
     

第第第第 36363636 号議案号議案号議案号議案、、、、第第第第 37373737 号議案関係号議案関係号議案関係号議案関係    

    

１１１１．．．．機構改革機構改革機構改革機構改革にににに伴伴伴伴うううう教育委員会規則教育委員会規則教育委員会規則教育委員会規則のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて    

 

○ 「教育委員会組織規則」の主な改正点（別紙資料「教育委員会組織図」） 

１． 部の新設（第 2条関係） 

(1) 複雑多様化する教育課題及び合併により肥大した組織上の課題に適切

に対処する為、教育委員会事務局を、こども教育部、社会教育部及び出

張所教育課に改編する。 

（２部、部長２人等） 

２． 課及び係等の新設（第 3 条関係） 

(1) 社会体育と学校体育の連携により、一体的なスポーツ振興を図るため、

市民生活部から「市民スポーツ課」を移管するとともに、「スポーツ振

興課」に改称する。あわせて、各支所市民サービス課から各出張所教育

課に担当業務を移管する。 

（旧佐賀市内の体育施設はスポーツ振興課で所管、その他の体育施設

は各出張所教育課で所管する） 

(2) 文化振興を一体的に推進するために、文化に関する業務（観光資源とし

て位置づけられる施設に関することを除く）を集約し、「文化財課」を

「文化振興課」に改称する。あわせて、各支所産業振興課から担当業務

を各出張所教育課に移管する。 

（文化会館及び市民会館は文化振興課で所管、東与賀文化ホールは東

与賀出張所で所管する） 

(3) 「子どもへのまなざし運動」を推進するため、教育総務課内に「子ども

へのまなざし運動推進室」を新設する。 

 

○ 関連して改正を行なう規則 

    （教育委員会規則） 

・ 佐賀市教育委員会公印規則 

・ 佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則 

・ 佐賀市教育委員会事務専決規則 

・ 佐賀市教育長職務代理規則 

・ 佐賀市教育委員会事務局職員職名規程 

・ 佐賀市心身障害児就学指導委員会規則 

・ 佐賀市教育委員会文書事務取扱規則 

     （佐賀市規則） 

・ 佐賀市奨学金条例施行規則 



     

    

２２２２．．．．「「「「地方教育行政地方教育行政地方教育行政地方教育行政のののの組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営のののの関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」のののの一部一部一部一部改正改正改正改正にににに伴伴伴伴うううう教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会

規則規則規則規則のののの一部一部一部一部改正改正改正改正についてについてについてについて    

 

○ 「佐賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則」の主な改正点 

法改正により、教育長に委任することができない事務が明確化されたため、教育長に

委任することができない項目の見直しを行い、条文を整理するとともに、「職員の人事」

及び「教育委員会の活動の点検と評価」に関する項目を追加する。 

 

○ 関連して改正を行なう規則 

職員の人事に関し、教育委員会の議決事項は現行どおりし、「佐賀市教育委員会事務

専決規則」において教育長等が専決できる範囲を定める。 

     

（教育委員会規則） 

・ 佐賀市教育委員会公印規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

佐賀市教育委員会規則第  号 

 

佐賀市教育委員会組織規則 

 

佐賀市教育委員会組織規則（平成１７年佐賀市教育委員会規則第１０号）の全部を改正

する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐賀市教育委員会事務局（以下「事務局」という。）及び教育機関

（学校を除く。以下同じ。）その他の機関の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（部等の設置） 

第２条 教育委員会の権限に属する事務（次項の事務を除く。）を分掌させるため、事務

局に次の部を置く。 

こども教育部 

社会教育部 

２ 佐賀市支所設置条例（平成１７年佐賀市条例第１２号）の規定により設置された支所

の所管区域に係る教育委員会の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の出張

所教育課を置く。 

諸富出張所教育課 

大和出張所教育課 

富士出張所教育課 

三瀬出張所教育課 

川副出張所教育課 

東与賀出張所教育課 

久保田出張所教育課 

（組織） 

第３条 前条第１項の規定により設置された部の組織は、別表第１のとおりとする。 

２ 前条第２項の規定により設置された出張所教育課の組織は、別表第２のとおりとする。 

（部及び課等の分掌事務） 

第４条 事務局の部並びに課及び図書館の分掌事務は、次のとおりとする。 

こども教育部 

教育総務課 

(1) 教育委員会内事務の連絡調整に関すること。 

(2) 教育委員会の会議に関すること。 

(3) 教育委員会の公印に関すること。 

(4) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。 



     

