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（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。 

（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。 

（新設） (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 

(事務局及び教育機関等の組織) 

第 2 条 事務局及び教育機関等の組織は、次のとおりとする。 

 

 

(組織) 

第 3条 前条第 1項の規定により設定された部の組織は、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。 
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事務局 教育機関等 係等 

教 育 総 務

課 

 総務係、教育政策係、施

設係 

 教職員係、義務教育指導

係 

学 校 教 育

課 

佐賀市教育研究所  

 学務係、保健体育係、学

校支援係 

学事課 

佐賀市学校給食センター  

 庶務係、生涯学習係、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  

生 涯 学 習

課 

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。) 

 

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
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 管理係、文化財係 文化財課 

肥前国庁跡歴史公園  

 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。） 

 

こども課 

佐賀市子育て支援施設  

 育成係、青少年指導係 

佐賀市青少年センター  

青少年課 

佐賀市少年センター  

 佐賀市立図書館 庶務係、サービス１係、

サービス２係、大和館、

諸富館、東与賀館 

 総務係、生涯学習係 諸 富 出 張

所教育課 佐賀市立諸富町公民館  

 総務係、生涯学習係 大 和 出 張

所教育課 佐賀市立大和生涯学習セン

ター 

 

 総務係、生涯学習係 富 士 出 張

所教育課 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

 

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

係、文化財係 

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 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 
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ティセンター 

 総務係 三 瀬 出 張

所教育課 佐賀市立三瀬公民館  

 総務係、生涯学習係 川 副 出 張

所教育課 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 

 

 総務係、生涯学習係 

東与賀児童館  

東 与 賀 出

張 所 教 育

課 
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 

 

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 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  
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(事務局の分掌事務) 

第 3 条 前条に規定する事務局の課及び係の分掌事務は、次のと

おりとする。 

(部並びに課及び館の分掌事務) 

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。 

（新設） こども教育部 

教育総務課 

(1)～(13) （略） 

(14) スポーツ事務の委任に関すること。 

(15) 学校教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 

(16) 教育財産の管理及び整備計画に関すること。 

(17) 教育施設の設置、管理及び廃止の調整に関すること。 

(18) 奨学金制度に関すること。 

(19) 高校生への通学費補助に関すること。 

（新設） 

(20) 他の課の主管に属しないこと。 

教育総務課 

(1)～(13) （略） 

（削除） 

(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。 

（削除） 

学校教育課 （略） 学校教育課 （略） 

学事課 （略） 学事課 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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（新設） (8) 幼稚園に関すること。 

(9) 保育所に関すること。 

(10) 母子生活支援施設に関すること。 

(11) 助産施設に関すること。 

(12) 子育て支援施設に関すること。 

（新設） 社会教育部 

生涯学習課 

(1)～(8) （略） 

(9) 文化事務の委任等に関すること。 

(10) 公民館の指導及び支援に関すること。 

(11) 教育キャンプ場に関すること。 

(12) 視聴覚ライブラリーに関すること。 

(13) コミュニティセンターに関すること。 

社会教育課 

(1)～(8) （略） 

（削除） 

(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。 

（新設） 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。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

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。 

文化財課 

(1)～(4) （略） 

（新設） 

 

(5) 肥前国庁跡歴史公園に関すること。 

文化振興課 

(1)～(4) （略） 

(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。 

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。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐賀市教育委員会組織規則改正 新旧対照表 
 

【改正前】                        【改正後】 

8 

(10) 子育て支援施設に関すること。 （削除） 

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) 青少年問題協議会に関すること。 

(4) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(5) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(6) 家庭教育に関すること。 

(7) 成人式に関すること。 

(8) 青少年センターに関すること。 

(9) 少年センターに関すること。 

 

（新設） 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。 

（新設） (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。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出張所教育課共通 

(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。 
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（新設） (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) 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) 学校給食センターに関すること。 

(9) 放課後児童健全育成に関すること。 

(10) 幼稚園に関すること。 

(11) 保育所に関すること。 

(12) ひとり親家庭等の支援（経済的支援を除く）に関すること。 

(13) 家庭児童相談及び児童虐待に関すること。 

(14) 婦人保護に関すること。 

(15) 子育て支援の情報提供に関すること。 

(16) 社会教育施設等の管理に関すること。 

(17) 社会教育及び生涯学習に関すること。 

(18) 社会教育諸団体及び生涯学習推進諸団体に関すること。 

(19) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(20) 社会人権・同和教育に関すること。 

諸富出張所教育課 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

(1) 学校給食センターに関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 公民館活動の指導振興に関すること。 

（削除） 



佐賀市教育委員会組織規則改正 新旧対照表 
 

【改正前】                        【改正後】 

11 

(21) 青少年の健全育成に関すること。 

(22) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(23) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(24) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(25) 家庭教育に関すること。 

(26) 成人式に関すること。 

(27) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

（新設） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

(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) 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) 高校生への通学費補助に関すること。 

