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Ⅰ 教育委員会事務の点検・評価の概要 

１ 点検・評価の目的 １ 点検・評価の目的 １ 点検・評価の目的 １ 点検・評価の目的 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条の規定に基づき、効果的な教育行政の推進

を図るとともに、市民への説明責任を果たしていくため、教育委員会が執行した事業について、毎

年点検・評価を実施しています。 

点検・評価結果は、学識経験者の意見も聴取したうえで、報告書として議会に提出し、市民へ公

表するとともに、次年度以降の施策の推進や改善に反映させていきます。 

２ 点検・評価の実施方法等 ２ 点検・評価の実施方法等 ２ 点検・評価の実施方法等 ２ 点検・評価の実施方法等 

     点検・評価の対象項目の選定  点検・評価の対象項目の選定  点検・評価の対象項目の選定  点検・評価の対象項目の選定 

今年度の点検・評価の対象項目は、「札幌市教育振興基本計画」（※1）に関連する「施策」の中

から、次の（A）、（B）２つの観点で３施策を選定（※2）しました。 

（A） 前年度（平成 25年度）重点的に実施し、来年度以降も重点的に実施する取組に関連して選定 

（B） 過去の選定状況を考慮して選定 

※１ 今年度、点検・評価対象とした「札幌市教育振興基本計画」は、札幌市教育推進の目標、指針と５つの個別

計画（札幌市幼児教育振興計画、札幌市教育推進計画、札幌市立高等学校教育改革推進計画、札幌市特別支援

教育基本計画、第２次札幌市生涯学習推進構想）を統括した平成25年度までの計画体系です（「<参考>体系図」

参照。）。平成25年度末に新たな教育振興基本計画を策定し、平成26年度から施行しています。 

※２ 点検・評価の対象とした３施策とその選定理由 

●幼稚園教育の質的向上 

札幌市の質の高い幼児期の学校教育を推進するため、幼児教育センターが中心となり、各種施策に取

り組んでいるところであり、今後もその役割は重要なものと認識しています。また、子ども・子育て関

連３法が平成 24 年度に成立したことを受けて、学校教育と保育の一体的提供の在り方について検討・

実践を進める中で、現在の取組、課題を踏まえ、今後の方向性を明らかにしていくことが望ましいと考

え、当該施策を選定しました。 

●健やかな身体の育成（からだ【体】の充実） 

各種体力や運動能力、運動習慣等の調査において、札幌市の子どもの体力・運動能力の現状は、全国

平均よりも低い傾向にあることや、運動やスポーツを積極的にする子どもとそうではない子どもの二極

化がみられることが課題となっています。このような状況を踏まえ、子どもの体力・運動能力の向上に

取り組むとともに、運動の習慣化を図るなど、健やかな身体の育成に向けた取組を一層充実させていく

必要があると考え、当該施策を選定しました。また、これまで当該施策を体系的に評価したことがない

ことも考慮しました。 

●【雪】に関する学習活動の推進 

札幌市は、人口が 190 万人を超える大都市でありながら、年間降雪量が５ｍを超える世界でも珍しい

街で、札幌市の今後 10 年間のまちづくりの基本方針となる「戦略ビジョン」の戦略編においても、「雪

と共存した暮らし」を推進しています。教育委員会としても、当該施策は「札幌らしい特色ある学校教

育」の中核をなす三つのテーマのうちの一つとし、各学校で様々な教育を展開しており、今後も重点的

に実施していく予定です。さらに、当該施策に関する取組であるウィンタースポーツの充実や「雪かき

汗かきチャレンジ」などは、「健やかな身体の育成」にも繋がり、同時に点検・評価することは効果的

と考え、当該施策を選定しました。 

     点検・評価の実施方法  点検・評価の実施方法  点検・評価の実施方法  点検・評価の実施方法 

選定した点検・評価項目（施策）に関連する取組の「事業概要」、「平成 25 年度の取組及びその

結果」等について、委員が事務局から説明を受け、点検・評価を行い、「課題」を明らかにすると

ともに、目指すべき「今後の方向性」について示しました。 

また、より意義のある点検・評価を行うために、今年度は試行的に、事業・取組についてより理

解を深めるとともに、効果や課題を把握することを目的に、授業視察及び子どもとの意見交換等を

小学校１校、中学校１校において実施しました。 

     学識経験を有する者の知見の活用  学識経験を有する者の知見の活用  学識経験を有する者の知見の活用  学識経験を有する者の知見の活用 

点検・評価の結果について客観性を確保するため、次の 2名から意見をいただきました。 

○ 大久保 和義（おおくぼ かずよし）氏 

北海道教育大学教職大学院 院長・教授 （専門：数学教育） 

○ 佐久間 章（さくま あきら）氏 

札幌国際大学 教授 （専門：社会教育学） 
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　１　幼稚園教育の質的向上　１　幼稚園教育の質的向上　１　幼稚園教育の質的向上　１　幼稚園教育の質的向上

主旨・目的主旨・目的主旨・目的主旨・目的

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

（１）　市立幼稚園研究実践の推進（１）　市立幼稚園研究実践の推進（１）　市立幼稚園研究実践の推進（１）　市立幼稚園研究実践の推進

〔平成25年度の取組内容及びその結果〕〔平成25年度の取組内容及びその結果〕〔平成25年度の取組内容及びその結果〕〔平成25年度の取組内容及びその結果〕

○実践研究　幼稚園等における実践研究とは、教育活動を対象とした教育実践の改善を目指した具体的

な提言を行うことを目的とした研究である。

　 研究テーマ：各区・各園の実情に応じた研究テーマを設定した。

　 　　　　　　「幼児の主体性」４園、「人とのかかわり」３園、「言葉」２園、

　 　　　　　　「認定こども園の生活」１園

　 研究の視点：「幼児期の教育における学びの芽生えから小学校教育における自覚的な学びへ」

　　　　　　　（全園共通）

　 研究体制：私立幼稚園・保育所・小学校を研究協力園・校とし共に研究を進めた。

　 成果：①『幼稚園・保育所で存分に遊び、満足感・充実感を味わった幼児は、小学校で主体的に

　　　　 学ぶ子』になるということが、事例研究を通して分かった。

　　　　 ②３歳から小学校までの発達や学びの連続性を踏まえた研究は大変重要なテーマであり、

　　　　 この取組を通して幼稚園・保育所・小学校と成果を共有できた。

　　　　 ③幼児期には、その後の成長の基盤となる実体験を伴う多様な経験の積み重ねが必要であ

　　　　 る。そのため、幼児が存分に遊び、満足感・充実感を味わうことができる時間と空間、幼

　　　　 児の発達の段階に応じた経験ができる環境の構成、集団生活を支える役割を果たす教師、

　　　　 共に育ち合う友達の存在などが必要である。

○研究成果の発信

　 公開保育：各園年間１回、合計10回実施した。

　　　　　　 幼稚園教員・認定こども園職員・保育士など388人の参加があった。

　 研究便り：各区１～９回、合計34回発行した。

　 ホームページにおける発信：ホームページのトップページを全園共通とし、「よりよい保育のた

　　　　　　　　　　　　　　 めに」(研究)のページを設け、随時研究の内容・成果などについて

　　　　　　　　　　　　　　 掲載している。

○各区で研究実践園としての役割を担う市立幼稚園・認定こども園が実践研究に取り組み、その成果を

公開保育、研究だより、ホームページ等を通して、区内の私立幼稚園・認定こども園・保育所等に発信

している。

Ⅱ　点検・評価の結果

私立幼稚園と連携して幼児期の学校教育を推進し、幼児期の子どもに遊びを通して

健やかな身体、豊かな心、学ぶ力など、生きる力の基礎を育む。そのため、幼児教

育センターと市立幼稚園・認定こども園が札幌市の質の高い幼児期の学校教育を推

進するためのセンター機能を担い、幼児期の学校教育に関する実践研究、幼児期の

特別支援教育の区内の体制の充実、幼保小連携の推進等に取り組む。

【施策全体の概要】【施策全体の概要】【施策全体の概要】【施策全体の概要】

平成20年２月策定の「札幌市の幼児教育振興を図る新たなしくみづくり実行計画」により、幼児教育セン

ターは計画推進の中枢的な役割を担う。また、市立幼稚園は研究実践園となり、区内の私立幼稚園・保育

所・小学校と緊密に連携して、札幌市全体の幼児教育の質的向上を図ることとなる。平成20年４月から推

進してきたが、平成26年度からは「札幌市教育振興基本計画」に基づき、継続推進している。
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１　幼稚園教育の質的向上

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制 ■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制の整■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制の整■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制の整■長時間保育に対応する幼稚園での研究体制の整

備備備備

○長時間保育に対応した市立幼稚園の研究体制を

整備する。

○私立幼稚園との効果的な研究の連携の在り方を

(一社)札幌市私立幼稚園連合会と協議する。

○実践研究に取り組む市立幼稚園のうち、１園が

認定こども園であり、１園が18時まで預かり保育

を実施。さらに、平成26年度からは全園にて18時

まで預かり保育を実施する予定である。長時間保

育に対応しながら、研究にどのように取り組む

か、研究体制の工夫が必要である。

○連携先である私立幼稚園が、園送迎バスの添

乗・預かり保育の実施による多忙により、市立幼

稚園と共に研究に取り組めない状況にある。

◆新制度移行に関わる課題

○国の方針である「子ども・子育て支援新制

度」では、認定こども園の拡充が打ち出され

ており、新たな制度下の幼保連携型認定こど

も園では質の高い幼児期の学校教育が提供さ

れることとなっている。そのため、実践研究

の取組と発信は一層重要性を増す。平成25年

11月の調査では、札幌市内の私立幼稚園も

12％が平成26年度中に移行し、29％が移行を

予定しているとのことである。実践研究に取

り組む市立幼稚園の研究体制の整備ととも

に、長時間保育を実践する私立幼稚園・認定

こども園との研究に関わる連携の在り方につ

いて検討する必要がある。

◆新制度移行に関わる今後の方向性

○上記の方向性と同様

【施策全体の概要図】【施策全体の概要図】【施策全体の概要図】【施策全体の概要図】 札幌市の幼児教育の質的な向上
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研究・研修

幼児教育

幼児教育センター

研究実践園(市立幼稚園)

