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3/18 1800

平成　26　 年　 ３　月　18　 日　　　教委学　　 第　　5116　 号 ’

平成26 年度学校運営に関する資料の提出について（依頼）
幼/｣仲 要回答(5/9) 学校要覧

3/18 1801

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成25 年度SSW 月別勤務実績(３月)報告について(提出)
西部教育事務所

笶回答ぐ／）
出切･受切

S圦へＶ

3/18 1802

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

平成25年度｢コミュニティ･スクール(学校運営協議会制度)の推進への

取組｣に係る事業完了(廃止等)報告書について

文部科学省初等中

等教育局
要回答(／)
出切･受切

コミュニティ･スター
ル

3/18 1803

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

平成26 年度 武雄市内小中学校から転出する教職員の送別式開催に

ついて(依頼)

市内小中学校長 等
要回答(／)
出切･受切

辞令交付弍

3/18 1804

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

退職教職員送別式の開催について(ご案内)
市内小中学校長 等

要回答(／)
出切･受切

辞令交付式

3/19 1805

平成　　26　年　 ３　月　　18　日　　　教委学　　 第　　5106　 号

平成26 年度小学校専科指導教員加配について(通知)
御船が丘小 要回答(4/28) 加配

3/18 1806

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

指定校区外就学許可

山内東小､山内西
小､保護者

出切 区域外

3/19 1807

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

教材備品購入に係る見積依頼について(:東二川登小学校)
業者 要回答(3/24) 教材備品

3/19 1808

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成25年度｢栄養教諭を中核とした食育推進事業結果報告書｣につい

て(提出)
県学校教育課

要回答(／)
出切･受切

栄養教諭を中核と
した食育推進事業

3/19 1809

平成　　26　年　 ３　月　　18　日　　　教委学　　 第　　5175　 号

平成26 年度小学校専科指導教員加配事業に係る説明会の開催につい

て(ｲ衣頼)

御船が丘小 出切 力D配

3/19 1810

平成　　26　年　 ３　月　　17　日　　　教委学　　 第　　5085　 号

いじめ防止基本方針を踏まえた関係機関との連携について(通知)
小中 出切 生徒指導

3/19 1811

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

教材備品購入に係る見積依頼について(武雄中学校)
業者 要回答(3/24) 教材備品

3/19 1812

平成　　26　年　 ３　月　　19　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成25 年度学年末･平成26 年度春季休業指導計画の提出について
百部教育事務所 出切 指導計画

3/19 1813

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26 年度 武雄市内小中学校から転出する教職員の送別式の開催

について(依頼)

市内小中学校
要回答(／)
出切･受切

辞令交付弍

3/19 1814

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26年度4 月臨時校長･ 園長会の開催について(伺い)
市内小中学校長様 出切 辞令交付式

3/20 1815

平成　　26　 年　 ３　月　　19　日　　　教委学　　 第　　5260　 号

重症熱性血小板減少症候群(SFTS) ウイルスの国内分布調査結果に

ついて(通知)

小中 出切 体育俣健

3/20 1816

平成　　26　 年　 ３　月　19　 日　　　教委学　　 第　　5138　 号

平成26 年度公立小･中学校教員長期社会体験研修の実施について

(依頼)

小中 要回答14/11) 長期罵修

3/20 1817

平成　　26　 年　 ３　月　19　 日　　　教委学　　 第　　5104　 号

平成26 年度少人数授業などきめ細かな指導の推進について(依頼)
小中 出切 言め紬かな



－ 一 一 - －

3/20 1818

平成　　26　 年　 ３　月　　19　日　　　教委学　　 第　　5105　 号

平成26 年度少人数授業などきめ細かな指導及び中1TT 非常勤講師配

置事業担当者連絡協議会の開催について(通知)