(5) 教育に係る総合的政策推進及び調整に関すること。 

(6) 学校の設置及び統廃合に関すること。 

(7) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。 

(8) 職員の研修に関すること。 

(9) 職員の厚生、福利及び公務災害補償に関すること。 

(10) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）の措置に関すること。 

(11) 職員団体に関すること。 

(12) 委員長会、教育長会等に関すること。 

(13) 教育行政相談に関すること。 

(14) 学校教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 

(15) 教育財産の管理及び整備計画に関すること。 

(16) 教育施設の設置、管理及び廃止の調整に関すること。 

(17) 奨学金制度に関すること。 

(18) 高校生への通学費補助に関すること。 

(19) 市民総参加子ども育成運動の推進等に関すること。 

学校教育課 

(1) 教職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。 

(2) 教職員の給与及び共済に関すること。 

(3) 教員の免許の手続に関すること。 

(4) 教職員の調査、統計及び報告に関すること。 

(5) 学校運営に関すること。 

(6) 学校の組織編成、学級経営、教科指導、生徒指導、進路指導その他学校教育指

導に関すること。 

(7) 教科書その他教材に関すること。 

(8) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関すること。 

(9) 学校人権・同和教育に関すること。 

(10) 教育相談に関すること。 

(11) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。 

(12) 学校図書館に関すること。 

(13) 不登校児童生徒に関すること。 

(14) 特別支援教育に関すること。 

(15) 教育研究所に関すること。 

学事課 

(1) 生徒及び児童の就学に関すること。 

(2) 就学援助及び就学奨励に関すること。 

(3) 学級編制に関すること。 

(4) 通学区域制度に関すること。 



     

(5) 学校運営支援に関すること。 

(6) 学校の文書管理に関すること。 

(7) 学校の教材、備品等に関すること。 

(8) 学校予算の執行に関すること。 

(9) 学校経理事務に関すること。 

(10) 学校の情報化に関すること。 

(11) 学校施設の維持管理に関すること。 

(12) 学校の保健体育に関すること。 

(13) 学校環境の衛生管理に関すること。 

(14) 児童生徒の安全及び学校安全教育に関すること。 

(15) 児童、生徒等の災害共済給付に関すること。 

(16) 学校給食の運営及び指導に関すること。 

(17) 通学路に関すること。 

こども課 

(1) 少子化対策及び次世代育成支援に関すること。 

(2) 子育て支援のコーディネート及び情報提供に関すること。 

(3) 家庭児童相談及び児童虐待に関すること。 

(4) ひとり親家庭等の支援（経済的支援を除く。）に関すること。 

(5) 放課後児童健全育成に関すること。 

(6) 婦人保護に関すること。 

(7) 児童館に関すること。 

(8) 幼稚園に関すること。 

(9) 保育所に関すること。 

(10) 子育て支援施設に関すること。 

社会教育部 

社会教育課 

(1) 社会教育委員会に関すること。 

(2) 社会教育施設等の設置、管理運営及び廃止に関すること。 

(3) 生涯学習に係る企画、調整、調査、情報提供及び推進に関すること。 

(4) 生涯学習推進諸団体との連絡及び調整に関すること。 

(5) 社会教育に係る総合的な方針の策定及び推進に関すること。 

(6) 社会教育に係る企画、立案、調査等に関すること。 

(7) 社会教育諸団体との連絡及び調整に関すること。 

(8) 視聴覚教育に関すること。 

(9) 公民館の指導及び支援に関すること。 

(10) 教育キャンプ場に関すること。 

(11) 視聴覚ライブラリーに関すること。 



     

(12) コミュニティセンターに関すること。 

青少年課 

(1) 青少年の健全育成に関すること。 

(2) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(3) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(4) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(5) 家庭教育に関すること。 

