
 

 

重点プロジェクトⅠ 
高めよう！幼・保・小・中の「教育の質」向上プロジェクト ～ 公教育が目指す子ども像の明確化 ～ 

◆概要と目的 
 

佐賀の子どもたちが中学卒業時（１５の春）に身に付けるべき力を「目指す子ども像」として明確に示し、子どもに確かな学力を身に付けさせ、学ぶ喜びを感じさせる教育システムを創ります。このために、佐賀市教育委員
会がすべての子ども行政を担当しているという強みを生かして家庭、地域、学校の連携を図るとともに学校の組織力や教師の資質の向上を図ります。 
 

◆平成１８年度の実績と課題、プロジェクトの方向性 
○佐賀市が目指す確かな学力と学ぶ喜びについては、目指す子ども像とその検証方法が具体的な形として見えてきました。また、各学校においても共通理解が図られつつあります。今後、できるだけ早く目指す子ども像の検
証方法について確立するとともに、各学校での目指す子ども像に迫る取組を具現化していきます。 

 
○ネットワークの強化については、プレスタディやソフトプログラムなどの取組により幼保小中間の連携に対する認識が深まり、具体的な形としての連携が見えてきました。また、情報ネットワークシステムも全ての学校で
運営化できました。今後は、合併に伴う南部３町の学校への取組の拡充と軌道に乗り始めた市内での取組の継続を張っていく必要があります。 

 
○学校の組織力、教師の資質向上に向けた取組については、進捗が十分ではありませんでした。その理由としては、校長会等との協議が十分にもてなかったこと、県も含めた研修が多いこと、佐賀市や学校が抱えている教育
課題に応える研修に焦点化すべきこと、さらに、研修の一元化が図りにくかったことなどが挙げられます。今後、佐賀市における研修課題を明確にし、県などが行う研修とは重なりがないようにするとともに、教育研究所
を固定し、佐賀市における研修の体系化、一元化について校長会や教科等研究会等と協議して具体化していきます。 

 

１．子どもに確かな学力と学ぶ喜びを身に付けさせる 

【平成１８年度の内容】 
 
佐賀市として目指す子ども像を明確にし、それを評価した上で今後の施策に反映させるために「目指

す子ども像評価委員会（仮称）」を設置します。 
 
 
また、児童生徒に学び喜びを身につけさせるために、田園地域から山間部まである佐賀の豊かな自然

を生かした自然体験や、企業・農業・福祉施設等を活用した社会体験など、学校や地域での様々な体験活
動の充実を図ります。 

 

【平成１９年度の内容】 
 

佐賀市として目指す子ども像の具現化のために「目指す子ども像評価委員会」を継続して設置し、佐賀
市が目指す子ども像の達成状況を測るための調査方法を改善するとともに、目指す子ども像を反映した指
導計画を各学校で作成し、実践に努める。 

 
また、児童生徒に学ぶ喜びを身につけさせるために、田園地域から山間部まである佐賀の豊かな自然を

生かした自然体験や、企業・農業・福祉施設等を活用した社会体験など、学校や地域での様々な体験活動
の充実を図ります。 

２．教育ネットワークの強化 

【平成１８年度の内容】 
 
義務教育修了までの１５年間の教育を各校種間で連携・協力・継続して行うという観点で、小学校区

単位での幼稚園・保育園・小学校（幼保小）の連携や、中学校区単位での小学校・中学校（小中）の連携
を図ります。 

内容・方法や家庭・地域との連携などについて検討する担当者会を実施し、各学校でのボランティア
活動を積極的に進めていきます。 

市立図書館と学校図書館の連携については、図書資源の共有を生かした相互貸借を強化していきま
す。 

 【平成１９年度の内容】 
 
義務教育修了までの１５年間の教育を各校種間で連携・協力・継続して行うという観点で、小学校区

単位での幼稚園・保育園・小学校（幼保小）の連携、中学校区単位での小学校・中学校（小中）の連携の
内容充実を図ります。 
 
 