ﾉﾄ 中 己切 きめ岫かな

3/20 1819

平成　　26　 年　 ３　月　20　 日　　　教委学　　 第　　5262　 号

理科教育設備整備費等補助金に係る事業実施計画について(照会)
県教委 要回答吋／Ｈ） 理振

3/20 1820

平成　　26　 年　 ３　月　20　 日　　　教委危　　 第　　598　 号

｢佐賀県新型インフルエンザ等対策行動計画｣の策定について(通知)
幼小中 出切 体育保健

3/24 ]汨21

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26 年度 ４月定例校長･園長会の開催について

市内ﾉ｣ヽ中学校長

北方幼稚園長
武雄青陵中学校長

出切 校長園長会

3/24 1822

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

スクラム月例報告
関係校 出切 スクラム

3/24 1823

平成　　26　 年　 ３　月　20　 日　　　 西教　　　第　　2976　 号

第1[回西部管内校長･副校長･ 統括事務長研修会の開催について(通

知)

西部教育事務所 受切 研修

3/24 1824

平成　　26　 年　 ３　月　20　 日　　　教委学　　 第　　2924　 号

平成26 年度全国体力･運動能力､ 運動習慣等調査及び佐賀県子どもの

体力･ 運動能力調査の実施に係る説明会の開催について(通知)

小中 要回答(4/9) 体育保健

3/24 1825

平成　　26　 年　 ３　月　24　 日　　　教委教　　 第　　3012　 号

平成26 年度新規採用学校事務職員研修会の開催について(通知)
小中 出切 初任研

3/24 1826

平成　　26　 年　 ３　月　24　 日　　　佐教互　　 第　　196　 号

平成26 年度公益文化事業スクールコンサーﾄ 開催校の決定について

(通知)

関係校 出切 往復

3/24 1827

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

Windows xP への対応について(依頼)
小中 出切 WindowsXP

3/24 1828

平成　　26　 年　 ３　月　24　 日　　　教委学　　 第　　5188　 号

薬事法第2 条第14 項に規定する指定薬物及び同法第76 条の4に規定

する医療等の用途を定める省令の一部改正について(通知)

小中 出切 通知

3/24 1829

平成　　26　 年　 ３　月　24　 日　　　教委教　　 第　　2988　 号

教育職員の勤務時間割振り等に関する要綱の改正について(通知)
小中 出切 課長(通知)

3/24 1830

平成　　26　 年　 ３　月　24　 日　　　教委教　　 第　　2990　 号

事務職員等の勤務時間の割振り等に関する要綱の改正について(通

知)

小中 出切 課長(通知)

3/24 1831

平成　　26　年　 ２　月　24　 日　　　教委教　　 第　　2975　 号

地方公務員の育児休業等制度の改正について(通知)
ﾉﾄ 中 出切 課長(通知)

3/24 1832

平成　　26　年　 ３　月　24　 日　　　教委教　　 第　　2992　 号

出勤瘴整理基準の一部改正について(通知)
小中 出切 課長(通知

3/25 1833

平成　　26　年　 ３　月　24　 日　　　教委教　　 第　　2973　 号

｢佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会事務処理の手引｣の改訂に

ついて(通知)

教職員課 受切 課長(通知)

3/25 1834

平成　　26　年　 ３　月　24　 卩　　　教委教　　 第　　3024　 号

平成26 年4月１日付け昇格及び復職時調整に係る内申書について(通

知)