(6) 成人式に関すること。 

(7) 青少年センターに関すること。 

(8) 少年センターに関すること。 

スポーツ振興課 

(1) 社会体育行事等の開催及び援助に関すること。 

(2) 社会体育団体との連絡調整に関すること。 

(3) 社会体育に係る課外クラブ活動に関すること。 

(4) 体育指導委員に関すること。 

(5) スポーツ振興審議会に関すること。 

(6) その他社会体育の指導及び振興に関すること。 

(7) 学校体育施設の開放に関すること。 

(8) 佐賀市体育施設条例（平成１７年佐賀市条例第２１８号）第２条に規定する体

育施設及び嘉瀬川河川敷北グラウンドの管理に関すること。 

(9) 社会体育施設の整備計画に関すること。 

文化振興課 

(1) 文化財の指定及び管理に関すること。 

(2) 文化財の調査保護及び保存活用に関すること。 

(3) 文化財保護審議会に関すること。 

(4) 文化財愛護意識の普及及び啓発に関すること。 

(5) 芸術文化の振興に関すること。 

(6) 文化会館及び市民会館に関すること。 

(7) 肥前国庁跡歴史公園に関すること。 

図書館 

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。 

(2) 図書館資料の利用に関すること。 

(3) 図書館資料の相互貸借に関すること。 

(4) 分館及び分室に関すること。 

(5) 自動車図書館に関すること。 

(6) 学校図書館の支援に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館サービスに関すること。 



     

(8) 図書館の広報に関すること。 

(9) 図書館協議会に関すること。 

(10) 図書館の施設等の管理及び運営に関すること。 

（出張所教育課の分掌事務） 

第５条 出張所教育課の分掌事務は、次のとおりとする。 

出張所教育課共通事項 

(1) 教育事務の連絡調整に関すること。 

(2) 文書及び公印に関すること。 

(3) 教育に関する調査及び統計に関すること。 

(4) 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 

(5) 生徒及び児童の就学に関すること。 

(6) 就学援助及び就学奨励に関すること。 

(7) 通学路に関すること。 

(8) 放課後児童健全育成に関すること。 

(9) 幼稚園に関すること。 

(10) 保育所に関すること。 

(11) ひとり親家庭等の支援（経済的支援を除く。）に関すること。 

(12) 家庭児童相談及び児童虐待に関すること。 

(13) 婦人保護に関すること。 

(14) 子育て支援の情報提供に関すること。 

(15) 社会教育施設等の管理に関すること。 

(16) 社会教育及び生涯学習に関すること。 

(17) 社会教育諸団体及び生涯学習推進諸団体に関すること。 

(18) 社会人権・同和教育に関すること。 

(19) 青少年の健全育成に関すること。 

(20) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(21) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(22) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(23) 家庭教育に関すること。 

(24) 成人式に関すること。 

(25) 社会体育行事等の開催及び援助に関すること。 

(26) 社会体育団体との連絡調整に関すること。 

(27) 社会体育に係る課外クラブ活動に関すること。 

(28) 体育指導委員に関すること。 

(29) 社会体育施設の維持及び管理に関すること。 

(30) その他社会体育の指導及び振興に関すること。 

(31) 学校体育施設の開放に関すること。 



     

(32) 芸術文化の振興に関すること。 

(33) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

諸富出張所教育課 

(1) 学校給食センターに関すること。 

(2) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(3) 諸富文化体育館の管理及び運営に関すること。 

大和出張所教育課 

(1) 高校生への通学費補助に関すること。 

(2) 児童への通学費補助に関すること。 

(3) 生涯学習センターに関すること。 

富士出張所教育課 

(1) 学校給食センターに関すること。 

(2) 奨学金制度に関すること。 

(3) 高校生への通学費補助に関すること。 

(4) 児童、生徒への通学費補助に関すること。 

(5) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(6) コミュニティセンターに関すること。 

三瀬出張所教育課 

(1) 学校給食センターに関すること。 

(2) 奨学金制度に関すること。 

(3) 高校生への通学費補助に関すること。 

(4) 公民館活動の指導振興に関すること。 

川副出張所教育課 

(1) 学校給食センターに関すること。 

(2) 高校生への通学費補助に関すること。 

(3) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(4) 佐野常民記念館に関すること。 

(5) 児童館に関すること。 

東与賀出張所教育課 

(1) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(2) 東与賀文化ホールに関すること。 

(3) 児童館に関すること。 

(4) 農村環境改善センターに関すること。 

久保田出張所教育課 

(1) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(2) 児童館に関すること。 

(3) 農村環境改善センターに関すること。 



     