市立図書館と学校図書館については、図書の相互貸借を強化し、連携を図っていきます。 

３．学校の組織力、教師の資質の向上 

【平成１８年度の内容】 
 
学校の組織力、教師の資質向上のために、佐賀市教育研究所の機能を強化し、教職員が学習

活動に生かせる資料の充実を図ります。また、管理職等の自主研修会との共催、教職員の自主
研修との連携を進めます。 

また、各学校が特色ある学校づくりをさらに進めることができるように、佐賀市の実態に応じた適正
な教職員配置を行います。  

【平成１９年度の内容】 
 
学校の組織力、教師の資質向上のために、佐賀市教育研究所の機能を強化し、教職員が学習活動に生

かせる資料提供の充実を図ります。また、校長会や教科等部会等と連携して佐賀市における教育課題解決
に向けての研修を推進します。 



 

 

 
 

具体的な取組み 
 

１．子どもに確かな学力と学ぶ喜びを身に付けさせる 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 子どもや地域の特徴を踏まえた「目指す子ども像」を各学校の教育課程に明
記し、佐賀市として目指す子ども像をより具体化します。 

達成 
◯ 教育課程に明記した「目指す子ども像」を具現化するため、「目指す子ども像」を反映した指導計画

を各学校で作成し、実践します。 

◯ 「目指す子ども像評価委員会（仮称）」を年１０回開催し、佐賀市が目指す
子ども像の達成状況を測るための調査方法を考案します。 

達成 

◯ １２月に佐賀市が目指す子ども像の達成状況を測るための調査をモデル校で
実施し、１～３月の補充・発展学習に生かします。 

達成 

◯ 「目指す子ども像達成状況調査委員会」を年 8回開催するとともに、複数のモデル校で達成状況調査
を実施し、その結果分析を通して、佐賀市が目指す子ども像の達成状況を測るための調査方法を改善
します。 

◯ 「豊かな自然体験」と「キャリア教育」について、全学校の体験活動に生か
せるように研究の成果をまとめます。 

達成 

◯ 「豊かな自然体験」と「キャリア教育」について、全学校の体験活動に生かせるように研究の成果を
生かしながら、各学校の特色ある活動を充実させます。 

 
◯ より学校現場の意見を反映させた体験活動を進めるため、教職員の意見聴取を行い、支援の内容や方

法を検討します。 

 
 

 【新規】 
◯ 早稲田大学との連携事業「早稲田･佐賀２１世紀子どもプロジェクト」で、これまで行ってきた子ど

も・教職員出前講座に加え、大隈重信をテーマにした子どもの意見発表会を早稲田大学で開催し、郷
土のよさを見直す機会を作ります。 

 
 

 

 

【新規】 
◯ 佐賀市教科等特別活動部会との協働で、中学校リーダー研修会を年３回開催し、子どものリーダー性

を伸ばすのともに佐賀市立中学校生徒会の活性化を図ります。 
 

２．教育ネットワークの強化 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 小学校区単位で行っている幼保小連携会議を年３回以上開催し、相互の授業
や保育の参観を進め、連携会議の内容の充実を図ります。 達成 

◯ 小学校校区単位で行なっている幼保小連携会議を年３回以上開催し、相互の授業や保育の参観を進
め、市全体での幼保小連携会議や９校区での幼保小合同講演会など、連携会議の内容の充実を図りま
す。 

◯ プレスタディ・ソフトプログラムについては、私立幼稚園・保育園を含めた
検証する場を設置し、その内容の充実を図ります。 

達成 
◯ プレスタディ・ソフトプログラムについては私立幼稚園・保育園を含めた研究指定校を設置するとと

もに、実践事例集の作成や幼保小合同授業研究会を開催し、その実践の充実を図ります。 

◯ 「食に関する指導の手引き」を改善し全小学校に配布します。 
達成 

◯ 改訂した「食に関する指導の手引き（仮称）」を活用例等とともに佐賀市内全小中学校に配付し、食
育指導に活用することで食育の充実を図ります。 

◯ プレスタディの食育の視点をより拡充し、幼保小が連携して食育指導を強め
ていきます。 

達成 
◯ 私立保育園全園で食育指導計画を作成するとともに、私立幼稚園での取り組みを推進し、プレスタデ

ィの食育の拡充を図ります。 

◯ 小中一貫校・芙蓉校を４月に開校し、９年間の学びをつなぐ研究の成果を全
小中学校に公開します。 

達成 
◯ 北山小中学校で地域住民、保護者とともに山間部の特色を生かし９年間を見通した「北山の教育づく

り」を行い、平成２０年４月の小中一貫校開校を目指します。 

◯ 相互の授業参観を組み込んだ小中連携会議や教科等部会を全小中学校で開催
し、生徒指導・学習指導上の連携を強化します。 

達成 

 