西部教育事務所 要回答1.4/1) 内申書

3/25 1835

平成　　26　年　 ３　月　34　 日　　　教委政　　 第　　2687　 号

平成26 年度特別支援学級調査について(依頼) /｣仲 要回答(5/9) 特別支援



3/25 1836

平成　　26　年　 ３　月　24　 日　　　教委学　　 第　　5312　 号

平成25 年度末時点における交通安全の確保に向けた着実かつ効率的

な取組の実施状況調査について(ｲ衣頼)
県学校教育課 要回答･4/11) 体育保健

3/25 1837

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

行政財産使用許可申請書(ＮＴＴ)
NTT 出切･受切 行攻財産1有料）

3/25 1838

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

行政財産使用許可通知(橘ﾉ｣ヽ ･少年野球)
橘ﾉ｣ヽ 出切 行政財産･､減免）

3/25 1839

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

行政財産使用許可通知(橘/｣ヽ ･少年サッカー)
橘小 出切 行政財産r減免）

3/25 1840

平成　　26　年　 ３　月　　３　日　　　教委学　　 第　　5189　 号

平成25 年度佐賀県スクールカウンセラー配置事業補助金の交付変更

決定について(通知)
佐賀県知事 受切 sc

3/25 1841

平成　　26　年　 ３　月　24　 日　　　教委政　　 第　　2706　 号

平成25 年度“進"魅力ある学校づくり推進事業補助金交付決定の変更

について(通知)

佐賀県知事 受切 進魅力ある

3/25 1842

平成　　26　年　 ３　月　24　 日　　　教委学　　 第　　5194　 号

平成26 年度スクールソーシャルワーカーの派遣について(通知)
県学校教育課 受切 ssw

3/25 1843

平成　　26　年　 ３　月　　11　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

朝日小学校屋外運動場の平日の一部開放のお願い
朝日町まちづくり推

進会
出切･受切 学校施設

3/25 1844

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　 第　　　　　 号

｢平成25 年度スクールカウンセラー配置事業に

係わる(3 月)報告書について｣(提出)
西部教育事務所

要回答(／)

出切･受切
sc

3/25 1845

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

｢平成25 年度スクールカウンセラー配置事業に

係わる実施報告書について｣(提出)
西部教育事務所

要回答(／)

出切･受切
sc

3/26 1846

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　 第　　　　　 号

｢平成25 年度スクールカウンセラー配置事業に

係る活用定期報告書(後期)について｣(提出)
西部教育事務所

要回答(／)
出切･受切

sc

3/26 1847

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　 第　　　　　 号

｢平成25 年度佐賀県スクールカウンセラー配置事業に

係る活用定期報告書(後期)について｣(提出)

西部教育事務所
要回答(／)
出切･受切

sc

3/26 1848

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　 第　　　　　 号

指定校区外就学許可

御船が丘小､武雄

小､保護者
出切 区域外

3/26 1849

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

心身障害児就学指導委員会の判定について
就学指導委員会 出切 就学指導委員会

3/26 1850

平成　　26　年　 ３　月　25　 日　　　教委学　　 第　　5164　 号

平成26 年度佐賀県現職教員大学院派遣に係る授業料について(通知)
武内小 出切 大学院派遣

3/26 1851

平成　　26　年　 ３　月　24　 日　　　教委学　　 第　　5309　 号

Ａ型肝炎の発生動向及び注意喚起について(通知)
小中 出切 体育保健

3/26 1852

平成　　26　年　 ３　月　25　 日　　　教委学　　 第　　5224　 号

自転車利用者に対するルール遵守徹底のための広報キャンペーン等の

展開について(依頼)
小中 出切 体育保嗹

3/26 1853

平成　　26　年　 ３　月　25　 日　　　教委敝　　 第　　2691　 号

平成26 年度佐賀県中学生･高校生海外留学等助成事業の募集につい

て(依頼)
中 出切 一殺



3/26 1854

平成　　26　年　 ３　月　25　 日　　　教委政　　 第　　2694　 号

障害のある児童生徒等の支援に係る校内支援体制の整備について(通
知)

幼小中 笑回答Ｇ／９） 特別支援

3/26 弼55

平成　　26　年　 ３　月　25　 日　　　教委敝　　 第　　2708　 号

平成26 年度全国学力･学習状況調査F調査終了報告書｣の提出につい

て(ｲ衣頼)

/｣ヽ中 笶回答r4/22 ） 学力阿査

3/26 1856

平成　　26　年　 ２　月　25　 日　　　教委政　　 第　　2711　 号

平成26 年度学力向上推進教員配置事業に係る｢支援校｣について(通
知)

関係校 出切 学力向上

3/26 1857

平成　　26　 年　 ３　月　25　 日　　　教委政　　 第　　2722　 号

平成26 年度全国学力･ 学習状況調査に係る解答等の回収について(通

知)