（各部の主管課） 

第６条 部内の連絡及び調整に関する事務を行なわせるため、次の主管課を定める。 

こども教育部 教育総務課 

社会教育部 社会教育課 

２ 各部の主管課は、第４条に定める当該分掌事務のほか、次の事務をつかさどる。 

(1) 部内事務事業の総合的な調整に関すること。 

(2) 部内各課の広報に関する事務の連絡及び調整に関すること。 

(3) 部内の他の課の主管に属しないこと。 

（事務局の職員） 

第７条 部並びに課、図書館及び出張所教育課（以下「課」と総称する。）並びに室及び

係（以下「係」と総称する。）にそれぞれ長を置く。 

２ 部に副部長を、課、係及び教育機関等に参事、副課長、主幹、主査、主任、主事及び

技師を置くことができる。 

３ 前２項に規定する職員のほか、事務局及び教育機関等にその他の職員を置くことがで

きる。 

（事務局の職務） 

第８条 部長は、教育長を補佐し、教育長の指示する事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。 

２ 副部長は、部長を補佐し、部長の指示する事務を掌理し、部の企画に参画する。 

３ 課長は、上司の命を受けて課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

４ 副課長は、課長を補佐し、課長の指示する事務を掌理し、課の企画に参画する。 

５ 係長は、上司の命を受けて係に属する事務を掌理し、係員を指導する。 

６ 主幹及び主査は、上司の命を受けて分掌事務を掌理する。 

７ 主任、主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。 

８ 第２項及び第３項に規定するもののほか、別表第３の左欄に掲げる職にある者は、同

表右欄に掲げる教育機関等に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

第９条 第７条に規定する職員のほか、事務局に理事、副理事及び参事を置くことができ

る。 

２ 理事、副理事及び参事は、上司の命を受けて特定の事務を掌理する。 

（職務権限の代決） 

第１０条 教育長が不在のときは、部長及び副部長が、佐賀市教育長職務代理規則 

（平成１７年佐賀市教育委員会規則第８号）に規定する順位に従い、教育長の事務を代

決する。 

２ 部長が不在のときは、副部長が、副部長も不在のときは第６条に規定する主管課の課

長（以下この条において「主管課長」という。）がその事務を代決する。 

３ 副部長（図書館長を含む。）が不在のときは、その部の主管課長がその事務を代決し、

主管課長も不在のときは所管部長がその事務を決裁する。 



     

４ 課長が不在のときは、参事が、参事がいない課又は参事も不在のときは、副課長（図

書館副館長及び主幹を含む。以下同じ。）が、副課長も不在のときは、主務係長（主査

を含む。）がその事務を代決する。 

５ 前各項の規定にかかわらず、重要又は異例に属するものは、代決することができない。 

６ 代決した事項は、遅滞なく後閲に供さなければならない。ただし、定例又は軽易なも

のについては、この限りでない。 

（その他の取扱い） 

第１１条 この規則に定めるもののほか事務局及び教育機関等の職員の服務、身分取扱い

及び給与その他勤務条件等については、市長の事務部局に関するそれぞれの規定を準用

する。 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 



     

別表第１（第３条関係） 

部 課 係 教育機関等 

教育総務課 総務係、教育政策

係、施設係、子ど

もへのまなざし

運動推進室 

 