(9) 児童への通学費補助に関すること。 

(10) 放課後児童健全育成に関すること。 

(11) 幼稚園に関すること。 

(12) 保育所に関すること。 

(13) ひとり親家庭等の支援（経済的支援を除く）に関すること。 

(14) 家庭児童相談及び児童虐待に関すること。 

(15) 婦人保護に関すること。 

(16) 子育て支援の情報提供に関すること。 

(17) 社会教育施設等の管理に関すること。 

(18) 社会教育及び生涯学習に関すること。 

大和出張所教育課 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 

（削除） 
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(19) 社会教育諸団体及び生涯学習推進諸団体に関すること。 

(20) 生涯学習センターに関すること。 

(21) 社会人権・同和教育に関すること。 

(22) 青少年の健全育成に関すること。 

(23) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(24) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(25) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(26) 家庭教育に関すること。 

(27) 成人式に関すること。 

(28) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

（削除） 

(3) 生涯学習センターに関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

富士出張所教育課 

(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) 学校給食センターに関すること。 

(9) 奨学金制度に関すること。 

(10) 高校生への通学費補助に関すること。 

(11) 児童、生徒への通学費補助に関すること。 

(12) 放課後児童健全育成に関すること。 

(13) 幼稚園に関すること。 

(14) 保育所に関すること。 

(15) ひとり親家庭等の支援（経済的支援を除く）に関すること。 

(16) 家庭児童相談及び児童虐待に関すること。 

富士出張所教育課 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 

（削除） 
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(17) 婦人保護に関すること。 

(18) 子育て支援の情報提供に関すること。 

(19) 社会教育施設等の管理に関すること。 

(20) 社会教育及び生涯学習に関すること。 

(21) 社会教育諸団体及び生涯学習推進諸団体に関すること。 

(22) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(23) 社会人権・同和教育に関すること。 

(24) コミュニティセンターに関すること。 

(25) 青少年の健全育成に関すること。 

(26) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(27) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(28) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(29) 家庭教育に関すること。 

(30) 成人式に関すること。 

(31) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

(5) 公民館活動の指導振興に関すること。 

（削除） 

(6) コミュニティセンターに関すること。 

（削除） 

 

 

（削除） 

三瀬出張所教育課 

(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) 学校給食センターに関すること。 

(9) 奨学金制度に関すること。 

(10) 高校生への通学費補助に関すること。 

(11) 放課後児童健全育成に関すること。 

三瀬出張所教育課 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 

（削除） 
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(12) 幼稚園に関すること。 

(13) 保育所に関すること。 

(14) ひとり親家庭等の支援（経済的支援を除く）に関すること。 

(15) 家庭児童相談及び児童虐待に関すること。 

(16) 婦人保護に関すること。 

(17) 子育て支援の情報提供に関すること。 

(18) 社会教育施設等の管理に関すること。 

(19) 社会教育及び生涯学習に関すること。 

(20) 社会教育諸団体及び生涯学習推進諸団体に関すること。 

(21) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(22) 社会人権・同和教育に関すること。 

(23) 青少年の健全育成に関すること。 

(24) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(25) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(26) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(27) 家庭教育に関すること。 

(28) 成人式に関すること。 

(29) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 公民館活動の指導振興に関すること。 

（削除） 

（削除） 

 

川副出張所教育課 

(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) 学校給食センターに関すること。 

川副出張所教育課 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

(1) 学校給食センターに関すること。 



佐賀市教育委員会組織規則改正 新旧対照表 
 

【改正前】                        【改正後】 

15 

(9) 高校生への通学費補助に関すること。 

(10) 放課後児童健全育成に関すること。 

(11) 幼稚園に関すること。 

(12) 保育所に関すること。 

(13) ひとり親家庭等の支援（経済的支援を除く）に関すること。 

(14) 家庭児童相談及び児童虐待に関すること。 

(15) 婦人保護に関すること。 

(16) 子育て支援の情報提供に関すること。 

(17) 社会教育施設等の管理に関すること。 

(18) 社会教育及び生涯学習に関すること。 

(19) 社会教育諸団体及び生涯学習推進諸団体に関すること。 

(20) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(21) 社会人権・同和教育に関すること。 

(22) 青少年の健全育成に関すること。 

(23) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(24) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(25) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(26) 家庭教育に関すること。 

(27) 成人式に関すること。 

(28) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

(29) 佐野常民記念館に関すること。 

(30) 児童館に関すること。 

(2) 高校生への通学費補助に関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 公民館活動の指導振興に関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(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) 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。 

東与賀出張所教育課 

（削除） 
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(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) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(19) 社会人権・同和教育に関すること。 

（新設） 

(20) 青少年の健全育成に関すること。 

(21) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(22) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(23) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(24) 家庭教育に関すること。 