ﾉ｣仲 出切 学力調査

3/26 1858

平成　　26　 年　 ３　月　25　 日　　　教委学　　 第　　5322　 号

中学校第3年生の国民体育大会への参加可能な競技範囲について(通

知)
中 出切 体育保健

3/26 1859

平成　　26　年　 ３　月　26　 日　　　教委学　　 第　　5346　 号

平成26 年度海外出国学齢児童生徒用教科書給与について(通知)
幼/｣ 中ヽ 出切 教科書

3/26 1860

平成　　26　年　 ３　月　26　 日　　　教委学　　 第　　5320　 号

平成26 年度｢佐賀県スクールコンサーﾄ巡回事業｣に係る開催校の決定

について(通知)

武雄北中 要回答(4/9) 往復

3/26 1861

平成　　　　年　　　 月　　　　日　　　教委学　　 第　　　　　 号

管理備品の購入について
各業者 要回答(3/27) 管理備品

3/26 1862

平成　　26　年　 ３　月　26　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号

市費補助金決定通知( 北方小学校遠距離通学:みんなのバス分)
北方小 出切 市費補助金

3/27 1863

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　 第　　　　　 号

災害時における給食業務の協力に関する協定について(伺い)
㈱日米ｸｯｸ

要回答(／)
出切･受切

災害時給食業務
協力

3/27 1864

平成　　26　年　 ３　月　　　　日　　　　　　　　 第　　　　　 号

市費補助金確定通知(北方小遠距離通学:みんなのバス分)
北方小 出切 市費補助金

3/27 1865

平成　　26　 年　 ３　月　26　 日　　　教委学　　 第　　5363　 号

学校図書館関係の地方財政措置について(通知)
県学校教育課 受切 通知

3/27 1866

平成　　26　年　 ３　月　27　 日　　　教委教　　 第　　3013　 号

定期監査の実施について(通知)
該当校 受切 定期監査

3/27 1867

平成　　26　年　 ３　月　26　 日　　　教委教　　 第　　3074　 号

臨時的任用講師等の初任給決定要領の一部改正について(通知)
小中 出切 通知

3/27 1868

平成　　26　年　 ３　月　27　 日　　　教委学　　 第　　5367　 号

平成26 年度児童生徒支援加配事業について(通知)
武 雄/｣ヽ､武 雄 中 要回答ぐ4/28） 支援加配

3/27 1869

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

学校ネットワーク利用のルール改訂版について(通知)

市内小中学校長
北方幼稚園長

出切 情謡教育

3/28 1870

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26 年度市町立ﾉ｣ヽ ･中学校学級編制に係る届出について(ｲ衣頼)
市 内/｣ 中ヽ 学 校 出切 学級編制

3/28 1871

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26年度前期教科用図書の無償給与事務について(依頼)
市 内/｣ 中ヽ 出切 歓科書



3/28 1872

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

指定校区外就学について
保護者､ 朝日小､ 御

船が丘月、
出切 区友外

3/28 1873

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

区域外就学の協議について
有田町教委 墨切 区域外

3/28 1874

平成　　26　 年　 ３　月　26　 日　　　教委教　　 第　　3071　 号

平成26 年度教員免許状更新講習受講者募集要項について(依頼)
幼ふ中 出切 免許更新

3/28 1875

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成25 年度児童生徒の問題行動等月別報告について(3月分)(提出)

西部教育事務所

県学校教育課

要回答(／)

出切･受切
月別報告書

3/28 1876

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

資源物(紙類)の回収について(お知らせ)
小中 出切 資源物回収

3/28 1877

平成　　26　年　 ３　月　28　 日　　　教委情　　 第　　776　 号

先進的ICT 利活用教育推進事業に係るF教育情報化推進リーダー｣の

選出について(依頼)

