上認可外保育所の保育環境の向上

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

　　　　　　　　(6) (6) (6) (6) こどもの健全な遊び場の確保こどもの健全な遊び場の確保こどもの健全な遊び場の確保こどもの健全な遊び場の確保
◇ 児童センターの整備児童センターの整備児童センターの整備児童センターの整備・拡充・拡充・拡充・拡充
◇ 児童遊園の安全管理の推進児童遊園の安全管理の推進児童遊園の安全管理の推進児童遊園の安全管理の推進

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

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

　　　　

第第第第４４４４章章章章　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　　　　　  生生生生涯涯涯涯・青少年・青少年・青少年・青少年

(2) 地域の教育力の充実
(3) 子どもセンターだよりの発行　　　青青青青少年少年少年少年

　　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　　　　　　　　生生生生涯涯涯涯
◇子どもと大人のふれあい体験キャ　青青青青少年少年少年少年
　ンプ
◇第６６６６回九州都市中学生交流大会

　　　(2) 教育フェスティバルの開催　　　　　学学学学教教教教

　　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　　　青青青青少年少年少年少年
◇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)(2)(2)(2)    青少年センターの利用促進と青少青少年センターの利用促進と青少青少年センターの利用促進と青少青少年センターの利用促進と青少
　　　　　　　　年の活動拠点づくり年の活動拠点づくり年の活動拠点づくり年の活動拠点づくり
　◇◇◇◇青少年グループ青少年グループ青少年グループ青少年グループ・サークルの育成・サークルの育成・サークルの育成・サークルの育成

      (3)   (3)   (3)   (3)    学校・家庭・地域社会・諸機関の 生生生生涯涯涯涯・青少年・青少年・青少年・青少年

　　　　　連携強化と実践
      (4)   (4)   (4)   (4)    地域教育推進会議　　　　　　　　青青青青少年少年少年少年
      (5)   (5)   (5)   (5)    成人式の開催

　　４　学校施設の開放　　　　　　　　　　 　教教教教総総総総
(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
(3)(3)(3)(3)    児童クラブ事業の充実児童クラブ事業の充実児童クラブ事業の充実児童クラブ事業の充実（第３章へ）（第３章へ）（第３章へ）（第３章へ）

　５　子育て支援ネットワークの推進５　子育て支援ネットワークの推進５　子育て支援ネットワークの推進５　子育て支援ネットワークの推進（第３章へ）（第３章へ）（第３章へ）（第３章へ）
(1)(1)(1)(1)    子育て支援整備事業子育て支援整備事業子育て支援整備事業子育て支援整備事業（少子化対策（少子化対策（少子化対策（少子化対策
　　事業）　　事業）　　事業）　　事業）

　　　　　　　　    （２）子育てサロンの充実（２）子育てサロンの充実（２）子育てサロンの充実（２）子育てサロンの充実

　第５５５５章　生涯学習
　１　生涯学習の内容充実　　　　　　　　　生生生生涯涯涯涯
(1) 生涯学習基本計画の整備・推進
　◇生涯学習基本計画の策定
(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
(3) 青年への指導・支援
◇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
◇本庄本庄本庄本庄公民館の建設
◇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６６６６章　図書館
　　　(1)　図書館資料の充実　　　　　　　　図図図図書館書館書館書館
　　　(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
◇ハイビジョンサービス
◇展示・集会サービス
◇子どもサービス
◇ヤングアダルトサービス
◇ハンディキャップサービス
◇外国人サービス
◇インターネットサービス
(3) 図書館分室の運営
(4) 自動車図書館（ブーカス）の運営
(5) 文庫や読書会活動等への支援
(6) 図書館ネットワークの拡充
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◇学校図書館との連携　　　　　　　図図図図書館書館書館書館
◇広域図書館拡張ネットワーク
◇相互貸借・相互協力の推進
(7) 図書資料リサイクルの推進

第６章　市民スポーツ第６章　市民スポーツ第６章　市民スポーツ第６章　市民スポーツ
　　　　　　　　１　生涯スポーツの推進１　生涯スポーツの推進１　生涯スポーツの推進１　生涯スポーツの推進