研究実践園のホームページ

随時、研究の内容・成果について掲載。

研究だより

わかりやすい研究の内容・成果の発信。

【参考】平成26年度の取組

○長時間保育に対応した市立幼稚園の研究体

制について、幼児教育センターと市立幼稚園

が協議し、具体的な方策を検討。

○私立幼稚園との効果的な研究の連携の在り

方を(一社)札幌市私立幼稚園連合会と協議。

◆新制度移行にかかわる取組

○上記の取組と同様

遊びを通して、人や自然

と豊かにかかわり、自立

と協同の基礎を培う幼児

教育を推進します

指針

幼児教育振興計画

（Ｈ18年～Ｈ27年）

幼稚園において、質の高い幼児教育を提

供するとともに、保護者への啓発や支援

に積極的に取り組みます

個別計画 基本的方向性

○当該施策の札幌市教育振興基本計画上の位置付け（Ｐ49体系図参照）

幼稚園教育

の質的向上

当該施策
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○幼児教育センター実施の研修

　 対象：全市の幼稚園教諭、保育士

　 研修テーマ：「これからの幼児教育の方向性」、「保育の計画と実践」、「子育ての支援」、

　　　　　　　 「幼児期の特別支援教育」など、幼児期の学校教育の課題に関すること。

　 受講者の振り返り：「十分活用できる」が63％、「活用できる」が35％、「あまり活用できな

　　　　　　　　　　 い」が２％、「活用できない」が０％と、受講した98％の教諭が研修で学

　　　　　　　　　　 んだことを活用しようという思いになっている。

○市立幼稚園実施の研修

　 対象：区内の幼稚園教諭、保育士

　 研修テーマ：区のニーズに応じたテーマ。私立幼稚園教諭にニーズ調査を実施したり、10区のう

　　　　　　　 ち５区は(一社)札幌市私立幼稚園連合会の区研修会と共同で開催した。

○幼保小連携推進協議会での研修

　 対象：各区の幼保小連携推進協議会において、区内の幼稚園教諭、保育士、小学校教諭

　 研修テーマ：幼保小連携に関すること。

○幼稚園教諭・保育士等の資質向上のため、幼児教育センターにおいて、全市の市立幼稚園教諭、私立

幼稚園教諭、保育士を対象とした研修を実施している。平成20年度から実施。

○より身近な場所でニーズに応じた研修が受けられるよう、各区の研究実践園である市立幼稚園、さら

に、各区の幼保小連携推進協議会において、区内の市立幼稚園教諭、私立幼稚園教諭、保育士を対象と

した研修を実施している。市立幼稚園における研修は平成23年度から、幼保小連携推進協議会における

研修は平成25年度から実施している。

○幼児教育センターでの研修を削減し、市立幼稚園及び幼保小連携推進協議会での研修の充実を図って

いる。

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（２）　幼児教育の質的向上を図る研修の充実（２）　幼児教育の質的向上を図る研修の充実（２）　幼児教育の質的向上を図る研修の充実（２）　幼児教育の質的向上を図る研修の充実

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕
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１　幼稚園教育の質的向上

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■市立幼稚園教諭と私立幼稚園教諭それぞれの■市立幼稚園教諭と私立幼稚園教諭それぞれの■市立幼稚園教諭と私立幼稚園教諭それぞれの■市立幼稚園教諭と私立幼稚園教諭それぞれの

ニーズに応じた研修内容の工夫ニーズに応じた研修内容の工夫ニーズに応じた研修内容の工夫ニーズに応じた研修内容の工夫

■幼稚園業務多忙による研修参加の困難さ■幼稚園業務多忙による研修参加の困難さ■幼稚園業務多忙による研修参加の困難さ■幼稚園業務多忙による研修参加の困難さ

○市立幼稚園教諭は経験年数が21年以上の教員が

７割、私立幼稚園教諭は５年以下が８割を占め、

同じ研修で資質の向上を図ることの困難さがあ

る。なお、現在は受講対象者の94％を占める私立

幼稚園教諭に対応した研修内容となっている。

○私立幼稚園は送迎バスの添乗、市立・私立幼稚

園とも預かり保育の実施等により、研修に参加す

る困難さがある。

■幼児教育センターと各区の市立幼稚園・幼保小■幼児教育センターと各区の市立幼稚園・幼保小■幼児教育センターと各区の市立幼稚園・幼保小■幼児教育センターと各区の市立幼稚園・幼保小

連携推進協議会で行う研修それぞれの特色を生か連携推進協議会で行う研修それぞれの特色を生か連携推進協議会で行う研修それぞれの特色を生か連携推進協議会で行う研修それぞれの特色を生か

して研修を実施して研修を実施して研修を実施して研修を実施

○経験年数の長い市立幼稚園教諭に特化した研修

の実施など、教職経験に応じた研修を充実させ

る。その際、預かり保育への対応、研究実践園業

務に従事する状況に配慮した研修の在り方を検討

する。

○送迎バスの添乗、預かり保育への対応などに従

事する私立幼稚園教諭が参加しやすい、各区で行

う研修を充実させる。

○幼児教育センターの研修で、幼児教育に関する

喫緊の課題に関する研修を実施する。

◆新制度移行に関わる課題

○教育委員会は、公立の保育教諭（※）には

研修の機会を付与する、私立の保育教諭には

研修の充実を図る必要がある。保育教諭を含

めた研修の在り方を検討する必要がある。

※保育教諭：新たな制度下の幼保連携型認定こども園に

は、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を併有する保育

教諭を置くこととされている。

◆新制度移行に関わる今後の方向性

○保育教諭を含めた研修の在り方を、子ども

未来局と検討し、研修体制を構築する。

○幼児教育センターの研修を保育士へも案内

し、受講の促進を図る。

札幌市幼稚園教諭研修体系

【参考】平成26年度の取組

○市立幼稚園教員のための「研究実践園教員

研修Ⅰ」を新たな方法で実施。

○市立幼稚園における効果的な研修の在り方

について、幼児教育センターと市立幼稚園が

研究実践園運営会にて検討。

◆新制度移行に関わる取組

○保育教諭を含めた研修の在り方を、子ど

も未来局と検討し、研修体制を構築する。
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○幼保小連携推進協議会　「幼保小連携推進協議会」を新たに設置し、全市協議会では各区の連携状況

に関する情報交換や今後全市で取り組む連携推進の在り方について協議を行い、各区協議会では具体的

な取組を進めた。

○各区協議会での具体的な取組　各区の幼保小連携推進協議会では、幼児・児童の発達や学びの連続性

の在り方に関する実践交流や研修、幼児の支援内容の引継ぎを行った。

　 実施回数：年間３～４回実施

　　例）１回目～顔合わせ、交流・連携の計画

　　　　２回目～連携にかかわる講演会・研修会、情報交換、実践交流

　　　　３回目～就学に際しての引継ぎ、今年度の反省及び次年度に向けて

　 参加率：小学校100％、幼稚園92％、保育所99％

　 参加人数：幼稚園　1,166人

　　　　　 　保育所　1,074人

　　　　　 　小学校　　973人

　　　　　 　合　計　3,213人(延べ人数)

○幼児期と児童期の教育を円滑に接続するため、平成22年度から就学に際しての引継ぎの会「幼保小連

絡会」を行っていたが、幼児の引継ぎだけではなく、全ての幼稚園・保育所・小学校が組織的・継続的

に連携するために、平成25年度に各区の園長・校長及び連携担当者が一堂に会する「幼保小連携推進協

議会」を設置し、職員交流・研究交流・情報交流・研修などを行っている。

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

（３）　幼保小連携の推進（３）　幼保小連携の推進（３）　幼保小連携の推進（３）　幼保小連携の推進

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

更なる継続的な幼保小の連携のために

より組織的、機能的、継続的に体制整備を行う

幼保小連携推進協議会

各区に協議会を設置し、幼保小の管理者・教職員の定期的な会を実施

区幼保小連携推進協議会（年３回程度開催）

１回目 幼保小の管理者・教職員の顔合わ

せ、交流計画

２回目 全体研修（講演会等）、実践交流

３回目 区幼保小連絡会、次年度へ向けて

（反省・計画等）

札幌市幼保小連携推進協議会（年１回開催）

札幌市幼保小連携推進協議会

～各区のとりまとめと全市の連携推進～

10区で10区で10区で10区で

連携推進連携推進連携推進連携推進

連携

促進

区幼保小連携推進協議会

小学校

保育所私立幼稚園

考えられるメリット・効果

研究実践園

子どもの交流活動の充実

子どもの入学前後

の情報交換

幼保小の一貫性のある

教育活動

教職員の相互理解運営

各区研究実践園を中心に

幼保小の連携を推進

幼保小連携推進協議会体系図
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１　幼稚園教育の質的向上

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■初年度であることから、園長・設置者の参加が■初年度であることから、園長・設置者の参加が■初年度であることから、園長・設置者の参加が■初年度であることから、園長・設置者の参加が

多く、実務担当者の参加が少ない状況多く、実務担当者の参加が少ない状況多く、実務担当者の参加が少ない状況多く、実務担当者の参加が少ない状況

■より効果的な幼保小の連携・接続■より効果的な幼保小の連携・接続■より効果的な幼保小の連携・接続■より効果的な幼保小の連携・接続

○管理者が参加することで、連携推進の園内・校

内体制が整備された。今後は、実務担当者間の連

携推進へと発展させていく必要がある。

○実務担当者同士が幼児・児童のために連携でき

るように、幼保小の保育・授業の相互参観、幼

児・児童との交流、職員同士の交流、発達や学び

の連続性に関する実践的研究の取組を推進し、よ

り効果的な幼保小の連携・接続を推進する。

◆新制度移行に関わる課題

○認定こども園教育・保育要領では、幼保小

の連携の重要性がうたわれている。次年度以

降の更なる充実が必要である。

◆新制度移行に関わる今後の方向性

○上記の方向性と同様

【参考】平成26年度の取組

○幼保小連携推進協議会を通して、互いの保

育・授業を参観。

○幼保小連携モデル推進事業を２区で実施

し、研究成果を普及・啓発。
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○幼児教育センターにおいて、職員が主に幼児の発達や就学に係る教育相談を行っている。必要に応じ

て児童相談所、保健センター等の関係機関と連携し、支援の手立てについて情報を共有するケース検討

会議の実施や、専門的知見を生かした支援を図るための医学的診断業務（医師との相談）を実施してい

る。

研究実践園の教育相談事業（地域教育相談）研究実践園の教育相談事業（地域教育相談）研究実践園の教育相談事業（地域教育相談）研究実践園の教育相談事業（地域教育相談）

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（４）　幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実（４）　幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実（４）　幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実（４）　幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

幼児教育センター教育相談事業幼児教育センター教育相談事業幼児教育センター教育相談事業幼児教育センター教育相談事業

○各区の市立幼稚園において、身近な場所で気軽に継続的に教育相談を受けられるよう、各区幼児教育

支援員（各区１人配置）や幼児教育センター職員等が、発達に心配のある就学前の幼児等をもつ保護者

の教育相談を実施している。また、相談の予約状況や入園の手続き等の問い合わせなどの場合には、電

話での相談も受け付けている。平成20年度から３年間の試行実施の後、平成23年度から本格実施。

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○幼児教育センター教育相談　来所による教育相談、電話相談を実施した。

　 教育相談（来所）：1,284件

　 就学相談（※）（札幌市学びの支援委員会）:298件

　 電話相談：2,040件

○地域教育相談　来園、電話による地域教育相談を実施した。本格実施した平成23年度は1,038件、平

成24年度は2,102件となり、そのニーズは確実に高まっている。また、各関係機関にも周知されてい

る。

　 地域教育相談（来園）：2,545件

　 電話相談：457件

○地域教育相談における保護者の声　相談を受けた保護者からは、「身近で、子どもたちが過ごしやす

い場所で教育相談を受けられるのがよい」との声が寄せられた。

※就学相談：就学先を決定する相談。
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１　幼稚園教育の質的向上

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■相談件数の増加や保護者のニーズへの対応等に■相談件数の増加や保護者のニーズへの対応等に■相談件数の増加や保護者のニーズへの対応等に■相談件数の増加や保護者のニーズへの対応等に

ついてついてついてついて

■幼児教育支援員同士の連携体制の工夫と市立幼■幼児教育支援員同士の連携体制の工夫と市立幼■幼児教育支援員同士の連携体制の工夫と市立幼■幼児教育支援員同士の連携体制の工夫と市立幼

稚園内の連携及び各幼稚園・保育所の教職員のス稚園内の連携及び各幼稚園・保育所の教職員のス稚園内の連携及び各幼稚園・保育所の教職員のス稚園内の連携及び各幼稚園・保育所の教職員のス