◯ 佐賀市教科等部会と連携し、義務教育 9年間をつなぐ指導カリキュラムモデルを作成します。 



 

 

 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 地域住民や保護者の力を学校運営に生かすコミュニティースクールの取組み
を赤松校区で実践し、家庭や地域社会との連携を強化していきます。 

達成 

◯ 赤松小学校をコミュニティスクールに正式に指定し、学校運営協議会の充実に向け、支援します。 
◯ 赤松コミュニティスクールの成果をさらに拡大していくため、城南中学校区２校（城南中、北川副

小）で、学校ボランティア組織の構築と運用を進め、平成 20 年度中に両校でコミュニティスクール
の試行を開始します。 

◯ ボランティア担当者会を年 3 回開催し、各学校における児童生徒のボランテ
ィア活動の取り組みを把握し、全学校における実践に生かせるよう公開しま
す。 

達成 
○ ボランティア活動への教職員のより一層の理解を促すため、年 3回のボランティア担当者会を充実さ

せ、地域と共に行う児童生徒のボランティア活動を推進します。 

◯ 市立図書館と学校図書館のデータベースを９月までに統合するなど資源の効
率的な活用を図り、各学校での相互貸借の実績を１０％増やします。 

達成 

 

◯ 市立図書館や小中学校図書館の図書相互貸借を推進し、図書充足率を 93.7％にします。 

 

３．学校の組織力、教師の資質の向上 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 管理職研修会を校長会・教頭会との連携のもとに年５回開催し、管理職の学
校経営力の向上を図ります。 

達成 
◯ 具体的な市の教育課題に基づいた教育研究所主催の管理職研修会を年３回開催し、管理職の学校経営

力の向上を図ります。 

◯ 教育委員会と校長会との協議を行い、教育課題の解決や学校経営の充実等に対する校長会による研究
を推進します。 

◯ 校長会が行う教育課題や学校経営等に対する研究の成果が具現化するよう教
育委員会は支援します。 

未達成 
◯ 学校経営の幅広い視点で協議や研修等を行う時間を校園所長会で年６回以上設け、市内校園所長の学

校運営マネジメント能力を高めます。 

◯ 教務主任等の研修会を年５回開催し、ミドルリーダーとしての力を高めま
す。 

達成 
◯ 佐賀市立小中学校に勤務する中堅教職員に対して、学校運営等に関する研修会を年２回開催し、学校

ミドルリーダーとしての力を高めます。 

◯ 教職員の自主的な個人研究・グループ研究に対する研究助成制度をつくり、
教職員の研究意欲の向上と指導力の向上を図ります。 

達成 
◯ 教職員の自主的な個人研究・グループ研究に対する研究助成制度を生かし、研究成果を広く教職員に

活用させることで、教職員の研究意欲と指導力の向上を図ります。 

◯ 教務主任や生徒指導主任、研究主任、特別支援教育担当者等を対象とした職
能研修や教職員の自主研修の成果及び校内研修の成果（指導案や研究資料
等）をデータベース化し、各学校での有効な活用が図れるようにします。 

未達成 
◯ 教務主任や生徒指導主任、研究主任、特別支援教育コーディネーター等を対象とした職能研修や教職

員の自主研修や教科等部会研修、校内研修の成果（指導案や研究資料等）をデータベース化し、教職
員のニーズに応じた資料提供ができるようにします。 

◯ 校長会と連携し、佐賀市の実態にあった適正な教職員配置について検討を加
え、教職員の意欲を引き出します。 

達成 

 

 



 

重点プロジェクトⅡ 
やるぞ！市民総参加子ども育成プロジェクト ～ 市民が育てる佐賀の子どもたち ～ 

◆概要と目的 
 

これまでも、佐賀市では、家庭の教育力の向上や、青少年の健全育成のためにさまざまな取組みを行ってきました。しかしながら、関係団体への行政からの依頼や事業の実施だけでは、佐賀の子どもを見守り育てていく気
運の高まりが市民全体での運動としては広まらなかったのが現状です。 

そこでまず、家庭・地域・学校・行政それぞれの役割を明確にし、その上で企業や事業所なども巻き込んだ、市民総参加での青少年健全育成運動を展開します。『やらされている』意識から『自ら取り組む』意識への変容
を図り、文字通りすべての市民が子どもたちの教育や子育てに関心をもつ社会を目指します。 