(1)(1)(1)(1)    健康健康健康健康・体力づくり活動の推進・体力づくり活動の推進・体力づくり活動の推進・体力づくり活動の推進
(2)(2)(2)(2)    ニュースポーツの推進ニュースポーツの推進ニュースポーツの推進ニュースポーツの推進
(3)(3)(3)(3)    リーダーバンク事業の充実リーダーバンク事業の充実リーダーバンク事業の充実リーダーバンク事業の充実
(4)(4)(4)(4)    総合型地域スポーツクラブの推進総合型地域スポーツクラブの推進総合型地域スポーツクラブの推進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２　競技スポーツの推進２　競技スポーツの推進２　競技スポーツの推進
(1)(1)(1)(1)    各種目団体への支援強化各種目団体への支援強化各種目団体への支援強化各種目団体への支援強化
(2)(2)(2)(2)    スポーツ振興スポーツ振興スポーツ振興スポーツ振興のためのためのためのための施策の施策の施策の施策の支援の支援の支援の支援

　　　　　　　　３　スポーツ施設の整備と活用３　スポーツ施設の整備と活用３　スポーツ施設の整備と活用３　スポーツ施設の整備と活用
((((１）スポーツ施設の整備１）スポーツ施設の整備１）スポーツ施設の整備１）スポーツ施設の整備
((((２２２２))))スポーツ施設の管理運営スポーツ施設の管理運営スポーツ施設の管理運営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（３）施設のネットワーク化及び情報提供（３）施設のネットワーク化及び情報提供（３）施設のネットワーク化及び情報提供

第７章　文化財
１ 文化財の調査　　　　　　　　　　　　生生生生涯涯涯涯
(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



（６）　平成１５年度　主要事務事業

項　　　目 内　　　　　　　容

（教　育　総　務　課）

●校長・教頭及び事務職員研修 校長・教頭の学校経営に関するマネジメント研修や学校事務職員

370千円 （県費・市費）等に対する学校運営研修を行う。

●学校給食の一部民間委託事業 兵庫小学校・西与賀小学校で学校給食の一部民間委託を本格実施

27,852千円 し、学校給食の効率的な運営を推進する。

●小中学校教材等備品整備 教材教具及び学校備品を充実し、教育効果の向上を図る。

77,832千円 （教材、印刷機、複写機、学校図書館備品、特別教室備品、テレ

ビ等視聴覚備品、給食備品、緞帳暗幕、理科教育振興備品）

●新JIS規格机いす整備 児童生徒の机いすを新JIS規格品に更新する。

38,500千円

●義務教育施設の整備 １　小中学校校舎増改築事業（高木瀬小、城北中）　676,874千円

892,084千円 ２　小学校空調機器整備（職員室、図書室）　　　　 52,000千円

３　小中学校営繕工事

　　・小学校（校舎内装改修、体育館改修）　　　　123,000千円

　　・中学校（校舎内装改修、体育館改修）　　　 　40,210千円

●奨学金の支給 経済的理由により修学困難な高校生に対し奨学金を給付する。

6,614千円

（学　校　教　育　課）

●学校経営の充実 学校教育目標を明確にし、教育計画を策定するとともに、分掌・

81,794千円 組織改編による合理的な組織運営と学校評議員の活用等により特

色ある開かれた学校づくりを目指す。

また、基礎学力の定着状況を把握するため基礎基本到達度診断調

査事業や外国人青年を招致し、各中学校及び小学校へ派遣し、国

際理解の促進と英語力の向上を図っていく。

●心の教育の充実 いじめの早期発見に努め、教育相談や生徒指導体制を充実し、フ

41,992千円 ォロー体制を整備する。さらに、今年度から新たに学校不適応児

サポート相談員を４名配置し、深刻な不登校問題の解決を図る。

●総合的な学習の推進 地域の人とのかかわりや豊かな自然体験活動を取り入れ、問題解

672千円 決の力や豊かな心を育成する総合的な学習の推進に努める。

また、地球環境問題をはじめとする身の回りの様々な環境問題に

ついて学び、考える場面を設定し、将来の環境にやさしい社会の

構築のために行動する市民の育成に努める。

●情報教育等の充実 情報機器活用能力を高めるため、情報教育アドバイザーを活用し

19,921千円 教職員のコンピュータ技能の向上を図るとともに、パソコンを活

用した授業の推進に努める。
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項　　　目 内　　　　　　　容