キルアップキルアップキルアップキルアップ

≪幼児教育センター相談事業≫≪幼児教育センター相談事業≫≪幼児教育センター相談事業≫≪幼児教育センター相談事業≫

○相談件数は、地域教育相談の実施の効果もあ

り、ここ数年はほぼ同数で推移している。ただ

し、年長児の就学相談の時期（９月～12月）には

予約が集中する。

≪研究実践園の教育相談≫≪研究実践園の教育相談≫≪研究実践園の教育相談≫≪研究実践園の教育相談≫

○相談件数の増加の状況から、確実に幼児期の教

育相談のニーズは高まっていると言える。相談件

数の増加に伴い、相談予約の待ち時間が長くなっ

ている現状にある。区によっては２か月待ちとい

う状況である。

≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫

○幼児教育センターと研究実践園の教育相談とも

に、待ち状況のみならず、保護者のニーズに応え

られる相談支援の在り方を今後も検討していく必

要がある。

○年長児の相談が最も多かったが、平成23年度開

始の地域教育相談では、年中以下の相談が多く、

平成25年度は、合わせて約70％となっている。年

中児以下では、子どもの発達の様子に対する戸惑

いなどが多く、保護者の話を聞いたり、支援の方

法の助言をしたりする教育相談は保護者支援の視

点からも重要である。一方、年長児は、発達障害

等に係る内容が多く、就学相談と合わせて、小学

校へのより良い引継ぎを期待する相談が増えてい

る。したがって、幼稚園や保育所等の教職員が、

個々の支援内容のより良い引継ぎ方を身に付けて

いく必要がある。

■札幌市全体における課題■札幌市全体における課題■札幌市全体における課題■札幌市全体における課題

○地域教育相談事業は、主として２歳から６歳の

幼児を対象としている。そのことから、１歳半健

診や３歳健診等において保健センター等での相談

を受けた幼児等が多い。そのため、保健センター

との連携は進んできている。ただし、１歳半健診

で発達の状況を確認できない場合など、幼稚園、

保育所に入園後の様子から教育相談につながって

いることが多い。その中で、保育所においては子

ども未来局による巡回指導相談を行っているが、

回数が限られているなど、支援が充分に図られて

いるとは言いにくい。平成25年度は、保育所280園

中247園で巡回指導相談を行っている。保育所での

巡回指導相談以外にも、児童デイサービスを活用

している保護者も増えてきている現状にある。今

後の札幌市の幼児の早期の教育相談、支援という

観点からは、この巡回指導相談などの他の相談機

能（施設）との連携を図ることが必要である。

≪幼児教育センター相談事業≫≪幼児教育センター相談事業≫≪幼児教育センター相談事業≫≪幼児教育センター相談事業≫

○就学相談の時期については、現在も幼児教育支

援員が交替で幼児教育センターの教育相談業務

（幼児対応）をすることで対応しており、今後も

継続していく。

≪研究実践園の教育相談≫≪研究実践園の教育相談≫≪研究実践園の教育相談≫≪研究実践園の教育相談≫

○相談件数の増加に伴う対応として、園内での教

育相談の枠を増やすための体制づくりと幼児教育

支援員同士の連携体制を工夫する。

≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談≫

○幼児教育センターと研究実践園の教育相談とも

に、保護者のニーズに応えていくためには、相談

員自身のスキルアップと他機関と積極的に連携を

図っていくことを検討する。

〇就学に際しての支援内容の引継ぎでは、園での

実態や支援の実際などを伝える、個別の指導計画

を活用するなど、具体的な引継ぎ方法を知る必要

がある。そのためには、支援担当者研修（Ｐ11）

の中で、引継ぎ方法の内容を扱ったり、幼稚園訪

問支援で幼児教育支援員が具体的に伝えたりする

ことが大切である。また、平成25年度設置の幼保

小連携推進協議会（Ｐ７）では、顔を合わせて話

しをする機会をもつなど、話をしやすい環境づく

りを行うとともに、教職員同士でより良い引継ぎ

方法の研修を行う予定である。これらの取組によ

り、幼稚園・保育所・幼児教育センター及び研究

実践園が連携を図りながら、小学校への引継ぎは

それぞれの教職員が自主的に行えるようにしてい

く。

■札幌市全体における課題を踏まえた方向性■札幌市全体における課題を踏まえた方向性■札幌市全体における課題を踏まえた方向性■札幌市全体における課題を踏まえた方向性

○早期の幼児の相談支援の必要性から、地域教育

相談事業は、今後も必要な事業であり、施設や環

境等を更に充実していくことを検討していく。ま

た、保育所の巡回指導相談、児童デイサービスな

どでの相談支援等との連携の在り方を検討してい

く。

◆新制度移行に関わる今後の方向性

○上記の方向性と同様

【参考】平成26年度の取組

〇幼児教育センターと研究実践園では、発達

に心配のある幼児の保護者のニーズに合わせ

て、これまでどおり、教育相談を実施。

〇教育相談のケースによっては、医学的診断

（医師との相談）やケース検討会議を行うな

ど、よりよい支援や就学先のために他機関と

連携。

◆新制度移行に関わる課題

○上記の課題と同様
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〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○アセスメント実態把握と研修の実施　私立幼稚園において、アセスメント実態把握と要支援児の支援

担当者に対する特別支援教育についての基礎的な研修を行った。アセスメント実態把握については、

年々増加傾向にある。研修参加については、例年650人～850人程度受講している状況である。

　 アセスメント実態把握園数及び要支援児数（実際の実態把握数）：113園　1,246人（1,470人）

　　【参考】Ｈ24：110園　822人（1,158人）、Ｈ23：108園　664人（782人）

　　＊アセスメント実態把握した幼児の中で、学識経験者から構成されている札幌市幼児アセスメン

　　　ト委員会での認定を受けた幼児を要支援児としている。ただし、その他にも私立幼稚園からは

　　　実態把握してほしいとの要請を受けている幼児の総数が（ ）内の人数となる。

　 支援担当者研修の実施回数及び参加人数：５回　807人

　　【参考】Ｈ24：５回　661人、Ｈ23：５回　741人

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（５）　幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進（５）　幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進（５）　幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進（５）　幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○札幌市の私立幼稚園において特別な教育的支援を必要とする幼児（以下、「要支援児」という。）の

円滑な受け入れを推進するとともに、教育内容の充実を図り、適切な保育環境を提供することを目的と

して実施している。訪問要請のあった私立幼稚園を幼児教育支援員が訪問し、要支援児のアセスメント

実態把握（※）を行い、その理解と支援について伝えることで、私立幼稚園の特別支援教育の充実を

図っている。また、要支援児の支援担当者に対して、特別支援教育についての基礎的な研修を行ってい

る。平成23年度から実施。

※アセスメント実態把握：幼児教育支援員がチェックシートを活用して要支援児の様子を観察記録し、各園の個別の指導計画

の作成や活用などに生かす。
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１　幼稚園教育の質的向上

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■実態把握人数の増加に伴う対応について ■幼稚園内の連携と幼児教育支援員同士の連携体■実態把握人数の増加に伴う対応について ■幼稚園内の連携と幼児教育支援員同士の連携体■実態把握人数の増加に伴う対応について ■幼稚園内の連携と幼児教育支援員同士の連携体■実態把握人数の増加に伴う対応について ■幼稚園内の連携と幼児教育支援員同士の連携体

制の工夫及び幼稚園教諭の特別支援教育のスキル制の工夫及び幼稚園教諭の特別支援教育のスキル制の工夫及び幼稚園教諭の特別支援教育のスキル制の工夫及び幼稚園教諭の特別支援教育のスキル

アップアップアップアップ

○アセスメント実態把握は、２区の幼児教育支援

員がペアとなって、それぞれの区の幼稚園を訪問

している。しかしながら、区によって園数や人数

の差が大きいことから、要請に対応しきれないこ

とがある。

○要支援児の適切な理解と対応のために、幼稚園

教諭が、特別支援教育について、より一層、理解

を深める必要がある。

○アセスメント実態把握は、区によっては支援員

の３人体制を組むなどの工夫を含めて訪問体制の

見直しを検討する。

○幼児教育支援員が幼稚園に訪問することによる

直接的な支援や年５回実施している支援担当者研

修を実施し、幼稚園教諭が特別支援教育のノウハ

ウを身に付け、更にスキルアップすることによ

り、要支援児の適切な支援ができるように努め

る。

◆新制度移行に関わる課題

○保育所での実態調査によると、平成25年度

は保護者が認めたり、療育手帳を保持してい

る障がい児数は全市で308人である。保護者

が認めていない幼児や私立幼稚園特別支援教

育事業で実態把握した幼児数と合わせると、

要支援児数は2,000人を超えることが予想さ

れる。これだけの幼児に対応するために、保

育所等も含めた札幌市全体における幼児教育

施設での特別支援教育の更なる充実を図る必

要がある。

◆新制度移行に関わる今後の方向性（札幌市

の幼児期の特別支援教育の充実）

○札幌市全体における特別な教育的支援が必

要な幼児の受け入れを促進できる更なる仕組

みづくりや札幌市の幼児教育施設において、

個別の指導計画及び個別の支援計画の作成や

活用、具体的な支援の在り方などの特別支援

教育の研修の実施について検討していく。

【参考】平成26年度の取組

○私立幼稚園の訪問要請に応じて、幼稚園訪

問支援を行う。

○アセスメント実態把握については、幼児教

育支援員の体制の工夫をしながら取り組む。

〇支援担当者研修を年間５回実施。
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〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

イ　全市（各区）幼児教育講演会イ　全市（各区）幼児教育講演会イ　全市（各区）幼児教育講演会イ　全市（各区）幼児教育講演会

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○保護者が家庭における地域の子育てや子育ちの在り方を考える機会とするために、全市及び各区にお

いて講演会を実施している。

○ひろばの開催　各区において「ポロップひろば」を開催した。

　 開催回数：121回（10区計）

　 講座数:36回（10区計）

　 参加人数：6,828人（10区計）

　 「ポロップひろば」での教育相談件数：355件（10区計）

　　　　　　（うち地域教育相談につながった件数：120件）

○地域教育相談へのつながり　当該取組が少しずつ地域に周知されてきている。また、「ポロップひろ

ば」での教育相談は例年約400件となっている。「ポロップひろば」での教育相談から地域教育相談に

つながるケース数は平成25年度から把握しているが、３分の１程度となっている。

○参加者の声　参加者からは、「季節に合わせた遊びや制作活動などを楽しむことができた」、「幼稚

園や小学校の先生の話を話を聞くことで、幼稚園の様子や入園や入学などに向けて見通しを持つことが

できた」、「直接相談ができた」など評価する声が寄せられた。

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（６）　幼児期の学校教育の保護者等への啓発・支援の推進（６）　幼児期の学校教育の保護者等への啓発・支援の推進（６）　幼児期の学校教育の保護者等への啓発・支援の推進（６）　幼児期の学校教育の保護者等への啓発・支援の推進

○幼児教育センター及び各区の研究実践園である市立幼稚園において、様々な機会を通じて、保護者に

向け、幼児期の子育てや幼稚園教育の在り方について、情報提供を実施している。

ア　未就学児の子育て広場「ポロップひろば」の開催ア　未就学児の子育て広場「ポロップひろば」の開催ア　未就学児の子育て広場「ポロップひろば」の開催ア　未就学児の子育て広場「ポロップひろば」の開催

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○就学前の子ども（主に２～６歳児）とその保護者を対象とし、各区の市立幼稚園（研究実践園）にお