さらには、この運動を盛り上げるために、運動に参加することにより団体や企業・事業所などの取り組みに付加価値をつける仕組みをつくり、市民運動に参加する気運を高めていきます。 
あわせて、教育委員会では、この運動を誘発する事業を実施していきます。 

 

◆平成１８年度の実績と課題、プロジェクトの方向性 
 

○市民総参加での青少年健全育成運動については、準備検討会議を５回開催し、運動の理念（まず、大人が自らの襟を正し、積極的に子どもの育成に関わること）や４つの育ちの場（家庭・地域・企業・学校）における大人
の役割を確定しました。 
 
○運動を確実に推進するための手段の一つとして、「子どもを育む大人の責務」を主旨とした条例を平成 19年 9月議会での制定を目指します。そのため３月から条例策定のための検討委員会を設置し、中学生・高校生を含
めた市民の意見を取り入れながら条例の制定を行なうこととします。 
 
○運動推進の母体となる組織の構築については、18年度中に具体的な組織を確立することはできなかったが、既存の団体の連携強化に加え企業、NPO団体等とも連携・協働し、青少年問題協議会を発展的に解消する推進組織
を 19年度中に構築することを目指します。そのために運動理念や４つの育ちの場について団体等への説明と対話を重ねて機運を高め、運動への参加を促進します。 
 
○関連して教育委員会が行なう事業については、運動組織の構築に関する分野を除き、概ね目標を達成することができました。19年度も引き続き運動を誘発する事業を実施していきます。 
 
○プロジェクトⅡとしての大きな課題は、文字どおり市民が総参加をして子どもの育ちに関わる運動をどう継続させていくのかということです。そのために、この運動が単に教育委員会の事業にとどまることなく、佐賀市全
体の課題として、市長部局をはじめ他の部局への働きかけを強めていきます。 

 

１．市民総参加での青少年健全育成運動 

【平成１８年度の内容】 
 
１８年度は、この運動を推進していくための準備期間と位置づけ、準備検討会議を設置し、『運動理

念の明確化』『運動推進の核となる組織の構築』『事業所等の参画を促進するための認証制度』等につい
て討議を進め、次年度からの本格的な運動の円滑な推進へつなげます。 

 

【平成１９年度の内容】 
 

「佐賀市の未来を担う子どもたちのために、まず、大人自らが襟を正し、全ての市民が子どもの育成

に関わる」ことを理念とし、子どもを育む大人の運動
．．．．．

として「市民運動」を展開し、全市民が子どもたち
の教育や子育てに関心をもつ社会『子どもへのまなざし“１００％”のまち』を目指します。 

 
運動を始めるにあたっては、「子どもを育む大人の役割に関する条例（仮称）」を策定すると共に、

パンフレットの配布や説明会等を通して全市民に周知・啓発を行い、運動を推進するための仕組みづくり
を行ないます。 

２．関連して教育委員会が行う事業 

【平成１８年度の内容】 
 
この運動の中での行政の役割を踏まえ、佐賀市全体を見据えた事業の展開を図ります。 

 

【平成１９年度の内容】 
 
この運動の中での行政の役割を踏まえ、佐賀市全体を見据えた事業の展開を図ります。 



 

具体的な取組み 
 

１．市民総参加での青少年健全育成運動 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 「子どもを育む大人の役割に関する条例（仮称）」を９月議会までに策定し、市民総参加青
少年健全育成運動（仮称）のより一層の推進を図ります。 

◯ 市長部局を含めた準備検討会議を年４回開催し、運動の理念や推進
体制を確立します。 

達成 

◯ 市民総参加青少年健全育成運動（仮称）のパンフレットを作成・配布し、全市民に向けた周
知・啓発に努めます。 

◯ 既存の青少年の健全育成を目的とする組織をつなぐ推進体制を確立
し、新たな団体の参加促進を促していきます。 未達成 

 

○ 地域や企業等への説明会を開催する等、市民総参加青少年健全育成運動（仮称）を推進していく
ための仕組みづくりを進めます。 

 

２．関連して教育委員会が行う事業 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 『地域子ども教室』意見交換会や研修会を年３回開催し、地域が自主的・主
体的に行う事業として、地域でのさらなる定着を図ります。 