学校教育課 教職員係、義務教

育指導係 

佐賀市教育研究所 

学事課 学務係、保健体育

係、学校支援係 

佐賀市学校給食センター 

こども教育部 

こども課 子育て支援係、保

育幼稚園係、子育

てコーディネー

ト係 

佐賀市立幼稚園 

佐賀市立保育所 

佐賀市立母子生活支援施設 

佐賀市児童館（久保田児童セン

ター、川副児童館及び東与賀児

童館を除く。） 

佐賀市子育て支援施設 

社会教育部 社会教育課 庶務係、社会教育

係、公民館支援係 

佐賀市立公民館（佐賀市立諸富

町公民館、佐賀市立富士公民館、

佐賀市立三瀬公民館、佐賀市立

川副公民館、佐賀市立西川副公

民館、佐賀市立中川副公民館、

佐賀市立大詫間公民館、佐賀市

立東与賀公民館及び佐賀市立久

保田公民館を除く。） 

佐賀市立教育キャンプ場 

佐賀市視聴覚ライブラリー 

佐賀市立コミュニティセンター

（佐賀市立富士南部コミュニテ

ィセンター、佐賀市立富士北部

コミュニティセンターを除く。） 

 青少年課 育成係、青少年指

導係 

佐賀市青少年センター 

佐賀市少年センター 

 スポーツ振興課 スポーツ係、管理

係 

体育施設、嘉瀬川河川敷北グラ

ウンド 

 文化振興課 管理係、文化振興 文化財資料館 



     

係、文化財係 肥前国庁跡歴史公園 

佐賀市文化会館、佐賀市民会館 

 図書館 庶務係、サービス

１係、サービス２

係 

佐賀市立図書館、大和館、諸富

館、東与賀館 

 



     

別表第２（第３条関係） 

課 係 教育機関等 

諸富出張所教育課 総務係、生涯学習係 佐賀市立諸富町公民館 

大和出張所教育課 総務係、生涯学習係 佐賀市立大和生涯学習センター 

富士出張所教育課 総務係、生涯学習係 佐賀市立富士公民館 

佐賀市立富士南部コミュニティセンタ

ー、佐賀市立富士北部コミュニティセ

ンター 

三瀬出張所教育課 総務係 佐賀市立三瀬公民館 

川副出張所教育課 総務係、生涯学習係 川副児童館 

佐賀市立川副公民館、佐賀市立西川副

公民館、佐賀市立中川副公民館、佐賀

市立大詫間公民館 

佐賀市佐野常民記念館 

東与賀出張所教育課 総務係、生涯学習係 東与賀児童館 

佐賀市立東与賀公民館 

佐賀市東与賀農村環境改善センター 

佐賀市立東与賀文化ホール 

久保田出張所教育課 総務係、生涯学習係 久保田児童センター 

佐賀市立久保田公民館 

佐賀市久保田農村環境改善センター 

 



     

別表第３（第８条関係） 

職 教育機関等 

学校教育課長 佐賀市教育研究所 

学事課長 佐賀市学校給食センター 

こども課長 佐賀市立幼稚園 

佐賀市立保育所 

佐賀市立母子生活支援施設 

佐賀市児童館（久保田児童センター、川副児童館及び東与賀

児童館を除く。） 

佐賀市子育て支援施設 

社会教育課長 佐賀市立公民館（佐賀市立諸富町公民館、佐賀市立富士公民

館、佐賀市立三瀬公民館、佐賀市立川副公民館、佐賀市立西

川副公民館、佐賀市立中川副公民館、佐賀市立大詫間公民館、

佐賀市立東与賀公民館及び佐賀市立久保田公民館を除く。） 

佐賀市立教育キャンプ場 

佐賀市視聴覚ライブラリー 

佐賀市立コミュニティセンター（佐賀市立富士南部コミュニ

ティセンター及び佐賀市立富士北部コミュニティセンターを

除く。） 

青少年課長 佐賀市青少年センター 

佐賀市少年センター 

スポーツ振興課長 体育施設、嘉瀬川河川敷北グラウンド 

文化振興課長 文化財資料館 

肥前国庁跡歴史公園 

佐賀市文化会館、佐賀市民会館 

図書館長 佐賀市立図書館 

諸富出張所教育課長 佐賀市立諸富町公民館 

佐賀市立諸富公園体育施設、佐賀市立諸富文化体育館 

大和出張所教育課長 佐賀市立大和生涯学習センター 

佐賀市立大和中央公園体育施設、佐賀市立春日運動広場、大

和勤労者体育センター 

富士出張所教育課長 佐賀市立富士公民館 

佐賀市立富士南部コミュニティセンター、佐賀市立富士北部

コミュニティセンター 

佐賀市立富士運動広場、佐賀市立富士山村広場 

三瀬出張所教育課長 佐賀市立三瀬公民館 



     