いて月一回、２時間程度開催している。園庭や園舎を使って、簡単な製作や水遊び、雪遊びなどの身体

を動かした遊び等、幼稚園の遊びを親子で体験できるほか、保護者向けには子育て講座や教育相談の受

け付けを行っている。平成24年度から実施。

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○講演会の実施　全市及び各区にて、幼児教育講演会を実施した。

　 全市幼児教育講演会参加者数：207人（１回開催）

　 全市講演会テーマ：「笑顔のパパママ増量大作戦～イライラしない子育て～」

　 各区幼児教育講演会参加者数：641人（10区各１回開催）

　 区講演会テーマ：「元気な心と身体は、おいしい食事から」、「今日の子育て、明日の幸せ」な

　 　　　　　　　　ど

○参加者の声　参加者からは「すごく良い講演会で、ためになった」、「元気をもらった。今日聞いた

話を周りの友達にも伝えたくなった」、「いろいろな考えがあり、勉強になった。家でも心に余裕がも

てるようにしたいと思った」などの声が寄せられた。

-13-



１　幼稚園教育の質的向上

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■地域への周知と環境づくり■地域への周知と環境づくり■地域への周知と環境づくり■地域への周知と環境づくり ■１歳半健診と３歳児健診での啓発と情報発信の■１歳半健診と３歳児健診での啓発と情報発信の■１歳半健診と３歳児健診での啓発と情報発信の■１歳半健診と３歳児健診での啓発と情報発信の

工夫工夫工夫工夫

■幼児教育講演会の内容■幼児教育講演会の内容■幼児教育講演会の内容■幼児教育講演会の内容 ■幼児教育講演会の内容の整理と実施の仕方の工■幼児教育講演会の内容の整理と実施の仕方の工■幼児教育講演会の内容の整理と実施の仕方の工■幼児教育講演会の内容の整理と実施の仕方の工

夫夫夫夫

○各園から地域に向けて「ポロップひろば」のよ

うな取組があることを情報発信することにより、

徐々に周知されてきてはいるが、就学前の子ども

をもつ保護者に対して、より周知を図っていく必

要がある。

○子ども同士や保護者同士が交流できること、保

護者が子育てや子どもの発達のことなどを気軽に

相談できる環境づくりに努める必要がある。

○各区の健康・子ども課が行っている１歳半健診

と３歳児健診時に、「ポロップひろば」等の支援

の場があることや幼児教育や子育てに関する情報

を発信するなど発信する情報の内容や発信方法の

工夫を図り、幼児期の子育てに関してより周知を

図る。

○これまでも子どもたち、保護者ともに参加しや

すいように遊びや活動内容を考えてきているが、

更に、保護者同士が交流したり、子育てなどのこ

とについて気軽に相談できるように活動内容も含

めて環境づくりを工夫していく。

≪全市幼児教育講演会≫≪全市幼児教育講演会≫≪全市幼児教育講演会≫≪全市幼児教育講演会≫

○生涯学習部の家庭教育学級や中央図書館の幼児

の絵本の啓発などと内容が重複する場合があり、

検討して整理をしていく必要がある。

≪区幼児教育講演会≫≪区幼児教育講演会≫≪区幼児教育講演会≫≪区幼児教育講演会≫

○各園で「ポロップひろば」が始まり、その中で

の学習会や研修などと内容が重複することが多く

なってきている。

≪全市幼児教育講演会≫≪全市幼児教育講演会≫≪全市幼児教育講演会≫≪全市幼児教育講演会≫

○各関係機関や部局等の内容を調査し、整理する

とともに連携して取り組むことを視野に入れて検

討していく。

≪区幼児教育講演会≫≪区幼児教育講演会≫≪区幼児教育講演会≫≪区幼児教育講演会≫

○区幼児教育講演会の内容と「ポロップひろば」

での講座内容の重複が見られることから、「ポ

ロップひろば」に統合し取り組むこととする。

◆新制度移行に関わる課題

○各区保育・子育て支援センターおいても、

幼児と保護者を集めた子育てサロンを実施し

ている。また、保護者同士の学び合いの機会

となる講演会、講座等の内容が重複している

ものもある。新制度移行に関わって、効率的

な取組について検討していく必要がある。

◆新制度移行に関わる今後の方向性

○各施設での取組の状況を把握した上で、実

施内容等を整理し、効率的かつ効果的な取組

を検討していく。

【参考】平成26年度の取組

〇各区研究実践園において、５月から月１回

程度、ポロップひろばを実施。

〇ポロップひろばの中では、子育て支援や就

学などをテーマとした研修講座を各区で数回

実施。

【参考】平成26年度の取組

○全市幼児教育講演会

７月８日（火）に実施予定。

○「ポロップひろば」は各区で月一回程度実

施予定。（区幼児教育講演会の内容を統合）
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○イベント・パネル展の実施　８月31日に大通高校・中央幼稚園（併設）で遊び体験のイベントを開催

したほか、８月１日～６日に札幌駅前地下歩行空間でパネル展を実施した。

　 遊び体験のイベント参加者数：793人（大人 467人、子ども 326人）

　　【参考】Ｈ24：743人、Ｈ23：789人

　 パネル展観覧者数：4,206人

　　【参考】Ｈ24：2,221人、Ｈ23：1,239人

○参加者の声　イベントの参加者からは、「子どもが楽しく過ごすことができ、幼稚園の情報を得るこ

とができた」などの声が聞かれた。

○参加者の様子　パネル展では、「札幌市の私立幼稚園ガイド」や未就園児の会の情報を問い合わせる

など、入園の情報を収集する様子が見られた。

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

○未就園児の保護者を含む市民を対象に、幼稚園の遊びを体験するイベントや幼稚園の紹介のパネル展

を行っている。札幌市の幼稚園教育や幼児期の子育ての在り方などについて知らせ、幼稚園教育につい

ての理解啓発を図ることを主なねらいとして、私立幼稚園連合会と共催で行っている。平成21年度から

実施。

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

ウ　さっぽろ・ようちえん・にこにこフェスティバルウ　さっぽろ・ようちえん・にこにこフェスティバルウ　さっぽろ・ようちえん・にこにこフェスティバルウ　さっぽろ・ようちえん・にこにこフェスティバル

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

さっぽろ・ようちえん・にこにこフェスティバルの様子
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１　幼稚園教育の質的向上

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■幼児教育施設の変容に伴う目的、内容の見直し■幼児教育施設の変容に伴う目的、内容の見直し■幼児教育施設の変容に伴う目的、内容の見直し■幼児教育施設の変容に伴う目的、内容の見直し

■幼児教育の理解啓発のための内容の見直し■幼児教育の理解啓発のための内容の見直し■幼児教育の理解啓発のための内容の見直し■幼児教育の理解啓発のための内容の見直し

○今後、子ども・子育て支援新制度に伴う幼児教

育施設の変容が進む中で、目的も含めた実施内容

の見直しを検討する必要がある。

○園と家庭とが連携した幼児期のよりよい子育て

の在り方の発信・啓発など、幼稚園教育の啓発の

みでなく、就労家庭の増加等様々な家庭の状況を

踏まえた目的、内容の見直しを行っていく。目的

や内容によっては、他課他部局等とも連携を図る

ことを視野に入れ、効率的かつ効果的な実施内容

を検討する。

例)生涯学習推進課で行っている家庭教育学級等の

紹介や、中央図書館と連携した絵本の紹介など。

◆新制度移行に関わる課題

○上記の課題と同様

パネル展の様子

【参考】平成26年度の取組

○パネル展は、平成26年度については、５月

時点では、新制度移行に関わって幼稚園の名

称や園の方針等も定められない状況であるこ

とから、幼稚園紹介のパネルを作成すること

が難しい。また、前年25年度の場所（札幌市

地下歩行空間）が確保できなかったこともあ

り、内容、時期、回数、場所等を変更して実

施の予定。

○幼稚園の遊び体験のイベントは、これまで

の目的に沿って計画し実施。

◆新制度移行に関わる今後の方向性

○上記の方向性と同様
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

主旨・目的主旨・目的主旨・目的主旨・目的

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（１）　健やかな身体の育成に向けた計画的な指導の充実（１）　健やかな身体の育成に向けた計画的な指導の充実（１）　健やかな身体の育成に向けた計画的な指導の充実（１）　健やかな身体の育成に向けた計画的な指導の充実

ア　健康増進に関する取組ア　健康増進に関する取組ア　健康増進に関する取組ア　健康増進に関する取組

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

「生涯を通じて運動に親しむための基礎を培うとともに、積極的に心身の健康の保

持増進を図る資質や能力」の育成を図る。そのため、発達の段階を踏まえて子ども

たちの体力の向上を図るとともに、望ましい食生活の在り方等、健康に生活するた

めの知識と実践力を育む教育を推進する。

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○健康に関する理解を通して、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育

てるため、保健学習の効果的な指導の在り方（保健学習の指導方法の工夫・改善）に関する研究を推進

し、その普及啓発を図っている。

○学習交流　12月に札幌市中学校教育課程研究協議会体育・保健体育部会を実施し、各学校の創意工夫

を生かした保健学習の交流を行い、学習指導及び評価の改善・充実に繋げた（15校参加）。

○研究事業の実施　国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定校事業の委託を受け、中学校の

研究指定校において「保健学習の指導方法の工夫・改善に関する研究」に取り組んだ。

　 研究指定校の授業公開へ向けた検討会の実施：９回

　 研究指定校の授業公開及び研究協議会の参加者数：小学校教諭23人、中学校教諭35人

研究指定校（上野幌中学校）の報告資料より
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■保健学習の一層の充実■保健学習の一層の充実■保健学習の一層の充実■保健学習の一層の充実 ■保健学習における効果的な指導法についての研■保健学習における効果的な指導法についての研■保健学習における効果的な指導法についての研■保健学習における効果的な指導法についての研

究の推進と各学校への啓発究の推進と各学校への啓発究の推進と各学校への啓発究の推進と各学校への啓発

○個人生活における健康課題を把握し、その解決

を目指して具体的に考え、判断し、それらを表現

する力の育成を目指す必要がある。

○札幌市教育研究推進事業や教育課程研究協議会

（体育・保健体育部会）において、学習内容を明

確にし、知識を活用する学習活動を取り入れるな

どの指導法の工夫について研究を進め各学校へ啓

発する。

○平成27年度から使用する教科書に対応した教育

課程の編成及び指導の充実に資するために作成す

る札幌市小学校教育課程編成の手引を作成するに

あたり、知識の習得を意図した活動だけでなく、

学習した知識を活用し、子どもの理解がより深ま

るような活動例を掲載する。

【上野幌中学校生徒のライフプランニングシート（※）からの抜粋】

学習前：「現在の生活で気をつけていること」

食事…毎日しっかり３食とって、さらに栄養がかたよらないようにする。

運動…少しでもいいから日々、体を動かす。

休養…睡眠時間を確保する。自分の好きなことをする。

学習後：「これからの生活で心がけていくこと」

食事…１日に何を食べたのか、何を食べ過ぎたのか、何が足りなかったのかを確認する。

間食を減らす。特に晩ごはんの前に食べない。油っこいものは控える。

ヘルシーなものを食べる。

運動…（高校入学後は）地下鉄駅を降りたら､バスを使わず歩いて学校に行きたい。

もし部活に入らなかったら朝30分くらいは走りたい。

休養…寝る前に音楽を聴いて心を落ち着けてから寝る。ストレッチをして血行をよくする。

【参考】平成26年度の取組

○札幌市教育研究推進事業拡大推進会議、教

育課程研究協議会における、研究指定校での

研究成果等の普及啓発。

○札幌市小学校教育課程編成の手引への保健

学習に関する留意事項等の掲載による各学校

への普及啓発。

※ライフプランニングシート※ライフプランニングシート※ライフプランニングシート※ライフプランニングシート：食事、運動、休養と健康について学び、健康を保持増進するための生活習慣について考