達成 
◯ 実施校区間での意見交換会や研修等を年２回開催し、地域が主体となった『地域子ども教室』を支援

します。 

◯ 旧佐賀市内の１９小学校に週末のグラウンド一般開放の利用案内看板を設置
し、ＰＴＡへの働きかけや市報・ホームページでの広報を行い、１日平均１
０人以上の利用を目指します。 

達成 
◯ 市立全小学校で、週末のグラウンド一般開放を行い、利用案内看板の設置、PTA への働きかけ、市

報・ホームページでの広報などを通じて、利用促進を図ります。 

◯ 山間部の学校との交流活動検討会を年３回開催し、体験活動の事業メニュー
と実施方法の制度化を図ります。 

達成 ◯ 海と山の交流活動を家庭や地域ぐるみで実施し、子ども達の交流を深めます。 

◯ ＰＴＡとの検討会議を年３回開催し、連携・協働事業を検討します。 未達成 

◯ ＮＰＯや市民団体との意見交換を行い、連携・協働事業を検討します。 未達成 

◯ １０月までに佐賀市版家庭教育手帳を配布し、商工会議所の協力の下、市内
企業・事業所での活用に努めます。 

達成 

 

◯ ＰＴＡや商工会議所・青年会議所・ＮＰＯ等との連携・協働事業を検討します。 



重点プロジェクトⅢ 
ふみだそう！社会“参画”教育推進プロジェクト ～ 社会教育牽引力の強化 ～ 

◆概要と目的 
 

市民や社会教育関係者からは、教育委員会に対してこれまで以上に佐賀市の社会教育を牽引する役割を担ってもらいたいとの声が聞かれます。 
地域による公民館の管理運営が進むことにより、地域の課題に柔軟に対応する公民館運営が可能となるいっぽう、佐賀市の社会教育の方向性に沿った施策の展開が必要とされてきます。このため、中央公民館の機能を強化

していく必要があります。 
具体的には、佐賀のよさを再確認する郷土学を創設し、学校教育での総合的な学習の時間や公民館・図書館の講座などで学ぶことで郷土を誇りに思う市民の育成を図っていきます。 
そのほか、家庭教育力の向上や、子どもに対する「市民性をはぐくむ教育」を中心に活動し、市民としての責任と自覚を促す社会教育を推進していきます。 

 

◆平成１８年度の実績と課題、プロジェクトの方向性 
以下の 3つの柱で、社会教育の方向性を明確にし、社会教育の牽引力を強化します。 

○中央公民館の機能強化のため、公民館支援係を設置し、地域委託の公民館への指導・助言を行うとともに、社会教育の方向性を示す指針を策定しました。今後は、指針に沿った公民館運営の指導・助言を行い、支援につな
がる「人材バンク」の登録者を増やし、他の学習成果を社会に還元する具体的な方法と公民館評価について、さらに検討を行います。 

 
○市民性をはぐくむ教育の推進では、学校や社会教育関係者への啓発を実施し、推進のためのガイド版(学校版・地域版)を作成しました。また、モデル校（地域）を指定し、推進の方向性を定めました。平成 19年度は、引

き続き、学校・地域の実践事例等のメール配信や、モデル校での実践成果を発表することにより、20年度からの他の学校、地域への実践普及に努めていきます。 
 

○さが学の創設では、学習プログラム等について、外部専門家による検討委員会を開催し、平成 19年度からのモデル講座(初級編)の実施準備を整えました。引き続き、検討委員会を開催し、モデル講座の検証や「さが学」
の展開のあり方等も協議・検討していきます。 

 

１．中央公民館機能の強化 

【平成１８年度の内容】 
 
１８年度は、本市の社会教育の現状を分析し、今後の方向性を明らかにします。 
 
 
また、中央公民館的機能の充実を図り、地域が運営する公民館に対し、公民館運営のあり方や主催事業

の進め方などの指導・支援を行っていきます。 
 

 【平成１９年度の内容】 
 

中央公民館が、全公民館・生涯学習センターに対して佐賀市社会教育の指針に沿った公民館運営の指
導・助言を行なうとともに、公民館運営評価のあり方について調査・研究を行ないます。 

 
また、地域が運営する公民館に対し、公民館運営のあり方や主催事業の進め方などの指導・支援を行っ

ていきます。 

２．「市民性をはぐくむ教育」の充実 

【平成１８年度の内容】 
 
子どもたちが郷土や地域社会の構成員として必要な生活規範や社会のルールを身につけたうえで、社

会参画の意識をもった大人への成長を促すために、学校教育と社会教育の両面で社会体験活動のカリキュ
ラムの構築をめざします。 

 