(25) 成人式に関すること。 

(26) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

(27) 児童館に関すること。 

(28) 農村環境改善センターに関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

(1) 公民館活動の指導振興に関すること。 

（削除） 

(2) 東与賀文化ホールに関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

(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) 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。 

久保田出張所教育課 

（削除） 
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(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) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(19) 社会人権・同和教育に関すること。 

(20) 青少年の健全育成に関すること。 

(21) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(22) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(23) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(24) 家庭教育に関すること。 

(25) 成人式に関すること。 

(26) 無形文化財保存団体等との連絡調整に関すること。 

(27) 児童館に関すること。 

(28) 農村環境改善センターに関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

(1) 公民館活動の指導振興に関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 
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(教育機関の分掌事務) 

第 4 条 教育機関の分掌事務は、次のとおりとする。 

（削除） 

佐賀市立図書館 

(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。 

 

佐賀市教育研究所 

(1) 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。 

(2) 市立学校職員の研修等に関すること。 

 

佐賀市学校給食センター 

(1) 佐賀市学校給食センターの運営に関すること。 

 

佐賀市立公民館 

(1) 定期講座、講演会、実習会等の開催に関すること。 

(2) 図書、記録、資料等の住民の利用に関すること。 

(3) 体育、レクリェーションに関する集会の開催に関するこ

と。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、住民の生活文化の振興及び社
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会福祉の増進に寄与する事業に関すること。 （削除） 

佐賀市立大和生涯学習センター 

(1) 定期講座、講演会、実習会等の開催に関すること。 

(2) 体育及びレクリェーションに関する集会の開催に関するこ

と。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、住民の生活文化の振興及び社

会福祉の増進に寄与する事業に関すること。 

 

佐賀市立教育キャンプ場 

(1) 教育キャンプ場の運営に関すること。 

 

佐賀市視聴覚ライブラリー 

(1) 視聴覚教育に関すること。 

 

佐賀市青少年センター 

(1) 青少年センターの運営に関すること。 

 

佐賀市立幼稚園 

(1) 佐賀市立幼稚園の運営に関すること。 

 

(その他の機関の分掌事務) 

第 5 条 その他の機関の分掌事務は、次のとおりとする。 

（削除） 

佐賀市少年センター 

(1) 佐賀市少年センターの運営に関すること。 

 

佐賀市立コミュニティセンター 

(1) 佐賀市立コミュニティセンターの運営に関すること。 

 

佐賀市農村環境改善センター （削除） 
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(1) 佐賀市農村環境改善センターの運営に関すること。 （削除） 

佐賀市立保育所 

(1) 佐賀市立保育所の運営に関すること。 

 

佐賀市立母子生活支援施設 

(1) 佐賀市立母子生活支援施設の運営に関すること。 

 

佐賀市児童館 

(1) 佐賀市児童館の運営に関すること。 

 

佐賀市子育て支援施設 

(1) 佐賀市子育て支援施設の運営に関すること。 

 

肥前国庁跡資料館 

(1) 肥前国庁跡歴史公園の運営に関すること。 

 

佐賀市佐野常民記念館 

(1) 佐賀市佐野常民記念館の運営に関すること。 

 

（新設） 

 

(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。 
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(事務局の職制) 

第 6 条 事務局に教育部長及び教育副部長を置き、課及び係には

それぞれ長を置く。 

 

2  事務局及び教育機関等には副課長、主幹、主査、主任、主事

及び技師を置くことができる。 

3 （略） 

(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 （略） 

(事務局の職務) 

第 7 条 教育部長は、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 教育副部長は、教育部長を補佐し、教育部長の指示する事務を

掌理し、所属職員を指揮監督する。 

3 課長及び係長は、上司の命を受けて図書館、課及び係に属する

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、所属

職員を指揮監督する。 

（新設） 

 

5 主幹及び主査は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。 

6 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。 

7 第 2 項及び第 3 項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲

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。 

(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。 

（削除） 
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職 教育機関等 

教育副部長 佐賀市立図書館 

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 

生涯学習課長 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 

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 

文化財課長 肥前国庁跡歴史公園 

諸富出張所教育課

長 

佐賀市立諸富町公民館 

大和出張所教育課

長 

佐賀市立大和生涯学習センター 

富士出張所教育課 佐賀市立富士公民館 

（削除） 
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長 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

長 

佐賀市立三瀬公民館 

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 

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 

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  

（削除） 

第 8 条 第 6 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 （略） 

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 （略） 

(職務権限の代決) 

第 9 条 教育長が不在のときは、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)に規定する第 1 順位の教

育部長が、その教育部長も不在のときは、同規則に規定する第

2 順位の教育副部長が、その教育副部長も不在のときは、同規

則に規定する第 3 順位の教育総務課長が教育長の事務を代決す

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。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

2 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(副館長補佐及び主幹を含む。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。 

3 前 2 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。 

4 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。 

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 10 条 （略） 

(その他の取扱い) 

第 11 条 （略） 

 