える学習の「まとめ」を行うための学習シート。学習の前後で生徒の意識の変化を対比することで、将来に向けた生活

の改善点をより意識しやすいように工夫した。

確かな学力と豊かな心、

健やかな身体を家庭や地

域とともにはぐくむ義務

教育を推進します

指針

教育推進計画

（Ｈ16年～Ｈ25年）

知・徳・体のバランスのとれた教育を

充実させ、確かな学力と豊かな心、健

やかな身体をはぐくみます

個別計画 基本的方向性

○当該施策の札幌市教育振興基本計画上の位置付け（Ｐ49体系図参照）

健やかな身体

の育成【体】

当該施策

-18-



平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

イ　飲酒、喫煙、薬物乱用、性の逸脱行動などの防止への理解イ　飲酒、喫煙、薬物乱用、性の逸脱行動などの防止への理解イ　飲酒、喫煙、薬物乱用、性の逸脱行動などの防止への理解イ　飲酒、喫煙、薬物乱用、性の逸脱行動などの防止への理解

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為が心身に様々な影響を与え、健康を損なう原因となることについて

の理解を図るとともに、非行や犯罪等から児童生徒を守るため、北海道警察本部と連携し、小学校、中

学校、高等学校に対して、警察官を講師として、薬物乱用防止教室及び非行防止教室を実施している。

なお、札幌市内にある９警察署において認知している少年犯罪のうち、飲酒、喫煙においては微増傾向

にある。

【参考】少年犯罪及び不良行為件数経年推移（資料：「札幌市統計書」）

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○児童生徒向け教室の実施　警察官を講師とする薬物乱用防止教室、非行防止教室を実施した。

○各園・校への注意喚起　長期休業前に全市立の園・学校に対して生徒指導に関する通知を行い、注意

喚起を行った。

○研究協議　全ての市立学校及び希望する保護者等を対象として、生徒指導上の諸問題に関する協議を

行う生徒指導研究協議会を７月に開催し、飲酒等の防止など、健やかな身体の育成に係る研究協議を実

施した。協議の成果について、参加した教員が自校の研修会等で報告するなどし普及啓発を図った。

＊数値は延べ件数であり、20歳未満の市立・道立・私立高校生徒及び有職、無職少年を含む。
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■自ら適切に対処する力の育成 ■学校独自の取組の推進■自ら適切に対処する力の育成 ■学校独自の取組の推進■自ら適切に対処する力の育成 ■学校独自の取組の推進■自ら適切に対処する力の育成 ■学校独自の取組の推進

○北海道警察との連携による薬物乱用防止教室や

非行防止教室を有効活用するほか、保健福祉局や

他の専門機関等との連携により、児童、生徒自ら

が適切に対処できるための取組を検討することが

必要である。

○薬物乱用防止教室は、各校種とも実施率が固定

化していることから、実施率の増加を目指しつつ

も、実施内容における質的改善を目指す事が課題

である。

○各学校の年間生徒指導計画に、飲酒、喫煙、万

引等の初発型非行や薬物乱用防止、少年の福祉を

害する犯罪被害（インターネットに係る性犯罪

等）や性の逸脱行動防止に向けた取組を位置付け

るとともに、学習指導要領に基づいた教科との関

連性を高め、学校の特色を生かした取組を進め

る。

○各学校が専門機関と連携した有効な取組ができ

るよう、保健福祉局、薬剤師会等関係機関と連携

を図った取組について周知を図る。

【参考】平成26年度の取組

○飲酒、喫煙、薬物乱用、性の逸脱行動など

の防止における質的変化の改善を図るため、

初発型非行の防止の観点から、総合型の非行

防止教室の在り方を検討。

○より効果的な取組への変化を図るため、北

海道警察本部と連携して、警察官を授業支援

者とするなど、ティームティーチング方式に

より非行防止に係る授業を行うなど授業形態

を工夫。
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平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

ウ　性に関する指導の充実ウ　性に関する指導の充実ウ　性に関する指導の充実ウ　性に関する指導の充実

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○各学校において、性に関する指導を教育課程に位置付け、全体計画や年間指導計画を作成して学習を

行っている。さらに、生命の尊重を重視した性に関する指導について研究実践校において実践研究を行

い、全ての学校に研究成果を提供することで実践事例の普及啓発を図るとともに、産婦人科医等が学校

で専門的知識を要する内容の講義等を行うなどして、性に関する指導の充実を図っている。

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○各校における計画的な学習　各学校において、性に関する指導の全体計画、年間指導計画を作成する

などして、計画的に学習を行った。

○実践研究　小学校１校、中学校１校が研究実践校となり、性に関する指導の実践研究を実施した。

○講演会講師の派遣　産婦人科医師及び助産師を、講演会等の講師として希望する学校に派遣した。

　 主なテーマ：「現代社会の男女の在り方」、「思春期の体の変化」、「生命の誕生」、

　　　　　　　 「避妊と中絶」など

　 受講者：5,431人（児童生徒4,959人、教員217人、保護者255人）

　 実施校数：48校（小学校38校、中学校８校、高等学校２校）

【参考】思春期ヘルスケア事業（※）（Ｈ24年度）

　 受講者：14,491人

　 実施校数：89校

　　＊小学校（国立含む）38校、中学校（道立、私立含む）38校、高等学校（道立、私立含む）13校

※思春期ヘルスケア事業：保健福祉局主催で、保健センターの専門職（医師・保健師・助産師）が小・中・高等学校に出向

き、授業の一環として、生命誕生や思春期の心と体の発達、健康管理等について健康教育を行う授業。

16 14
28 34 33 3811 10

8
10 11

8

8 10

3 2 2

0

20

40

60

H20 H21 H22 H23 H24 H25

産婦人科医・助産師派遣校数

小学校 中学校 高等学校

（校）

57 61 62 64
91

13 12 12 14

62

0

50

100

H20 H21 H22 H23 H24

（％） 性に関する指導計画の作成状況

小学校 中学校

【旭丘高校の報告書から抜粋】

子宮頸がんがヒトパピローマウイルス(HPV)感染による深刻な性感染症の１つであること

を、パワーポイントを使用した豊富な資料で具体的に講演していただいた。また、高校生の

性感染症の罹患率が高いという現状を身近な事例で説明してくださり、講師の専門性が生か

された講演内容であった。生徒も真剣に聞いており、保健の授業とは違う角度からの専門家

の知識を教えていただき、大変参考になった。

講演会では、講師の御配慮で本校卒業生の保健師も生徒の目線に立った説明をしてくれる

など、大変成果のある講演会であった。
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■児童生徒の実態等に応じた指導の推進 ■指導例の作成と普及啓発■児童生徒の実態等に応じた指導の推進 ■指導例の作成と普及啓発■児童生徒の実態等に応じた指導の推進 ■指導例の作成と普及啓発■児童生徒の実態等に応じた指導の推進 ■指導例の作成と普及啓発

○性に関する指導について、各学校において、児

童生徒の発達の段階や実態に応じ指導方法の工夫

改善を図ることが必要である。

＜指導方法等の工夫改善の視点＞

・生命を尊重する心や自他の心と体を大切にする

態度の育成

・性に関する正しい知識をもって適切に行動する

ことができる倫理観の醸成

・札幌市における児童生徒の性の逸脱行動等の未

然防止に向けた態度の育成

○各学校における指導の参考となる指導例を作成

し、指導資料として配布する。

○指導例には、産婦人科医師及び助産師による講

師派遣事業における取組例等を掲載し、同事業の

活用方法の啓発も図る。

○性に関する情報を入手する手段が、携帯電話や

パソコン等、多様化していることを踏まえた指導

方法等の一層の充実について検討を進める。

参加した生徒の感想

【産婦人科医師による講演の感想から抜粋】 対象：中・高生

・検診やワクチンの大切さやＨＰＶの危険性がわかった。

・性感染症の症状や要因、感染率についてよく知ることができた。

・子宮頸がんは男性だから関係ないという考えではなく、知識をつけて女性に対する態度も考えなけ

ればいけないと思った。

・「自分のからだは自分で守る」という言葉が印象に残った。

・講演を聴いて、産まれてくることはすごく大変なことで、自分の体を大切にしなくてはいけないこ

とが分かりました。

・ウイルスは主に性交によって感染するので、不特定多数のパートナーとの性交は控えた方がよいと

知った。

・まだ自分には関係ないと思っていたけど、子宮頸がんは20～30代になりやすいと知って、身近な問

題だとわかった。

【助産師による講演の感想から抜粋】 対象：小・中学生

・１人の赤ちゃんが産まれて大きくなるまでは、いろいろなことがあって大変だけれど、その分たく

さんの人に愛されていて大切にされてきているから簡単にいのちをたってはいけないと思いました。

・生命の誕生を知ることができて、とても勉強になりました。少子化のこの世の中で、未来を担う存

在として役目を果たすよう頑張りたいと思います。自分の命、そして他の人の命を大切に生きていき

たいと思います。

・私は私として生きてくることができて幸せです。友達関係にあまり自信がなくて、すごくつらい時

もありましたが、講師の方の話を聞いて、「これからは、自分や人の命を大切に、強く生きていこ

う」と思いました。

【参考】平成26年度の取組

○幼稚園から高等学校までの各校種の教職員

及び学識経験者からなる実践研究会を設置

し、生命の尊重を重視した性に関する指導の

実践研究の推進。

○実践事例を収集し、平成17年度に発行した

指導資料の改訂作業を推進。

○中学生・高校生を対象に性に関する意識・

実態調査を実施。（携帯電話やパソコン等を

活用した情報入手の状況把握を含む）
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〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○実践状況資料の配布　各学校における食に関する指導を推進するため、小中学校、特別支援学校にお

ける指導の実践状況を資料としてまとめ、全校に配布し、普及啓発を図った。

○実践交流　栄養教諭・学校栄養職員研修会においてブロック活動（※）の実践報告を行い、食に関す

る指導の全市における情報交流を行った。また、札幌市教育研究推進事業の食指導部会において、効果

的な授業づくりのための授業研究を行った。

○家庭・地域との連携　家庭・地域との連携を図るため、各学校で毎月発行している給食だより等を通

して、家庭に対して学校給食での食育の取組や食品、栄養に関する情報提供をすることで、望ましい食

習慣の形成等への啓発を行った。さらに、給食試食会の開催や学校ホームページの活用により、学校給

食の内容や食育の取組を紹介し理解を図った。

○地産地消の推進　児童生徒が地元の食材に関心を持ち、生産、流通、消費についての理解を深め、郷

土への愛着心を育むために、市学校給食会や農協等と連携し、地産地消の推進として学校給食での北海

道産食材の積極的な使用を進めた。また、各学校では、フードリサイクル作物をはじめとした札幌産、

北海道産の食材を給食時間での指導の教材として活用するとともに、教育委員会ホームページや給食だ

よりで紹介し、家庭・地域への普及啓発を図った。

　 北海道産食材使用実績（平成24年度）：重量ベース77％（米、小麦、牛乳は100％）

※ブロック活動：行政区単位の小中学校で構成し（ただし、北区は２ブロック）、目標と視点を次のとおり定め活動してい

る。【活動目標】…食に関する指導の充実を図る。【活動視点】…献立作成や食に関する指導の中で食べる意欲を高める工夫

を重ねる。食の大切さを理解し、自ら行動できる子どもを育てる。

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（２）食育の推進（２）食育の推進（２）食育の推進（２）食育の推進