●食に関する教育の充実 正しい食のあり方や食習慣を身につけ、自らの健康管理ができる

6,183千円 子どもの育成のため、食に関する教育や学校給食の充実、安全な

食材や地場産品の導入を図る。

●学校図書館資源共有型モデル 図書の活用や読書奨励に取り組む基盤として、学校図書館を活用

　地域事業（文部科学省指定） した教育の推進及び必要な図書の学校を越えた共有の促進を図る

（国費13,497千円） ため、図書のデータベース化及び学校図書館等をネットワーク化

し、図書の共同利用化を図る。

●就学援助 要保護準要保護及び特殊学級児童に対し学用品、通学用品、学校

88,176千円 給食費及び医療費を援助する。

●支援指導員派遣事業 様々な理由で子どもの教育に支障をきたす教員を抱える学校へ市

45,405千円 費の臨時職員(教員免許を持つ)を派遣し、子どもの指導の補助に

当たることにより、楽しく学習できる環境や優れた教育環境を公

平に保障し、一人一人の個性や能力を伸ばすことを目的とする。

●学社融合の推進 学校教育における地域人材の一層の活用を図るとともに、学校外

1,944千円 での様々な体験活動や地域の人々との交流の機会を充実させ、学

社融合の推進に努める。

この一環として、佐賀市の教育を広く市民に理解してもらうため、

教育フェスティバルを実施する。

（生　涯　学　習　課）

●公民館での通学合宿 異年齢の子どもたちが公民館等で寝食を共にし、食事の準備や後

1,040千円 片付けなどの生活体験をしながら、子どもが本来もっている「生

きる力」を呼び覚まし、大人が地域子育てに係るきっかけづくり

をする。

●生涯学習基本計画の策定 市民への生涯学習を効果的に行うために生涯学習基本計画及び実

2,775千円 施計画を策定する。

●公民館事業の多様な展開 地域社会に密着した公民館において、社会情勢や地域の特性等を

27,043千円 反映した多様な主催・共催学級の展開を図る。

●本庄公民館整備事業 平成１５年度と平成１６年度の継続事業で移転改築を行う。

（構造設計委託）

1,049千円

●埋蔵文化財発掘調査事業 農業基盤整備事業他、開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を実施

106,397千円 し、記録保存を図る。

（青　少　年　課）

●子どもと大人のふれあい体験 子どもに自然体験の機会を提供するとともに、保護者自体が自然

　キャンプ を理解することで間接的に子どもの成長に寄与する。

282千円
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項　　　目 内　　　　　　　容

●九州都市中学生交流大会 九州の６都市の中学生が会する第６回九州都市中学生交流大会に

3,600千円 参加し、各都市の中学生と交流や理解を深める。６都市が持ち回

りで開催することになっており、１５年度は佐賀市での開催。

・時期　　８月２３日～８月２５日（２泊３日）

・開催市　佐賀市（佐賀県北山少年自然の家）

・人数　　総参加者数３５０人

●成人式の開催 成人となったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を励まし、

3,872千円 大人として地域社会や国際社会へはばたく新成人の門出を祝福す

る。

（青少年センター）

●青少年の活動拠点づくり 就学児童から２０歳までを対象にした青少年の健全育成を推進す

25,966千円 る。また、中・高生を主体にした青少年の活動拠点としての施設

開放や事業を展開する。

（少年センター）

●青少年非行防止活動の実践 街頭指導、相談業務、広報活動や非行防止大会を実施し、活動の

19,927千円 充実を図る。

（こ　ど　も　課）

●公私立保育所（園）障害者 障害者の雇用促進のため、公立保育所２名、私立保育園１名を雇

　雇用促進事業　　　 2,000千円用する。

●病後児保育事業の充実 保護者の仕事の都合等で、「病気回復期」にある子どもの保育が

10,127千円 家庭で困難な場合に小児科医院に併設した保育室で子どもを保育

する。

●本庄幼稚園管理運営事業 本庄地区における幼児教育の充実を図る。

4,725千円

●公立保育所管理運営経費 認可保育所（公立５か所、私立１５か所）において児童福祉法第

764,270千円 ２４条に規定する保育に欠ける児童を保育し、また延長保育や一

●私立保育園運営費 時保育、子育て支援センター事業等の特別保育事業を実施し、子

1,490,844千円 育てと仕事の両立を支援するほか子育てに悩む保護者の育児不安

の解消を図る。

●幼稚園子育てサロン事業 幼稚園に就園していない子どもやその保護者に、その施設や機能

1,250千円 を開放し、幼稚園での子育て支援活動を推進するため、その経費

の一部を助成している。

●幼稚園特別支援教育費補助事業幼稚園における障害児保育に対するニーズに対応するため、保育

4,900千円 機能を強化し、私立幼稚園への障害児の就園を促進することで、

障害を持つ子どもと家庭への支援及び幼児教育の振興を図る。
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項　　　目 内　　　　　　　容