ﾉ｣ヽ 中 要回答(4/7) 情報教育

3/28 1878

平成　　2G　年　 ３　月　26　 日　　　教委敝　　 第　　2731　 号

平成26 年度市町教育支援委員会(就学指導委員会)等への専門家等

の紹介について(通知)

教育政策課 受切 特別支援教育

3/28 1879

平成　　26　年　 ３　月　28　 日　　　教委敝　　 第　　2755　 号

平成26 年度佐賀県中学生･高校生海外留学等助成事業募集要項の改

正について(通知)

中 出切 通知

3/28 1880

平成　　26　年　 ３　月　27　 日　　　教委学　　 第　　5382　 号

学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒への対応につい

て(通知)

武雄中 出切 学校給食

3/28 1881

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26 年度｢教育支援体制整備事業費補助金(コミュニティ･スクール導

入促進事業)｣ 事業の申請について(提出)

文部科学省
初等中等教育局

要回答(／)
出切･受切

コミュニティ･スター
ル

3/28 1882

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26年度｢コミュニティ･スクール(学校運営協議会制度)の推進への

取組｣

文部科学省

初等中等教育局
要回答(／)
出切･受切

コミュニティ･スター
ル

3/28 1883

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　 第　　　　　 号

学校給食調整会議の開催について(通知)

市内栄養教諭
学校栄養職員

食育課､農林課
出切

給食調整会謎

3/28 1884

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26 年度眼科･耳鼻科検診業務委託契約書の提出について(依頼)

眼科嘱託医
耳鼻科嘱託医

要回答(4/7) 契約書

3/31 1885

平成　　26　年　 ３　月　28　 日　　　教委学　　 第　　5441　 号

平成26 年度スクールカウンセラーの派遣について(通知)
県学校教育課 受切 sc

3/31 1886

平成　　26　 年　 ３　月　31　 日　　　教委敝　　 第　　2701　 号

平成26 年度｢“進"魅力ある学校づくり推進事業｣ に係る事業計画書の

提出について(依頼)

小中 要回答(4/18)
進魅力ある学校づ

くり

3/31 1887

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成26 年度緊急雇用剔出基金事業費補助金交付申請書の提出につ

いて

佐賀県知事
笶回答1､/）
出切･受切

緊急雇用

3/31 1888

平成　　26　 年　 ３　月　31　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号

行政財産使用許可通知(商工会議所:朝日ふ敷地内)
商工会議所 出切 行政訂塵り或免）

3/31 1889

平成　　26　 年　 ３　月　31　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号

行政財産使用許可通知(商工会議所:橘小学校敷地内)
商工会議所 出切 行攻影産･､政三）



3/31 1890

平成　　26　年　 ３　月　31　 日　　　教委学　　 第　　5287　 号

平成24 年度(補正)理科教育設備整備費等補助金の額の確定につい

て(通知)

佐賀県教育長 受切 理振

3/31 1891

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

平成25 年度要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨

励費補助金の交付決定の変更について(通知)

佐賀県教育委員会
教育長

受切 就学援和

3/31 1892

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

平成25 年度要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨

励費補助金に係る実績報告書

佐賀県教育委員会 出切 就学援助

3/31 1893

平成　　26　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号

平成25 年度家庭･学校･地域連携支援体制づくり推進事業費補助金

実績報告書
県 まなび 課

奕回答(／)
出切･受切

武中のちから

3/31 1894

平成　　26　 年　 ３　月　31　 日　　　教委政　　 第　　2807　 号

平成25 年度"進"魅力ある学校づくり推進事業費補助金の額の確定に

ついて(通知)

佐賀 県知 事 受切

3/31 1895

平成　　26　年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号

工事竣工検査について
検査 監 出切 無線ＬＡＮ工事

1896

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1897

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1898

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1899

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1900

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)

出切･受切

1901

平成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1902

平成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1903

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1904

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答t/ ）
出切･受切

1905

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1906

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切

1907

平 成　　26　 年　　　 月　　　　 日　　　　　　　　　 第　　　　　 号

要回答(／)
出切･受切
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