
定例教育委員会資料 

平成 19 年 3 月 27 日 

 

佐賀市教育委員会組織規則の一部改正について 

 

○ 主な改正点 

１）係名称変更（第 2 条関係） 

「教育総務課人事係」を「教育総務課総務係」に改正 

   係の所管する事務が、人事関係だけでなく教育委員会の総務を掌るため。 

 

２）教育機関の増（第 2 条、第 5 条、第 7 条関係） 

「こども課子育て支援施設」を増 

エスプラッツ内に子育て支援施設を新設するため。 

 

３）係の減（第 2 条関係） 

「佐賀市立図書館サービス３係」を削除 

   業務量の減等によりスリムな組織とするため。 

 

４）分掌事務を係ごとから課ごと記載し、内容を整備（第３条、第 4 条関係） 

     佐賀市事務分掌規則が課ごと記載になっているため。 

 

 

 



佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成１９年３月２７日 

佐賀市教育委員会 

委員長        
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佐賀市教育委員会規則第３号 

 

佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則 

 

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）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条の表教育総務課の項中「人事係」を「総務係」に改め、同表中 

「 

 佐賀市児童館   を 

                            」 

「 

 佐賀市児童館  

 佐賀市子育て支援施設  
 に改め、同表図書館 

                            」 

の項中「、サービス３係」を削る。 

 

第３条を次のように改める。 

第３条 前条に規定する事務局の課の分掌事務は、次のとおりとする。 

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) 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。 
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(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。 

(20) 他の課の主管に属しないこと。 

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、生徒指導及び、進路指導及びその他

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。 
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(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。 

生涯学習課 

(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) 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。 

文化財課 

(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) 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) 子育ての経済的支援に関すること。 

(5) ひとり親家庭等の支援に関すること。 

(6) 放課後児童健全育成に関すること。 

(7) 婦人保護に関すること。 

(8) 児童館に関すること。 

(9) 幼稚園に関すること。 

(10) 保育所に関すること。 

(11) 子育て支援施設に関すること。 
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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。 

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) 子育ての経済的支援に関すること。 

(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。 
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(26) 家庭教育に関すること。 

(27) 成人式に関すること。 

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) 子育ての経済的支援に関すること。 

(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) 生涯学習センターに関すること。 

(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。 

(26) 成人式に関すること。 

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。 
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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) 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。 

(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) 子育ての経済的支援に関すること。 

(20) 社会教育施設等の管理に関すること。 

(21) 社会教育及び生涯学習に関すること。 

(22) 社会教育諸団体及び生涯学習推進諸団体に関すること。 

(23) 公民館活動の指導振興に関すること。 

(24) 社会人権・同和教育に関すること。 

(25) コミュニティセンターに関すること。 

(26) 青少年の健全育成に関すること。 

(27) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(28) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(29) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(30) 家庭教育に関すること。 

(31) 成人式に関すること。 

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。 
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(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。 

(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) 子育ての経済的支援に関すること。 

(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) 青少年の健全育成に関すること。 

(25) 青少年教育の企画、活動及び啓発に関すること。 

(26) 青少年諸団体及び関係機関団体との連絡に関すること。 

(27) 青少年に係る地域との連携に関すること。 

(28) 家庭教育に関すること。 

(29) 成人式に関すること。 

 

第４条佐賀市立図書館の分掌事務を次のように改める。 

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。 

 

第５条佐賀市少年センターの分掌事務第１号中「少年の健全育成のための組織の確
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立」を「佐賀市少年センターの運営」に改め、同条少年センターの分掌事務中第２号

及び第３号を削る。 

 

第５条佐賀市児童館の分掌事務の次に次のように加える。 

子育て支援施設 

(1) 子育て支援施設の運営に関すること。 

 

第７条第７項の表中こども課長の項中 

「 

 佐賀市児童館 を

       」 

「 

 佐賀市児童館 

 佐賀市子育て支援施設 に改める。 

           」 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