佐賀市立三瀬グラウンド、三瀬勤労福祉センター、佐賀市立

三瀬プール 

川副出張所教育課長 川副児童館 

佐賀市立川副公民館、佐賀市立西川副公民館、佐賀市立中川

副公民館、佐賀市立大詫間公民館 

佐賀市佐野常民記念館 

佐賀市立スポーツパーク川副 

東与賀出張所教育課長 東与賀児童館 

佐賀市立東与賀公民館 

佐賀市東与賀農村環境改善センター 

佐賀市立東与賀文化ホール 

佐賀市立東与賀運動公園 

久保田出張所教育課長 久保田児童センター 

佐賀市立久保田公民館 

佐賀市久保田農村環境改善センター 

佐賀市立久保田グラウンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

佐賀市教育委員会規則第 号 

 

佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 

佐賀市教育委員会公印規則（平成１７年佐賀市教育委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第９条中「教育部長」を「部長」に改め、「副館長、」を削る。 

 

別表中 

「 

教育部長印 方２２ 〃 部長名をもってなす

一般公文書用 

教育総務課長 １ 補 助

職 員

印 図書館長印 〃 〃 図書館長名をもって

なす一般公文書用 

図書館副館長 １ 
 を 

                                    」 

「 

こども教育

部長印 

方２２ 〃 部長名をもってなす

一般公文書用 

教育総務課長 １ 

社会教育部

長印 

〃 〃 〃 社会教育課長 １ 

補 助

職 員

印 

図書館長印 〃 〃 図書館長名をもって

なす一般公文書用 

図書館長 １ 

 に、 

                                    」 

「 

生涯学習課

長印 

〃 〃 〃 生涯学習課長 １ 

青少年課長

印 

〃 〃 〃 青少年課長 １ 

こども課長

印 

〃 〃 〃 こども課長 １ 

文化財課長

印 

〃 〃 〃 文化財課長 １ 

 

図書館副館

長印 

〃 〃 〃 図書館副館長 １ 

 を 

                                    」 

 

 

「 



     

こども課長

印 

〃 〃 〃 こども課長 １ 

社会教育課

長印 

〃 〃 〃 社会教育課長 １ 

青少年課長

印 

〃 〃 〃 青少年課長 １ 

スポーツ振

興課長印 

〃 〃 〃 スポーツ振興

課長 

１ 

 

文化振興課

長印 

〃 〃 〃 文化振興課長 １ 

 に 

                                    」 

改める。 

 

様式第１号中 

「 

種 別 □ 一般公印  □ 専用公印   を 

                                    」 

「 

種 類    に 

                                    」 

改める。 

 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

佐賀市教育委員会規則第 号 

 

佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正す

る規則 

 

佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成１７年佐賀市教育委

員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条の表を次のように改める。 

委任事務 補助職員 

歴史的遺産の活用に関すること。 経済部の職員 

 

第３条を削り、第４条中「第２条」を「前条」に改め、同条を第３条とする。 

 

第５条を第４条とし、第６条を第５条とする。 

 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 



     

佐賀市教育委員会規則第 号 

 

佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則 

 

佐賀市教育委員会事務専決規則（平成１７年佐賀市教育委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

 

第１条中「教育長」を「教育委員会及び教育長」に、「教育部長」を「教育長及び部長」

に改め、「（副館長を含む。以下同じ）」を削り、「範囲」の次に「並びに出張所教育課の事

務に係る決裁の処理方法」を加える。 

 

第２条を次のように改める。 

（教育長の専決事項） 

第２条 教育長は、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務を専決することができる。 

(1) 職員（部長、理事、副部長、図書館長、副理事、課長、幼稚園長及び参事並びに公民

館長を除く。）の任免に関すること。 

(2) 職員の退職の承認に関すること。 

(3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項第１号の規定に基づく職

員の休職に関すること。 

(4) 職員の初任給、昇格及び昇給に関すること。 

 

第４条共通事項の専決事項に次の１号を加える。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示する事項 

 

第４条公民館長の専決事項中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、同条を第

５条とする。 

 