ア　食に関する指導の推進ア　食に関する指導の推進ア　食に関する指導の推進ア　食に関する指導の推進

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

[Ｐ25-26（参考）に続く]

○食に関する指導の全体計画及び年間指導計画に基づき、継続的かつ体系的な食に関する指導の充実を

図るとともに、子どもが健康の大切さを理解し、望ましい食習慣を形成するよう指導している。また、

地産地消やフードリサイクルの取組の活用など、食と環境を結びつけた学習活動の充実を図っている。
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■食に関する指導の充実 ■食に関する指導の充実■食に関する指導の充実 ■食に関する指導の充実■食に関する指導の充実 ■食に関する指導の充実■食に関する指導の充実 ■食に関する指導の充実

○食に関する指導の成果について実態を踏まえた

分析を行うとともに、栄養教諭の専門性を生かし

て、全小中学校で食に関する指導の成果がより高

められるよう、指導内容を充実していく。

○地産地消や郷土食に関する指導を通して「感謝

の心」、「食文化」への理解を深めていく。

○全小中学校において食に関する指導を給食時間

及び教科等で横断的に関連付けた指導としていけ

るよう、「食に関する指導の手引」等に示してい

く。

○各学校における食育は、給食時間を中心に教育

活動全体の中で計画的、継続的に推進している

が、文部科学省が「食に関する指導の手引」で示

す６つの指導の目標の成果にばらつきが生じてい

ることから、成果指標のとり方が実態を反映させ

る調査になっているかどうかの分析を十分に行う

必要がある。

○「感謝の心」、「食文化」に関しては、現状よ

り成果を高めていけるよう、指導の場面、指導内

容の工夫を図り、さらに計画的に指導していく必

要がある。

【参考】平成26年度の取組

○児童生徒の食生活に関する各種調査結果や

給食時間、教科等での栄養教諭による実践事

例を踏まえた「食に関する指導の手引き」の

改訂の実施。

○全小中学校、特別支援学校における「食に

関する指導」の実践状況をまとめ、各学校で

の食育推進の参考となるよう啓発。
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１　給食時間の指導内容、食に関する指導の実施状況について（小中それぞれ上位４回答を掲載）

　 　給食時間の指導内容（複数回答）

　

　 　食に関する指導の実施状況（複数回答）

２　食に関する指導の成果について

　 　文部科学省が「食に関する指導の手引」で示す６つの目標に対する成果（複数回答）

（参考）各学校における指導の実践状況（平成25年度結果）　　（参考）各学校における指導の実践状況（平成25年度結果）　　（参考）各学校における指導の実践状況（平成25年度結果）　　（参考）各学校における指導の実践状況（平成25年度結果）　　[Ｐ23の続き]

小学校（203校）

栄養について 94.1％

食事のマナーについて 90.1％

地産地消について 88.2％

衛生管理について 87.7％

中学校（98校）

栄養について 89.8％

衛生管理について 82.7％

地産地消について 82.7％

行事食・郷土料理・

世界の料理について

77.6％

小学校（203校） 中学校（98校）

学級活動 85.2％ 各教科（※） 59.2％

各教科（※） 56.7％ 学級活動 29.6％

総合的な学習の時間 45.3％ 道徳 18.4％

全校朝会 16.7％ 総合的な学習の時間 15.3％

※各教科（多い教科順）

小学校（115校）：家庭科82.6％　生活科57.4％　体育科34.8％

中学校（58校）：技術・家庭科94.8％　保健体育科46.6％　社会科13.8％

小学校

96.0％

96.0％

87.0％

86.0％

83.0％

73.5％

食事の重要性に関する成果

（楽しく食事をすることが心身の健康に大切なことが分かる子どもが増えた等）

心身の健康に関する成果

（好き嫌いせずに食べようとする子どもが増えた等）

感謝の心に関する成果

（食事は多くの人々の努力があって作られていることを知り、感謝の気持ちをもって

食べる子どもが増えた等）

社会性に関する成果

（協力して食事の準備、後片付けを実践しようとする子どもが増えた等）

食文化に関する成果

（地域の産物に興味を持ち、日常の食事と関連付けて考えることができる子どもが

増えた等）

食品を選択する能力に関する成果

（食品の安全や衛生について考える子どもが増えた等）

中学校

＊各目標の成果の評価内容については、求める成果レベルが中学校の方が高くなっている。ま

た、評価は担任、栄養教諭等を対象とした調査結果である。

食事の重要性に関する成果

（生活の中で食事が果たす役割や健康と食事の関わりを理解する子どもが増えた

等）

心身の健康に関する成果

（中学生の時期の栄養について理解する子どもが増えた等）

社会性に関する成果

（環境や資源に配慮した食生活をしようとする子どもが増えた等）

食品を選択する能力に関する成果

（食品の安全や衛生について判断し、適切な取扱いができる子どもが増えた等）

食文化に関する成果

（食文化や歴史と自分の食生活との関連を考えることのできる子どもが増えた等）

感謝の心に関する成果

（生産者や自然の恵みに感謝し、食品を無駄なく使って調理をすることができる子

どもが増えた等）

80.2％

76.0％

65.6％

55.2％

34.4％

28.1％
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

３　家庭・地域との連携について

　 　給食残食量（毎年11月に小学校40校、中学校17校において５日間の給食残量（重量）を計測）
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○フードリサイクル　給食時間や教科等との関連において、リサイクルの仕組みを学ぶとともに、学校

の教材園等でフードリサイクル堆肥を使用して作物の栽培、収穫に取り組んだ。その結果、「児童・生

徒の食への関心が高まった」、「栽培活動への意欲が高まった」等の効果が報告された。

　 フードリサイクル堆肥活用校数：152校（小学校126校、中学校26校）

　

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

■フードリサイクルの堆肥活用校実践報告内容（平成25年度結果）

１　「フードリサイクル」を教材とした給食時間における食に関する指導内容（複数回答）

２　取組を通しての成果について（複数回答）

イ　さっぽろ学校給食フードリサイクルイ　さっぽろ学校給食フードリサイクルイ　さっぽろ学校給食フードリサイクルイ　さっぽろ学校給食フードリサイクル

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○学校給食を作る過程で発生する調理くずや残食などの生ごみを回収してリサイクルセンターで堆肥化

し、農家がその堆肥を使用して栽培した作物を学校給食の食材に用いて、子どもたちに提供している。

さらに、学校の教材園等でリサイクル堆肥を使用した作物栽培・収穫体験等、実践的な活動に取り組む

ことにより、学校給食を基点とした食育・環境教育の推進と充実を図っている。

＊Ｈ18年はモデル校として開始。Ｈ19年からＨ21年は生ごみリサイクル校から重点校及び栄養教諭配

置校とその子学校を実践校として指定。Ｈ22年から全小中学校に実践校の公募を開始。Ｈ23年度から

堆肥活用校に名称変更。
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Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

堆肥活用校数推移

小学校 中学校

（校）

フードリサイクルの仕組み、目的等について 83.3％

フードリサイクル作物について（生育状況、栄養、鮮度等） 58.0％

自分たちで栽培した作物を味わう 47.8％

＊堆肥活用校152校に占める割合。

食べものに関して意欲・関心が高まった 84.9％

栽培活動への意欲が高まった 53.3％

自然環境に興味・関心が高まった 44.7％

感謝の気持ちが育った 38.2％

自主的に行動する態度が身に付いた 10.5％

＊堆肥活用校152校に占める割合。
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■リサイクル堆肥活用校の拡大 ■リサイクル堆肥活用校の拡大■リサイクル堆肥活用校の拡大 ■リサイクル堆肥活用校の拡大■リサイクル堆肥活用校の拡大 ■リサイクル堆肥活用校の拡大■リサイクル堆肥活用校の拡大 ■リサイクル堆肥活用校の拡大

○堆肥活用校における成果を踏まえ、食育・環境

教育の充実を図るため、堆肥活用校の拡大を進め

ていく必要がある。

○子どもたちが栽培体験をする環境を整え、食と

循環型社会への関心を高めるとともに、堆肥活用

校の取組内容や子どもたちへの教育的効果などの

普及啓発を行い、堆肥活用校を拡大する。

○栽培活動を継続、拡大していくために、農体験

リーダー（※）を活用するなど栽培方法・技術向

上等の支援、栽培活動への情報提供の場面を整え

ていく。

※農体験リーダー：経済局農政部所管の「農体験リーダー派遣

制度」のもと、市民農業講座「さっぽろ農学校」の修了生な

ど、一定の農業技術や知識を習得した市民等を札幌市長が「農

体験リーダー」として認定し、学校の「総合的な学習の時間」

やクラブ活動等の課外活動等に派遣している。

【参考】平成26年度の取組

○ホームページへの掲載、出前講座の実施、

リサイクル堆肥未活用校への堆肥活用校実践

状況の情報提供等の普及啓発。
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〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○縄跳び運動等の奨励　持久力や敏捷性等の向上に向け、指導参考資料として「縄跳びカード」や縄跳

び紹介の「ＤＶＤ」の作成配布により、縄跳び運動等の取組を奨励するとともに、地域等で子どもが運

動、スポーツに親しむための取組について試行した。

　 縄跳びカード・縄跳び紹介のＤＶＤの配布先：全市立小中高等学校

○実践研究　体力・運動能力調査結果を踏まえた授業改善等について小中学校教職員14人と大学教授１

人からなる実践研究会を設置して実践研究を行い、その成果として教師用リーフレットを作成し配布し

た。

　 リーフレット配布先：全市立小中学校の全教員（約8,000人）

　　　　　　　　　　　（幼稚園、高等学校にも参考送付）

○文化系部活動等スポーツ大会の開催　普段運動する機会の少ない子どもへの運動の機会を提供するた

め、文化系部活動等スポーツ大会を新たに開催した。

　 文化系部活動等スポーツ大会開催区・参加人数：北区１区・中学生約100人参加

■文化系部活動等スポーツ大会におけるアンケート結果

「今日は楽しめましたか」への回答

「大会に参加して、これからも適度に運動をしようと思いましたか」への回答

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（３）　自ら進んで運動・スポーツに親しむ指導の充実（３）　自ら進んで運動・スポーツに親しむ指導の充実（３）　自ら進んで運動・スポーツに親しむ指導の充実（３）　自ら進んで運動・スポーツに親しむ指導の充実

ア　子どもの体力向上の取組ア　子どもの体力向上の取組ア　子どもの体力向上の取組ア　子どもの体力向上の取組

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○体力・運動能力等に関する各種調査や体力向上策等の実践研究を実施するとともに、「さっぽろっ子

体力向上推進事業」における授業改善の取組や縄跳び運動を推奨・促進し、運動に親しむための工夫・

環境づくりを進め、各学校での指導の充実を図っている。

○家庭での日常的な運動への取組や地域でのスポーツイベント等への参加を啓発するなど、家庭や地域

と連携した取組を推進している。

63.8 34.1 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもそう思う まあまあそう思う

あまりそう思わない（回答者なし） ほとんどそう思わない

30.9 48.9 12.8 7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもそう思う まあまあそう思う

あまりそう思わない ほとんどそう思わない
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■運動習慣の確立 ■運動に取り組む機会の拡充■運動習慣の確立 ■運動に取り組む機会の拡充■運動習慣の確立 ■運動に取り組む機会の拡充■運動習慣の確立 ■運動に取り組む機会の拡充