 【平成１９年度の内容】 
 
「市民性をはぐくむ教育」のカリキュラムを、モデル校での実践を通して充実させると共に、市民性を

はぐくむ教育に対する地域や教育関係者の意識の醸成を図ります。 

３．さが学（郷土学）の創設 

【平成１８年度の内容】 
 

郷土への関心と愛着を深め、郷土を担う責任と自覚を促すことを目的とした学習プログラム｢さが学｣を
開発します。また、次年度以降に学校教育、社会教育両面で推進していくために既存事業の体系化を行い
ます。 

 【平成１９年度の内容】 
 

｢さが学｣モデル講座（初級）を実施し、その検証を行ないながら次年度以降の「さが学」の具体的な展
開方法などについて検討します。さらに、学校教育、社会教育両面で推進していくために既存事業の体系
化を行います。 



 

具体的な取組み 
 

１．中央公民館機能の強化 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 検討会議を年５回開催し、１２月までに本市の社会教育の指針を策定しま
す。 

達成 
◯ 「社会教育の指針」の周知徹底を図り、公民館運営等の活性化と地域づくりにおける拠点としての運

営を指導・助言していきます。 

◯ 公民館及び生涯学習センターの運営方針を明らかにし、評価制度の構築を図
ります。 

未達成 
◯ 公民館及び生涯学習センターについて、各公民館等における事業評価を検証するとともに、公民館運

営評価のあり方について調査・研究を行ないます。 

◯ 「佐賀市生涯学習実施計画」を策定する中で、学習の成果を社会に還元する
仕組みづくりを検討します。 

未達成 
◯ 佐賀市地域人材バンクに１００名以上の登録を目指すなど、学習の成果を社会に還元する仕組みづく

りを引き続き検討します。 

◯ 公民館運営協議会の役員に対して研修会を年２回開催し、地域活性化の牽引
役としての資質の向上を図ります。 

達成 
◯ 公民館運営協議会の役員に対して研修会を年２回開催し、地域活性化の牽引役としての資質の向上を

図ります。また、地域リーダーを養成・発掘・活用できる公民館事業の方策等について検討します。 

◯ 地域が雇用する公民館職員を対象に年６回研修を実施し、地域活性化のため
のコーディネート能力の向上を図ります。 

達成 
 

◯ 公民館支援係職員が各公民館を訪問して指導や助言、支援を行い、地域に委
託した公民館の運営がスムーズに行われるよう支援します。 達成 

 

 

 

２．「市民性をはぐくむ教育」の充実 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 市民性をはぐくむ教育会議（仮称）を年６回開催し、市民性をはぐくむ教育
のカリキュラムを作成します。 

達成 
◯ ９つのモデル校連絡会議（仮称）を年３回開催し、モデル校で市民性をはぐくむ教育の実践をしてい

きます。 

◯ 市民性をはぐくむ教育講演会（仮称）を開催して、教育関係者等への啓発を
行います。 達成 

◯ 出前研修会やモデル校での実践報告会を開催し、地域や教育関係者へ「市民性をはぐくむ教育」の啓
発を行ないます。 

◯ 地域教育推進コーディネーターを新たに配置して、学校教育と社会教育の連
携・融合を図ります。 

達成 

 

◯ 地域教育力向上推進コーディネーターによる、学校教育と社会教育の連携・融合を更に図ります。 



 
 
 
 
 

具体的な取組み 
 

３．さが学（郷土学）の創設 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 開発するプログラムの分野（歴史、文化、民俗、自然、産業等）に応じた研
究者・大学教授等との連携方法を検討する会を毎月１回開催し、１０月以降
に連携先との協議を始めます。 

概ね達成 
◯ 「さが学（郷土学）」学習プログラム検討委員会を、年４回開催し、社会教育、学校教育両面での

「さが学（郷土学）」の具体的な推進・展開方策や方向性、モデル講座の進捗状況などについて、検
討・検証を行います。 

◯ 既存事業の整理・体系化を行い、既に学校・公民館・図書館等で開催されて
いる佐賀にまつわる講座を、「さが学」として位置付けます。 未達成 

◯ 「さが学モデル講座（初級）」を７・８月に開催し、受講者２００名を目指します。また、学習プロ
グラムの検証を行い、その結果を、次年度以降の公民館・図書館等での「さが学（郷土学）」の展開
に活かします。 

