
    

  

   
 

佐賀市立小佐賀市立小佐賀市立小佐賀市立小・・・・中学校施設中学校施設中学校施設中学校施設のののの在在在在りりりり方検討委員会設方検討委員会設方検討委員会設方検討委員会設置要綱置要綱置要綱置要綱    

 

（設置） 

第１条 佐賀市立小・中学校施設の適正配置等について検討し、望ましい学校教育環境を整備し、充実

した学校教育の実現を目指すため、佐賀市立小・中学校施設の在り方検討委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、佐賀市立小・中学校施設の適正配置等に関する基本的な考え方と、適正配置に向け

た具体的方策について検討する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５名以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者、市民、保護者、学校等の関係者で構成する。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は委員の互選によって選出し、副委員長は委員長の指名により選出する。 

３ 委員長は、委員会の会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 

（招集等） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（公開） 

第６条 委員会は公開する。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課が行う。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２０年８月  日から施行する。 



平成２０年６月定例教育委員会 質問・要望についての回答 

質問・要望 

（質問者） 
要旨 回答 対応策など 

・ 夏休み明けの兵庫小学校のこどもの

反応を見てみたい 

 

 

・ 夏休み明けの兵庫小学校

の学校訪問を企画したい 

・ 市内中学校のサマースクールの実態

を知りたい 

 

 

 

 

・ 別紙の調査結果のとおり 

 

 

・ 各児童クラブの登録者数を記載した

一覧表の提出を 

 

・ ７月の定例教育委員会に一覧表を提出

する 

 

・ 別紙一覧表のとおり 

古賀委員 

・大和生涯学習センター附属備品の使用実

績はどうか 

・平成１９年度大和生涯学習センター 

備品使用実績 

【別表関係】 

・音響機器（３４）、・映像機器（１２）、 

・マイク（５８）、・プロジェクター（１２）、 

・スクリーン（１６）、ピアノ（６１）、 

・陶芸電気炉（素焼１１・本焼 １６）、 

・電動ろくろ（６７）、・コンセント（５４７） 

【別途類似備品】 

・ホワイトボード（３５）、・座布団（１２） 

        計 ８８１回 

       （１８１，９２０円） 

 



    

  

   
 

山下委員 ・まなざし運動のポスターは、公民館分館

に配布されているのか 

・配布されていない ・昨年条例制定後、公民館を通

じて配布している。しかし、

掲示場所などによって劣化

により既にはがれている場

合もある 

新たなポスター作成も検討

している 

 

 

 

山本委員 ・ まなざし運動のイメージソングをつ

くってはどうか 

・ ラジオ体操で朝ごはんを食べようプ

ロジェクトのラジオ体操が、今、学校

では行われていないため、学校も関わ

りを持ってもらいたい 

 ・検討中 

 

・学校は、学習指導要領により

各スポーツに応じたストレ

ッチ等を現在実施している 

 学校では、参加の呼びかけ、

カードの配布、実施場所を把

握するなどの協力をする 

 地域教育向上のため、地域で

子どもたちとコミュニケー

ションをとり、地域で教えて

いただきたい。 

 体操の指導については、地域

からの要請があれば、健康づ

くり課から出向いて、体操の

指導などの協力をしたい 

 

 

 



    

  

   
 

学校ふりー参観デーに

参加した委員の感想 

・ 教室配置図を配布してほしい 

・ 期日の変更はできないか 

・ 授業の進め方に差があると感じた 

期日は 1 回目については、佐賀市民に学校

教育に関心をもってもらい、参観してもらう

趣旨から従来どおり 6 月の最初の日曜日で

勧めたい。他のことは校長会で伝え、指導し

ていく。 

 

・7月の校長会で、結果の概要

を配布し、今後の改善点につ

いて指導する。 

荒れている学校へ早急

な対応をすべき 

・フリー参観デーで参観した学校で早急な

対応が必要と感じた中学校がある。教育

委員会としてどのような対応を考えて

いるか。 

A中学校については、教育長や学校教育課で

朝の登校から授業の様子など参観し、早急な

対応が必要であると判断し、学校と協議しな

がら進めていくことにしている。 

 

・7月中に支援指導員を配置す

る予定 

・7月 3日に対応チーム会議を

開催する予定 

・今後市中学校生徒指導主事の

挨拶運動参加も予定 

 

☆次回の定例教育委員会の報告事項とします。 



富士生涯学習センター落成式式次第（案） 

  

日時：平成20年8月9日(土) 10時～ 

場所：富士生涯学習センター多目的ホール 

 