○各学校の実態に即し、効果的に取り組むことが

できる体力向上策を検討し、子どもが運動に親し

む教育課程や環境等を整える必要がある。

○子どもが家族ぐるみで運動・スポーツに親しむ

ことができるよう、各家庭が地域と連携した取組

に参加しやすい工夫を図る必要がある。

○子どもが運動に取り組む機会の拡充が図られる

よう、各学校における取組状況の把握と状況に基

づく指導助言を行うとともに、教育委員会が把握

した学校で取り組まれている優れた実践例を各学

校に情報提供するなど、教育委員会からの働きか

けを強化する。

○観光文化局スポーツ部や各区役所などの関係部

局等との連携を一層進め、「文化系部活動等ス

ポーツ大会」などの催しの拡充を図るほか、地域

で行われる運動・スポーツに関する催しの情報提

供などの取組を一層推進する。

【参考】平成26年度の取組

○地域等で子どもが運動、スポーツに親しむ

ための取組についての研究開発事業における

検討及び札幌市小学校教育課程編成の手引へ

の位置付けと普及啓発。

○学校における縄跳び活動の推奨（拡充）。

○「雪かき汗かきチャレンジ（※）」の一層

の推進（拡充）。

○文化系部活動等スポーツ大会の拡充。

※雪かき汗かきチャレンジ：家のまわりや地域の消火栓

やゴミステーションなどの除雪を行った時間などを記録

して、一定以上の回数を行った子どもを表彰するもの。

平成25年度から実施。
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平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

イ　運動部活動充実に向けた取組イ　運動部活動充実に向けた取組イ　運動部活動充実に向けた取組イ　運動部活動充実に向けた取組

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○生徒数減少に伴い、各種目の競技に必要な数の部員が集まらなかったり、運動部活動を担当できる教

諭が減少したりしていることにより、各中学校において設置している運動部活動が縮小傾向にある。こ

れに対する対策として、運動部活動に参加する機会を多くの生徒に与え、運動部活動を充実させ、さら

に活性化させるための取組を実施している。

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○外部顧問派遣　運動部活動外部顧問（※）を、運動部活動の顧問の確保が難しい学校に派遣し、教育

指導上必要な運動部を継続又は新設することにより、中学校における運動部活動の充実を図った。

　 運動部活動外部顧問派遣事業：９校（９人派遣）

○外部指導者への傷害保険の適用　運動部活動の外部指導者が安心して指導し、より積極的にかかわる

ことができるよう、指導者に対する傷害保険の加入を行った。

　 傷害保険を適用した運動部活動外部指導者数：133人

　　（主に学校内で指導する「Ａ登録」の外部指導者全員に措置）

○複数校合同部活動の促進　複数校合同チームの結成促進のため、複数校合同チーム（運動部）を希望

する学校についての情報を集約し、その情報を各校に提供した。

　 複数校合同部活動の受け入れ数：12チーム（結果、６チームを結成）

○部活動指導者研修　部活動顧問、外部顧問、外部指導者等を対象とした部活動指導者研修会を実施

し、学校教育の一環としての部活動の指導の在り方について理解を深め、指導者としての資質や指導力

の向上を図った。

　 部活動指導者研修会参加者数・実施回数：66人・１回

※運動部活動外部顧問：教員がいなくても部の運営を単独で行うことができる。ただし、教員経験者を対象に任用。
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２　健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■中学校における運動部活動の活性化 ■運動部活動の在り方検討委員会の設置と研修会■中学校における運動部活動の活性化 ■運動部活動の在り方検討委員会の設置と研修会■中学校における運動部活動の活性化 ■運動部活動の在り方検討委員会の設置と研修会■中学校における運動部活動の活性化 ■運動部活動の在り方検討委員会の設置と研修会

の充実の充実の充実の充実

○希望する種目に加入がかなわない生徒がいる現

状があり、その対応策を講じる必要がある。

○学校教育の一環として行われる運動部活動の趣

旨を鑑み、指導に当たる教員及び外部顧問、外部

指導者の一層の資質及び指導力向上を図る必要が

ある。

○保護者、有識者、中学校体育連盟、観光文化局

スポーツ部等から構成する「運動部活動の在り方

検討委員会」を設置し、生徒が意欲的に部活動に

参加できる環境を整え、中学校における運動部活

動の活性化を図る。

○運動部活動の指導者研修会における講師の選定

及び研修内容を精査し、参加者の増加を目指すな

ど、一層の充実を図る。
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運動部活動設置数経年推移

＊札幌市の全中学校で開設している部活動の数

（野球部、サッカー部、バレー部、バスケット部、陸上部、卓球部、バドミントン部、ソフトテニス部、

柔道部、剣道部など）

（設置数）

【参考】平成26年度の取組

○運動部活動の在り方検討委員会の設置。

【構成員】

・保護者（札幌市PTA協議会）

・有識者

・学校関係者（中学校長会、中体連等）

・外部顧問、外部指導者

・市教委関係課（児童生徒担当課、教育推進

課、教職員課、生涯学習推進課等）

・観光文化局（スポーツ部）

○部活動指導者研修会の実施（平成27年１月

予定）。
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３　【雪】に関する学習活動の推進３　【雪】に関する学習活動の推進３　【雪】に関する学習活動の推進３　【雪】に関する学習活動の推進

北国の子どもとしてのたくましさや、ふるさと札幌への思い、北国の季節や自然、

人の暮らしなどに対する知識・理解、基本的な技能や思考力、判断力などを育む教

育を推進する。

主旨・目的主旨・目的主旨・目的主旨・目的

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

（１）　「雪」をテーマとした学習活動の充実（１）　「雪」をテーマとした学習活動の充実（１）　「雪」をテーマとした学習活動の充実（１）　「雪」をテーマとした学習活動の充実

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○実践研究　小学校６校が研究実践校となり、生活科や総合的な学習の時間等を活用し、「雪」を生か

した学習活動を行った。

　 アイスキャンドル、雪像、雪あかりの路等の制作を通した近隣の幼稚園や地域との交流

　 雪に関する研究者、スキーインストラクター、地域の除雪業者等による講話を通した雪の結晶

　やスキーの魅力、札幌市の除雪の仕組みや苦労等についての知識の習得や理解の深化

○冬道アドバイザー認定講座の実施　豊平区土木センターが豊平小学校と連携を図り、冬の通学路等の

危険マップ作成や除雪の苦情電話対応体験など、雪を素材としながらまちづくり活動のきっかけともな

る学習活動（「冬道アドバイザー認定講座」）を実施した。講座を修了したあと、子どもには豊平区長

からアドバイザー認定証が授与された。

○教科等における雪を題材とした学習活動や雪を活用した取組について、研究実践校において実践研究

を行い、全ての学校に研究成果等を提供することで、雪に関する学習の充実を図っている。
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スノー・アイスキャンドル

さっぽろ雪まつり見学
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冬の暮らしについての学習

雪に関する学習活動実施状況（小学校）

Ｈ25 Ｈ24 Ｈ23

（％）

＊数値はＨ25年

度のみ表記。
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３　【雪】に関する学習活動の推進

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■優れた実践例の普及・啓発 ■研究開発の充実と情報提供の強化■優れた実践例の普及・啓発 ■研究開発の充実と情報提供の強化■優れた実践例の普及・啓発 ■研究開発の充実と情報提供の強化■優れた実践例の普及・啓発 ■研究開発の充実と情報提供の強化

○各校種、とりわけ中学校における雪に関する学

習活動の実施上の課題について分析するととも

に、優れた実践例や実施上の工夫を行っている事

例について情報提供を図ることで、取組の一層の

充実を図る。

○発達の段階に即した優れた実践例の収集に引き

続き努め、育てたい力を明確にした学習指導、中

学校や高等学校での実践の充実が必要である。

13.4

11.3

11.3

4.1

30.9

8.2

14.4

0 20 40 60 80 100

雪中レク（運動会）

雪像作り

スノー（アイス）キャンドル

雪の結晶の観察

地域の除雪ボランティア

砂まきボランティア

幼・保・小との雪を使った交流

雪に関する学習活動実施状況（中学校）

Ｈ25 Ｈ24 Ｈ23

【参考】平成26年度の取組

○札幌らしい特色ある学校教育推進事業にお

いて、１園５校を「雪に関する学習活動研究

実践校」に指定して実践研究を行い、その成

果について普及啓発。

○札幌らしい特色ある学校教育の３つのテー

マに関する広報紙を発行し、「北海道雪プロ

ジェクト（雪プロ）」などの実践事例や指導

資料等を紹介。

（％）

＊数値はＨ25年

度のみ表記。

確かな学力と豊かな心、

健やかな身体を家庭や地

域とともにはぐくむ義務

教育を推進します

指針

教育推進計画

（Ｈ16年～Ｈ25年）

札幌らしい特色ある学校教育を推進

し、自立した札幌人の育成を目指しま

す

個別計画 基本的方向性

○当該施策の札幌市教育振興基本計画上の位置付け（Ｐ49体系図参照）

【雪】に関する

学習活動の推進

当該施策
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〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

ア　スキー学習等ウィンタースポーツの実施ア　スキー学習等ウィンタースポーツの実施ア　スキー学習等ウィンタースポーツの実施ア　スキー学習等ウィンタースポーツの実施

....

（２）　雪を十分に活かした体験活動の充実（２）　雪を十分に活かした体験活動の充実（２）　雪を十分に活かした体験活動の充実（２）　雪を十分に活かした体験活動の充実

○安全に配慮しながらスキー本来の楽しさを味わうことができる学習活動を行うために、教職員を対象

とした研修会を行うなど、スキー学習をはじめとするウィンタースポーツの一層の充実を図っている。

○各校におけるウィンタースポーツの実施　小学校、中学校、高等学校計300校において、スキーをは

じめとしたウィンタースポーツに取り組んだ。

　 ウィンタースポーツ実施校数：小学校202校、中学校96校（＊高等学校の数値なし）

　 スキー学習実施校数：小学校202校、中学校91校、高等学校２校

○スキー指導者研修　中学校・高等学校におけるスキー学習の指導の充実を図るため、全日本スキー連

盟技術員を講師とし、教職員を対象とした研修会を実施した。

　 スキー研修会参加教職員数：40人

■小中学校のウィンタースポーツ取組状況（複数回答）

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

100 100 100 100 100 100

29.6
30.6

48

68

90.7 93.8

0

20

40

60

80

100

H20 H21 H22 H23 H24 H25計画

スキー学習実施校数推移

小学校 中学校

小学校 中学校

スキー 202校 91校

歩くスキー 16校 12校

スケート 7校 6校

カーリング 4校 1校

リュージュ 1校 1校

スノーシュー 13校 2校

スノーボード 0校 1校

（％）

＊平成21～23年度において、中学校10校をモデル校としてスキー学習の実

施等に関する諸課題の解決に向けた実践研究を行い、その成果について全

ての中学校へ普及・啓発し、中学校におけるスキー学習の実施に向けた働

きかけを行ってきた。また、スキー学習の実施校に対しては、支援のため

のインストラクター派遣や、教職員対象の指導者研修会を継続するなどし

てきたことにより、グラフが示すように中学校におけるスキー学習実施校

が増加した。
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３　【雪】に関する学習活動の推進

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■多くの教員が受講できる研修の在り方 ■研修会の内容についての普及・啓発■多くの教員が受講できる研修の在り方 ■研修会の内容についての普及・啓発■多くの教員が受講できる研修の在り方 ■研修会の内容についての普及・啓発■多くの教員が受講できる研修の在り方 ■研修会の内容についての普及・啓発