◯ 学校教育での副読本「わたしたちの佐賀市」を改訂し、小学校での授業に活
用します。 

達成 

 

【新規】 
○ 公民館・図書館等での「さが学（郷土学）」の展開を通じて、郷土に関する資料の収集・保存・活用

を行なうなど、中央公民館と市立図書館の連携を図ります。 
 



 

 

重点プロジェクトⅣ 
わかった！教育への関心向上プロジェクト ～ 市民に開かれた教育行政 ～ 

◆概要と目的 
 

教育委員会が各重点プロジェクトをはじめとして各事業を実施し、家庭、学校、地域の教育力を高めていくには、家庭、学校、地域、企業・事業所等と行政の協力や各方面相互の連携が不可欠です。行政
（教育委員会）は、これらの各種団体等の連携を取りもち、市民の力を引き出していかなければなりません。このためには、積極的に市民や教育現場職員と意見を交換し相互理解を深めていくこと、市民ニー
ズの把握や市民への説明責任を果たし、信頼されることが重要と考えます。 

このことにより、市民の教育に対する理解や関心を高め、各方面からの教育に対する協力が得やすくなる環境づくりをすすめていきます。 
 

◆平成１８年度の実績と課題、プロジェクトの方向性 
1、市民の意見を取り入れる教育行政の展開 
 ｢教育委員と語る会｣など全事業について、概ね目標を達成できました。次年度の｢教育委員と語る会｣については、南部三町も含め実施します。 

学校集金について、ガイドラインは完成しましたが、課題として、学校集金の未納対策の充実を図る必要があります。 
 

２、教育現場の意見を取り入れる教育行政の展開 
 ｢学校・保育所ミーティング｣、｢教育委員会新任職員の教育現場研修｣については目標達成できました。 
｢学校事務改善会議｣についてはもう少し改善の仕組みの検討が必要です。 
 

３、教育行政の広報公聴機能の強化 
｢ホームページや市報教育情報の広報｣は計画どおり実施できました。 
｢教育情報メールマガジン｣については、500件の登録者数を目標としていましたが、3月現在 192件で伸び悩んでいます。 
｢学校ガイドブック作成｣、｢こども映像塾｣については今年度で事業を終了しますが、ガイドブックは通常業務として引き続き作成していきます。 

 

１．市民の意見を取り入れる教育行政の展開 

【平成１８年度の内容】 
 
教育委員が市民の皆さんと直接対話する「教育委員と語る会」やアンケートで教育に関する市民ニー

ズを把握する市民満足度調査を実施し、今後の教育施策に反映していきます。 
 
また、公立小中学校で行っている学校評価制度に佐賀市独自の評価項目を導入し、評価内容の充実を図

ります。公立保育所・幼稚園においても、評価制度の確立を目指します。 

 【平成１９年度の内容】 
 

教育委員が市民の皆さんと直接対話する「教育委員と語る会」を開催し、今後の教育施策に反映して
いきます。 

 
また、小中学校において評価内容の充実を図ると共に、国の動向も踏まえた第 3者評価制度の検討を行

ないます。公立保育所・幼稚園においても、園独自の評価項目を追加し、評価制度の充実を図ります。 

２．教育現場の意見を取り入れる教育行政の展開 

【平成１８年度の内容】 
 
教育長と教育現場職員による「学校・保育所ミーティング～教育長と語る会」を開催し、学校・

保育所と教育委員会の相互理解を一層深めていきます。 
 
また、学校と教育委員会の相互交流の機会を充実させ、情報の共有を進めていきます。 

 【平成１９年度の内容】 
 
教育長と教育現場職員による「学校・幼稚園ミーティング～教育長と語る会」を開催し、学校・幼稚

園と教育委員会の相互理解を一層深めていきます。 
 
また、学校と教育委員会の相互交流の機会を充実させ、情報の共有を進めていきます。 

３．教育行政の広報公聴機能の強化 

【平成１８年度の内容】 
 

市報やメールマガジン、ホームページなどを活用し、教育に関する様々な情報の提供の充実を図り、
市民の教育に対する理解・関心を高めていきます。 

 
また、経済団体やまちづくり団体等との協働した事業展開を図ります。 

 【平成１９年度の内容】 
 

市報やメールマガジン、ホームページなどを活用し、教育に関する様々な情報の提供の充実を図り、市
民の教育に対する理解・関心を高めていきます。 



 