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（部長の専決事項） 

第３条 部長は、次に掲げる教育長の権限に属する事務（次条及び第５条において「事務」

という。）を専決することができる。 

共通事項 

(1) 副部長、課長及びこれらに相当する職員の旅行命令（４日未満のものに限る｡）に

関すること。 

(2) 軽易な陳情及び要望に関すること。 

(3) 教育長の決裁を必要と認められない軽易な事務の処理に関すること。 

こども教育部長 



     

(1) 職員の諸手当（超過勤務手当、休日給及び特殊勤務手当を除く｡）の支給認定に関

すること。 

(2) 代替要員に関すること。 

(3) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める費用徴収の減免の決定に関する

こと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育長が指示する事項 

社会教育部長 

(1) 社会体育に係る行事、事業等の実施計画に関すること。 

(2) 文化連盟の補助に関すること。 

(3) 前２号に定めるもののほか、教育長が指示する事項 

 

第５条の次に次の１条を加える。 

（決裁の処理方法） 

第６条 出張所教育課の事務に係る専決事項については、次に定めるところにより処理す

るものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これによらないことができる。 

(1) 教育長専決事項 出張所教育課から当該事務を所管するこども教育部又は社会教育

部（以下「本部」という。）の課長及び部長を経て、教育長が決裁するものとする。 

(2) 部長専決事項 出張所教育課から当該事務を所管する本部の課長を経て、当該事務を

所管する本部の部長が専決するものとする。 

(3) 課長専決事項 出張所教育課長が専決するものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

佐賀市教育委員会規則第 号 

 

佐賀市教育長職務代理規則の一部を改正する規則 

 

佐賀市教育長職務代理規則（平成１７年佐賀市教育委員会規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 

本則中             を                に改める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

「第１順位 教育部長 

第２順位 教育副部長 

第３順位 教育総務課長」 

「第１順位 こども教育部長 

第２順位 社会教育部長 

第３順位 こども教育部副部長 

第４順位 社会教育部副部長 」 



     

佐賀市教育委員会規則第 号 

 

佐賀市教育委員会事務局職員職名規程の一部を改正する規則 

 

佐賀市教育委員会事務局職員職名規程（平成１７年佐賀市教育委員会規則第１１号）の

一部を次のように改正する。 

 

別表第１を次のように改める。 

 

別表第１（第２条関係） 

職名  

部長  

理事  

副部長  

館長  

副理事  

課長  

所長  

幼稚園園長  

参事  

副課長  

副館長  

副所長  

幼稚園教頭  

主幹  

係長  

主査  

主任  

主事  

技師  

 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 



     

佐賀市教育委員会規則第 号 

 

佐賀市心身障害児就学指導委員会規則の一部を改正する規則 

 

佐賀市心身障害児就学指導委員会規則（平成１７年佐賀市教育委員会規則第２３号）の

一部を次のように改正する。 

 

第９条中「教育委員会学校教育課」を「教育委員会こども教育部学校教育課」に改める。 

 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 



     

佐賀市教育委員会規則第 号 

 

佐賀市教育委員会文書事務取扱規則の一部を改正する規則 

 

佐賀市教育委員会文書事務取扱規則（平成１９年佐賀市教育委員会規則第１０号）の一

部を次のように改正する。 

 

第２条第１項及び第３条中「教育総務課」を「こども教育部教育総務課」に改める。 

 

別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

部、出張所及び課の名称 記号 

教育総務課 総 

学校教育課 学教 

学事課 学事 

こども教育部 

こども課 こ 

社会教育課 社教 

青少年課 青 

スポーツ振興課 ス振 

文化振興課 文振 

社会教育部 

図書館 図 

諸富出張所教育課 諸教 

大和出張所教育課 大教 

富士出張所教育課 富教 

三瀬出張所教育課 三教 

川副出張所教育課 川教 

東与賀出張所教育課 東教 

久保田出張所教育課 久教 

 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 



     

佐賀市規則第 号 

 

佐賀市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則 

 

佐賀市奨学金条例施行規則（平成１７年佐賀市規則第１９５号）の一部を次のように改正

する。 

 

第１１条第７項中「教育委員会教育総務課」を「教育委員会こども教育部教育総務課」

改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