１ 開式の辞    教育委員長 …（10時～） 

２ 国歌斉唱 

３ 式辞      佐賀市長  …（10時3分～） 

４ 工事経過報告  社会教育課長 …（10時8分～） 

５ 祝辞      佐賀市議会議長 …（10時11分～） 

          国会議員、県議（出欠次第で人数決定 １人3分程）  

 議員紹介    司会者 …（10時20分～） 

国会議員、県議（出欠次第で人数決定） 

 

 

６ お祝いのことば 富士中学校生徒代表 …（10時22分～） 

７ 愛称の紹介   司会者 …（10時25分～） 

及び表彰   佐賀市長 

８ 感謝状贈呈(絵画寄贈) 佐賀市長（10時32分～） 

９ 祝電披露    司会者 …（10時34分～） 

10 アトラクション （小学生による一輪車）…（10時40分～） 

          （銭 太 鼓）…（11時～） 

          （内野・栗並太鼓）…（11時15分～） 

          （文化連盟…祝舞等 2演技）…（11時30分～） 

              ※ 順番・出演者については、変更になる場合あり 

11 閉式の辞    佐賀市教育長…（11時40分～） 

 

◎ 来賓について 

○ 案内状送付 約２５０名 

○ 来賓内訳（以下関係団体の関係者） 

  教育委員、社会教育委員、市議会議員、県社会教育関係者、工事等関係者、市立図書館協議会、そ

の他図書館関係者、富士地域審議会、富士公民館運営審議会、富士町内自治会、富士公民分館長会、

佐賀市文化連盟富士支部、富士女性ネットワーク集い、富士町内小中学校長、富士地区交通安全指

導員、富士地区体育指導委員、富士管内郵便局長、その他地元関係団体等、国会議員、県議会議員 

 



 

  

 

    

    
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

    
オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー    

（（（（於於於於：：：：富士生涯学習富士生涯学習富士生涯学習富士生涯学習センターセンターセンターセンター玄関前玄関前玄関前玄関前））））    
 

8:50～ 開館式 
テープカット・愛称序幕 

    （佐賀市教育長、町内児童らによる） 

9:00～ 開館・施設案内・施設見学 
 
～～～～開館記念開館記念開館記念開館記念イベントイベントイベントイベント～～～～    
    ★無料上映会（於：研修室）①10:30～ ②13:30～ 

①グーニーズ 
②ハリー･ポッターとアズカバンの囚人 

★おはなし会（於：図書館 おはなしの部屋） 
★つくらん場のみなさんによるクッキング 

 
※ 内容は変更になることがございます。 

 
式式式式    典典典典（（（（10:0010:0010:0010:00～）～）～）～）    

（（（（於於於於：：：：富士生涯学習富士生涯学習富士生涯学習富士生涯学習センターセンターセンターセンター多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール））））    

            

町内中学生によるお祝いの言葉、愛称の紹介・表彰など 
 
～～～～アトラクションアトラクションアトラクションアトラクション（（（（10:4010:4010:4010:40～）～）～）～）    
★富士町銭太鼓愛好会による銭太鼓演奏    
★富士っ子一輪車クラブによる演舞 

 ★内野・栗並太鼓による太鼓演奏 
 ★文化連盟会員による日舞・吟詠 

 
※ 内容は変更になることがございます。 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    
    佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習センターセンターセンターセンター（（（（富士町古湯富士町古湯富士町古湯富士町古湯 2624262426242624 番地番地番地番地））））    
    電話電話電話電話    58585858‐‐‐‐2882288228822882    FAXFAXFAXFAX    58585858----3589358935893589    
    電子電子電子電子メールメールメールメール    kyoiku.fj@city.saga.lg.jpkyoiku.fj@city.saga.lg.jpkyoiku.fj@city.saga.lg.jpkyoiku.fj@city.saga.lg.jp    



    

  

   
 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～おおおお知知知知らせらせらせらせ～～～～    
佐賀市教育委員会 富士出張所は、富士生涯学習センター内に移転しました。 
    
教育課教育課教育課教育課（（（（総務係総務係総務係総務係・・・・生涯学習係生涯学習係生涯学習係生涯学習係・・・・社会体育係社会体育係社会体育係社会体育係））））ににににごごごご用用用用のののの方方方方はははは、、、、    

『『『『佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習センターセンターセンターセンター』』』』におにおにおにお越越越越しししし下下下下さいさいさいさい。。。。    

    
佐賀市立図書館佐賀市立図書館佐賀市立図書館佐賀市立図書館    富士館富士館富士館富士館はこんなところはこんなところはこんなところはこんなところ・・・・・・・・・・・・    
 