具体的な取組み 
 

１．市民の意見を取り入れる教育行政の展開 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 「教育委員と語る会」を、城東中学校区・鍋島中学校区・金泉中学校区で、
それぞれ開催し、市民の意見を聴取します。 

達成 ◯ 「教育委員と語る会」を、１学期中に金泉中学校区で、１０月合併後には南部３町でそれぞれ開催
し、市民の意見を聴取します。 

◯ ５月に、１０歳～７０歳までの市民３，０００人を対象に教育政策市民満足
度調査を行い、調査結果を教育政策に反映します。 

達成  

◯ 学校評議員研修会を年 2回開催し、学校評議員の学校運営への参画意欲を一
層高めていきます。 

達成 ◯ 新任評議員・校長向けの研修と外部評価者的な評議員育成研修を各１回行い、学校評議員の学校運営
への参画意欲を一層高めていきます。 

◯ 学校評価制度に佐賀市の教育方針に応じた評価項目（幼保小連携・小中連
携）を追加し、佐賀市独自の評価制度を強化します。 

達成 ◯ 学校評価の項目・教職員自己評価項目・子どもアンケート・保護者アンケートの項目の関連を図ると
ともに、具体的な実践目標を掲げるよう指導し、学校評価を学校改善に活かします。また、第三者評
価制度について国の動向も踏まえて検討します。 

◯ 学校集金について、ガイドライン策定や取扱標準マニュアルを策定し、保護
者の信頼を高めます。 

達成 ◯ 全校で、学校集金標準マニュアルに基づき自校の取扱いマニュアルを策定し、運用を行ないます。ま
た、市教委は、その運用状況を検証するとともに、未納対応マニュアルを策定し、未納対策を強化し
ます。 

◯ 公立幼稚園・保育所長による評価研修会を年３回実施し、公立幼稚園・保育
所の自己評価、外部評価制度の確立を目指します。 

達成 

 

◯ 公立幼稚園・保育所の自己評価、外部評価項目に、各園独自の取り組みを追加し、全園で評価制度の
充実を図ります。 

 

２．教育現場の意見を取り入れる教育行政の展開 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 「学校・保育所ミーティング」を、北山中学校区・城東中学校区・諸富中学
校区・城東保育所で教職員を対象にそれぞれ開催し、現場の意見を聴取しま
す。 

達成 ◯ 「学校・幼稚園ミーティング」を、城南中学校区・鍋島中学校区・三瀬中学校区・思斉中学校区・本
庄幼稚園で教職員を対象にそれぞれ開催し、現場の意見を聴取します。 

◯ ４月の新１年生への給食指導時期や１１月の就学時検診時期などに、教育委
員会事務局の職員を学校へ派遣し、子どもや学校現場の実態把握に努めま
す。 

達成 ◯ 平成１９年４月に教育委員会に配属された職員に対し、５月までに現場研修を行い、子どもや学校現
場の実態把握に努めます。 

◯ 学校事務改善会議を年 2回開催し、学校事務の効率化を図ります。 達成 

 

◯ 学校事務検討会議を年３回開催し、学校あての情報を整理し、学校が対応する時間を減らす仕組みを
つくると共に、教職員の事務負担軽減につながる仕組みの構築に向け検討します。 

 

３．教育行政の広報公聴機能の強化 
 

【平成１８年度の具体的な取組みと目標】 達成状況 【平成１９年度の具体的な取組みと目標】 

◯ 教育情報メールマガジンを４月からテーマ毎に隔週で配信し、５００名の加
入を目指します。 

未達成 ◯ 教育情報メールマガジンの内容及び配信回数を充実させ、総登録者数５００名を目指します。 

◯ 佐賀市ホームページや市報に学校情報を掲載し、学校の取り組みを積極的に
広報します。 

達成 ◯ 市報に年３回の「学校特集（小中連携、特色ある学校づくり、生徒会）」を組むとともに、学校ポス
ターを作成し、学校の取り組みを広く市民に伝えます。 

◯ 5 月に「学校ガイドブック」を作成し、教育基本計画パンフレットとともに
公民館や病院、金融機関などに配置します。 

達成  

◯ ４月から中学生２０名程度を対象に、地域を題材に映像作品を作る「こども
映像塾」を佐賀青年会議所と協働で実施し、まちづくり団体の教育への参加
を促します。 

達成 

 

 



 

 