●保育所分園推進事業 保育所分園を平成１５年度に設置する私立保育園（佐賀、堀江、

6,600千円 城北）に対して助成を行い、保育機能の向上と待機児童の解消

を図る。

●放課後児童健全育成事業 市内１９小学校校区において仕事などによって放課後に保護者

44,736千円 が家庭にいない児童を保育し、安全確保と健全育成を図る。

●障害児学童保育事業 佐賀県立金立養護学校の通学児童で仕事などによって放課後に

9,103千円 保護者が家庭にいない児童を保育し、安全確保と健全育成を図

る。

●産褥期サポートママ派遣事業 出産後や妊娠中で切迫流産等により自宅安静が必要な人で、家

族や親類に頼れる人がいない家庭に家事や育児をお手伝いする

3,800千円 「サポートママ」を派遣する。

●ファミリーサポートセンター 育児の援助を行いたい人（提供会員）と育児の援助を受けたい人

　事業 （依頼会員）とが会員登録し、相互援助活動を行うことにより、

5,518千円 仕事と育児の両立を助け、子どもを安心して生み育てられる環境

を整備する。

●認可外保育所児童・従事者 認可外保育所における児童の内科健診、歯科健診（各年２回）を

　健康対策事業 実施し、１５年度から新たに保育に従事する者に対しても健康診

2,559千円 断費や検便検査の補助を行い、入所児童の保健衛生環境の向上を

図る。

●児童遊園・児童広場管理 児童の健全な遊び場を提供するため、市内に１６か所の児童遊園、

　運営事業 ３か所の児童広場を設置している。その他市内の約２００か所の

14,599千円 自治会等が管理する児童遊園地の遊具の新設、補修に対して補助

を行う。

●児童センター管理運営事業 兵庫町藤木に大型児童センターを設置し、遊びを通じた児童の健

19,836千円 全育成やその保護者の仲間づくりの場を提供している。

●家庭相談室運営事業 家庭相談室に家庭相談員１名を配置し、家庭における児童の養育、

2,063千円 その他の児童の問題についての相談に対応している。

●児童手当給付事業 義務教育就学前の児童を養育している者に対して児童手当を支給

551,039千円 し、児童の健全な育成を図る。

●幼稚園就園奨励費補助事業 家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図るととも

149,306千円 に、幼稚園における幼児教育の振興を図る。

●乳幼児医療費助成事業 ３歳未満の児童の医療費の一部を助成し、保護者の経済的負担を

202,174千円 軽減し、児童の疾病の早期発見、治療を促す。

●児童扶養手当給付事業 経済的支柱である父と生計を同じくしていない児童の養育者に対

762,662千円 して児童扶養手当を支給し、児童の健全育成を図る。

●母子家庭等医療費助成事業 母子家庭等の医療費の一部を助成し、保護者の経済的負担を軽減

90,110千円 し、児童の疾病の早期発見、治療を促す。
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項　　　目 内　　　　　　　容

●母子生活支援施設事業 「配偶者のいない女子」または「これらに準ずる事情にある女子」

26,207千円 及び「その者の監護すべき児童」を入所保護し、その生活を支援

することによって社会的自立を促進する。

●虐待防止ネットワーク推進事業児童虐待予防、早期発見・早期対応へ向け、関係機関等との効果

1,289千円 的な連携と必要な対応を行う。

●母子相談運営事業 家庭相談室内に母子自立支援員２名を配置し、一人親家庭の各種

3,981千円 相談に応じるとともに一人親家庭の福祉の向上と自立を支援する。

（図　書　館）

●図書館の運営（図書資料の購入）情報や知識を市民に提供するために、利用者のニーズにこたえる

93,848千円 図書資料の収集を行う。
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