富士館ではくらしに役立つ幅広い資料をご用意しています。また、映画評論家の故水野晴郎氏 
から寄贈を受けたＤＶＤ（世界名作映画）なども所蔵しています。佐賀市立図書館のカードで貸し出しが
できますので、読書から情報収集まで、ぜひご利用ください！ 

★★★★利用案内利用案内利用案内利用案内★★★★    
○ 本を借りるには？ 
 佐賀市立図書館の「利用者カード」が必要です。ご登録の際は、身分証明書
（免許証や保険証など）を持って申込書に記入し手続きをしてください。中学
生以下の場合は保護者の同意署名が必要です。 
○ 貸出冊数と期限 

本・雑誌など・・・１５冊まで（２週間以内） 
ＤＶＤ・・・・・・・２点まで（２週間以内） 
ＣＤ・・・・・・・・３点まで（２週間以内） 

○ 開館時間と閉館日 
開館時間／火～土曜：午前１０時～午後６時 

       日・祝日：午前１０時～午後５時 
閉館日／毎週月曜、毎月最終木曜、年末年始、特別整理日 

 

★★★★サービスサービスサービスサービス★★★★    
佐賀市立図書館のカードがあれば、

どこの館でも資料を借りたり返すこと
ができます。 

本の予約や、他の館からの資料の取
り寄せができます。 

わからないことがあれば、司書スタ
ッフが情報さがしなどのお手伝いをし
ます。 

観光案内や映画情報も充実してい
て、富士館の情報を集めたコーナーが
あります。 

佐賀市立図書館佐賀市立図書館佐賀市立図書館佐賀市立図書館    富士館富士館富士館富士館    
 〒840-0501 佐賀市富士町大字古湯2624 番地 
        （佐賀市立富士生涯学習センター内） 
         TEL58-3590 FAX58-3591 
    

    
佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習佐賀市立富士生涯学習センターセンターセンターセンターはこんなところはこんなところはこんなところはこんなところ・・・・・・・・・・・・    
 

佐賀市立富士生涯学習センターは、北部山村開発センター跡に地域住民の生涯学習及びコミュニティの
場として、また、芸術文化の振興を図るために建設しました。大いにご利用ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

佐賀市立富士佐賀市立富士佐賀市立富士佐賀市立富士生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター    
佐賀市教育委員会佐賀市教育委員会佐賀市教育委員会佐賀市教育委員会    富士出張所富士出張所富士出張所富士出張所    教育課教育課教育課教育課    
 〒840-0501  

佐賀市富士町大字古湯2624 番地 
TEL58-2882 FAX58-3589 
メールkyoiku.fj@city.saga.lg.jp 

開館時間開館時間開館時間開館時間    午前9 時～午後９時45 分    
休休休休    館館館館    日日日日    第１月曜・第３日曜・祝日 

年末年始（12 月29 日から1 月3 日） 
    

施設の概要 多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール････････････舞台・音響・映像設備を完備客席は350 人収容可能（※1） 
研修室研修室研修室研修室････････････････････････････････････防音室 ミニシアターなどとしても使用可能 
和室和室和室和室････････････････････････････････････････････畳の部屋 約 30 人収容可能（※2） 
調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室････････････････････調理台5 台（1 台はバリアフリータイプ） 
会議室会議室会議室会議室････････････････････････････････････約30 人収容可能（※3） 
談話室談話室談話室談話室１・２････････････畳の部屋 各室約 20 人収容可能（※2） 
※1･･･椅子のみを使用した場合 ※2･･･座卓を使用した場合 ※3･･･机・椅子を使用した場合 

上記のほかに、楽屋（1･2）・授乳室・浴室（温泉）があります。 
使 用 案 内 使用にあたっては事前に使用申請が必要です。申請は、原則として使用日の 

２か月前から受け付けます。使用料等詳細についてはお問い合わせください。 
 



    

  

   
 

 

 

第第第第１１１１１１１１回九州都市中学生交流大会佐賀市交流団派遣事業実施要領回九州都市中学生交流大会佐賀市交流団派遣事業実施要領回九州都市中学生交流大会佐賀市交流団派遣事業実施要領回九州都市中学生交流大会佐賀市交流団派遣事業実施要領    

 

１ 目  的 

佐賀市の中学生の代表として、今大会の活動をとおして豊かな人間関係づくりや、次世代を担う青少年として

の資質を育成する機会とするとともに、各都市との相互交流の充実を図る。 

また、参加する中学生自ら、九州各地の自然や歴史、伝統文化などを学ぶことにより、郷土“佐賀市”を見つ

めなおし、ふるさとを愛する心を育む。 

 

２ 事業概要 

（１）名 称 第１１回九州都市中学生交流大会佐賀市交流団 

（２）主 催 佐賀市教育委員会 

（３）期 間 平成２０年８月６日（水）～８日（金）（２泊３日） 

（４）派遣先 北九州市（北九州市立 玄海青年の家） 

（５）交流団 ３７人（役員７人、中学生３０人） 

【内訳】団 長 １人（中学校長） 

指導部 ３人（中学校教諭他） 

総務部 ２人 

保健部 １人（養護教諭） 

中学２年生 男子 １２人 

  〃   女子 １８人 

 

３ 第１１回九州都市中学生交流大会（北九州大会）テーマ 

 

元気発進！われら九州っ子！ 

 

４ 北九州大会参加人数（予定） 

北九州市   ８１人（中学生  ６４人  引率者 １７人） 

佐賀市    ３７人（中学生  ３０人  引率者  ７人） 

熊本市    ５４人（中学生  ４５人  引率者  ９人） 

宮崎市    ４３人（中学生  ３２人  引率者 １１人） 

大分市    ３７人（中学生  ３０人  引率者  ７人） 

鹿児島市   ５５人（中学生  ４４人  引率者 １１人） 

合 計   ３０７人（中学生 ２４５人  引率者 ６２人） 

役員 ７人 

中学生 ３０人 

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））    

定例教育委員会資料定例教育委員会資料定例教育委員会資料定例教育委員会資料    



    

  

   
 

５ 日程 

（１）第１回スタッフ会議 

①日 時 ７月３日（木）午後４時～午後６時 

②場 所 青少年センター 

③内 容 役割分担、事前研修内容及び指導方針の検討・確認 等 

（２）第１回事前研修 

①日 時 ７月５日（土）午前１０時～午後４時 

②場 所 青少年センター 

③内 容 参加費徴収、事業説明、班編成、班交流 等 

（３）第２回スタッフ会議 

①日 時 ７月２４日（木）午後４時～午後６時 

②場 所 青少年センター 

③内 容 第２回事前研修内容確認 等 

（４）第２回事前研修（本大会に備えた事前宿泊研修） 

①日 時 ７月２５日（金）～７月２６日（土） 

②場 所 北山少年自然の家 

③内 容 都市紹介交流会の練習、班交流、諸連絡 等 

（５）第３回スタッフ会議 

①日 時 ８月４日（月）午前１０時～正午 

②場 所 青少年センター 

③内 容 本大会前の役割確認 等 

（６）第３回事前研修 

①日 時 ８月４日（月）午後１時～午後４時 

②場 所 青少年センター 

③内 容 都市紹介交流会の練習、本大会の諸連絡 等 

＊事前研修終了後、激励式を行います。 

＜＜＜＜激励式案内状送付予定者激励式案内状送付予定者激励式案内状送付予定者激励式案内状送付予定者＞＞＞＞    

教育委員教育委員教育委員教育委員、、、、社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員、、、、教育委員会関係者教育委員会関係者教育委員会関係者教育委員会関係者（（（（こどもこどもこどもこども教育部長教育部長教育部長教育部長、、、、社会教育部長社会教育部長社会教育部長社会教育部長、、、、教育委員会各課長教育委員会各課長教育委員会各課長教育委員会各課長（（（（出張所出張所出張所出張所

教育課含教育課含教育課含教育課含むむむむ））、））、））、））、各中学校校長各中学校校長各中学校校長各中学校校長    

（７）第１１回九州都市中学生交流大会 

①日 時 ８月６日（水）～８日（金）（２泊３日） 

②会 場 北九州市（北九州市立玄海青年の家） 

③主 催 第１１回九州都市中学生交流大会実行委員会 

（組織構成：北九州市及び参加６市の教育委員会） 

④主 管 北九州市・北九州市教育委員会 

⑤参加市 熊本・宮崎・大分・鹿児島・北九州・佐賀の６市(約３２０名) 



    

  

   
 

＊帰佐後（８日 午後６時３０分予定）、到着式を行います。 

＜＜＜＜到着到着到着到着式案内状送付予定者式案内状送付予定者式案内状送付予定者式案内状送付予定者＞＞＞＞    

激励式激励式激励式激励式とととと同同同同じじじじ    

（８）スタッフ反省会 

①日 時 ８月２２日（金）午前１０時～正午 

②場 所 青少年センター 

（９）参加中学生反省会【事後研修】 

①日 時 ８月２２日（金）午後１時３０分～午後４時 

②場 所 青少年センター 

 

６ その他 

参加した中学生は、８月末日までに感想文を青少年課へ提出するものとする。 

 