○これまで研修会に参加したことがない学校や教

員の参加を奨励し、多くの教職員が研修会に参加

することが課題である。

○中学校・高等学校のスキー学習実施校の維持に

向けた平成27年度以降の指導者（インストラク

ター）派遣が必要である。

＊スキー学習インストラクター派遣事業（観光文

化局スポーツ部主管）が平成26年度終了予定。

○参加した教員や指導したインストラクターの声

などを収集し、全ての学校への情報提供を行い、

普及啓発を行う。

○平成27年度以降も中学校スキー学習へ指導者を

学校に派遣することができるよう、観光文化局ス

ポーツ部など関係部局等と協議する。

【参考】平成26年度の取組

○中学校、高等学校のスキー学習の指導に当

たる教員を対象とした研修会を開催し、ス

キー経験の浅い教員や、参加したことのない

教員等の指導力向上。

○中学校スキー学習の継続に向け指導者派遣

のための予算確保等について検討。
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ウ　雪かき汗かきチャレンジウ　雪かき汗かきチャレンジウ　雪かき汗かきチャレンジウ　雪かき汗かきチャレンジ

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○冬季間における児童生徒の身体を動かす習慣を定着させるとともに、主体的に奉仕的な活動を行うこ

とを意識付けることを目的として、小中学生が、自宅周辺や公共性の高い場所等を除雪する活動を行う

「雪かき汗かきチャレンジ」を平成25年度から開始した。

○当該取組を地域住民に理解していただき、声掛けなどを進めてもらうことで、副次的な効果として、

地域全体で子どもを育てる環境を醸成するとともに、子どものコミュニケーション能力や地域への愛着

の心を育むことも目指している。

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

○スキー学習の実施に係る保護者の負担軽減を図るため、市民からスキーセットの提供を受け、幼児児

童生徒に提供するスキーリサイクルを実施している。平成22年度から全市的な取組として実施。

○取組の促進　平成25年12月に「雪かき汗かきチャレンジ」について全小中学校へ通知し、学校から児

童生徒に対し冬休みをスタートとした冬季間の取組を促した。

○認定証の贈呈　学校から取り組んだと報告のあった全児童生徒に対し、教育長名の認定証を贈呈し

た。

○ファイターズ賞授与　２月末までの実施率が最も高い小・中学校各１校に、北海道日本ハムファイ

ターズから「ファイターズ賞」を授与した。（観光文化局スポーツ部主催）（＊受賞校：新陵小学校、

星置中学校）

○学校賞授与　３月末までの実施率が高い小・中学校各１校に「学校賞」を授与した。（＊受賞校：札

苗緑小学校、星置中学校）

　 取組校数：小学校162校、中学校50校

　 取り組んだ児童生徒数：3,082人（小学生2,821人、中学生261人）

平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果平成25年度の取組内容及びその結果

イ　スキーリサイクルイ　スキーリサイクルイ　スキーリサイクルイ　スキーリサイクル

〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕〔平成25年度の取組及びその結果〕

○スキーの回収と提供　市内スポーツ店２店舗の協力店、小学校10校の協力校において、市民からカー

ビングスキーを回収し、希望する幼児児童生徒に提供した。

254

388
324

267

0

100

200

300

400

500

H22 H23 H24 H25

提供台数

北海道日本ハムファイターズと北野中学校生徒に

よるボランティア除雪（Ｈ26.1.16）

（台）
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３　【雪】に関する学習活動の推進

課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

■リサイクルスキーの回収数の増加 ■回収協力店、協力学校等の拡張■リサイクルスキーの回収数の増加 ■回収協力店、協力学校等の拡張■リサイクルスキーの回収数の増加 ■回収協力店、協力学校等の拡張■リサイクルスキーの回収数の増加 ■回収協力店、協力学校等の拡張

■中学校におけるボランティア除雪を含めた参加■中学校におけるボランティア除雪を含めた参加■中学校におけるボランティア除雪を含めた参加■中学校におけるボランティア除雪を含めた参加

生徒の拡充生徒の拡充生徒の拡充生徒の拡充

■奉仕的な除雪活動の充実■奉仕的な除雪活動の充実■奉仕的な除雪活動の充実■奉仕的な除雪活動の充実

○小学校での取組は８割程度に達したが、中学校

は５割程度である。

○ボランティアの意義や地域活動への貢献など、

豊かな心の育成の充実を図ることで、参加率の増

加を目指すことが必要である。

○現在30校の中学校部活動等で実施している地域

のボランティア除雪等も含めて展開し、児童生徒

の評価を充実させることにより自己有用感を高め

られるようにし、中学生の自発的な参加を図る。

○ゴミステーションや消火栓の除雪の推奨ととも

に、福祉的な除雪活動等を含めた活動について検

討して、体験活動の充実を図る。

○市内２店舗となっているスポーツ店の協力要請

に努めるとともに、小学校回収協力校を拡張する

などし、リサイクルスキーの回収数の増加を図

る。

○応募数が3,112件を超えており、そのニーズが高

いことから、各区におけるリサイクルスキーの回

収数を増加できるよう回収窓口の拡張が課題であ

る。

【「雪かき汗かきチャレンジ」に参加した児童生徒の感想から】

 星置中学校《ファイターズ賞・学校賞》

「雪の多い北海道で雪かきをすることは、地域貢献になるので良かったと思います。」

「野球をしているので、これをトレーニングだと思い毎日（雪かきを）していました。学校賞をとったの

も星置中学校のみんなが一人一人がんばったからだと思います。」

「近くの消火栓に雪が積もっていたので雪かきをしました。すると後日、消防署の方々が、わざわざ

家に来てくれて、お礼を言われました。」

 札苗緑小学校《学校賞》

「何分雪かきしたのか毎日比べたりしていたから、今日は昨日よりもっと雪かきするぞと、毎日雪か

きしていました。」

「お父さんもお母さんも土日以外、仕事でいなくてその間に私が雪かきをして、お父さんとお母さん

に喜んでもらえたことがよかった。」

「この活動があったからこそ、今年はたくさん頑張ることができたのかなと思いました。」

【参考】平成26年度の取組

○小学校回収協力校を各区２校に拡大。さら

に、教育委員会で通年の受付ができるよう検

討し、それらを含めて広報。

【参考】平成26年度の取組

○観光文化局スポーツ部や建設局雪対策室と

の更なる連携とともに、北海道のプロスポー

ツチーム等の協力を得て事業の充実。

○地域における福祉的な除雪活動の実態等の
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＜参考＞点検・評価に係わる授業視察及び子どもとの意見交換等まとめ 

    

１ 趣旨・目的 １ 趣旨・目的 １ 趣旨・目的 １ 趣旨・目的 

   教育委員会事務の点検・評価を実施するにあたり、学校で行われている授業の視察、視察した授業に関

係する教員との意見交換を通して、事業・取組についてより理解を深めるとともに、子どもとの意見交換

を通して、事業・取組の効果や課題を把握することを目的として学校訪問を行った。 

    

２ 実施日・実施校 ２ 実施日・実施校 ２ 実施日・実施校 ２ 実施日・実施校 

平成 26 年６月５日（木） 福住小学校 

   平成 26年６月６日（金） 柏中学校 

 

３ 実施内容 ３ 実施内容 ３ 実施内容 ３ 実施内容 

平成 26 年度の点検・評価の対象施策の一つである「健やかな身体の育成」を主なテーマとして、授業

視察、子どもとの意見交換等を実施した。 

         授業視察 授業視察 授業視察 授業視察    

   保健、体育の授業を視察しました。 

    ・福住小学校 ４年生保健「毎日の生活と健康」、２年生体育「体つくり運動」 

    ・柏中学校  ３年生保健「生活習慣病」、１年生体育「体力テストについて」 

    

    

    

    

    

    

         食育体験 食育体験 食育体験 食育体験    

   食に関する指導の実践状況を視察するとともに、 

        子どもと給食を試食した。    

     教員との意見交換 教員との意見交換 教員との意見交換 教員との意見交換    

   視察した授業を実施した教員及びそれに関係する 

教員と意見交換を行った。    

     子どもとの意見交換 子どもとの意見交換 子どもとの意見交換 子どもとの意見交換    

   子どもと「健やかな身体の育成」をテーマとして意見交換を行った。 

    ・福住小学校 体育委員 19 名（５年生・６年生） 

    ・柏中学校  生徒会役員８名（３年生） 

    

４ 子どもの意見の概要 ４ 子どもの意見の概要 ４ 子どもの意見の概要 ４ 子どもの意見の概要 

     子どもとの意見交換では、福住小学校、柏中学校それぞれの児童生徒から、以下のような意見が出さ

れた。 

     福住小学校  福住小学校  福住小学校  福住小学校 

 ア 食に関すること 

  ・給食は完食するようにし、家でもしっかり食べるように気を付けている。 

  

 

福住小４年生保健の授業 
柏中１年生体育の授業 

 

福住小２年生体育の授業 

柏中１年生食に関する指導 
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   ・おやつを食べ過ぎないように気を付けている。 

  イ 運動に関すること 

   ・運動が苦手な子、あまり運動しない子が運動するには、 

みんなで誘い合って、みんなで運動したら良いと思う。 

   ・縄跳びは検定など目標があると頑張れる。 

    ・休み時間はクラスで遊び係をつくって、夏はみんなで外に 

遊びに出たり、冬は体育館でボールを使ったりして遊ぶと良い。 

  ウ 冬期間の運動に関すること 

   ・冬になると運動時間が減るのは、寒い、走りづらい、（体育館だと狭くて）ボールが使えない、雪

が嫌いなどの理由があると思う。 

  ・冬の運動を多くするには、まず雪を好きになった方が良い。そのためには、みんなが好きなスキー

授業を増やしたり、宝さがし（※）みたいに楽しく遊べたりすると良い。 

   ※宝さがし：雪の中に埋められている点数が書かれた紙が入ったフィルムケースを探して、クラス対抗で点数を競うゲーム。 

 

      柏中学校  柏中学校  柏中学校  柏中学校 

  ア 健やかな身体について 

   ・運動、睡眠、栄養のバランスをよくすることが大切。 

   ・自分の体、成長のことをよく知ることが大切。 

  イ 食に関すること 

   ・毎朝食事をすることが大切。 

  ウ 運動に関すること 

   ・運動は好きだけど、（文化系の）部活など他のことに時間がとられて、自主的に運動する時間がな

い。また、運動しようと思ってもなかなか自分でスタートすることができないし、したとしても続

かない。 

   ・最近は、雪が降ると、親に車で送迎してもらったりする人もいて、雪道を歩くことが少なくなり、

足を使った競技が弱くなっているのではないか。 

    ・専門的な指導で走り方等を学べば、よいきっかけになって、足の弱さを克服できるかもしれない。 

    ・縄跳びは面白い。大縄でクラス対抗で対決などをすると、運動能力もクラスの団結力も向上して良

いのではないか。 

   エ 冬期間の運動に関すること 

    ・雪があると、運動しにくいというイメージがあるし、野球部などは、雪のない地域と比べて、外で

練習する時間が限られるから、ハンディキャップがあると思う。 

    ・スケートは一人でもできるし、荷物も少ないからいいと思う。料金を中学生以下無料にすると、み

んな行きやすいと思う。 

    ・雪合戦やかまくら作りをして、まずはみんなに雪の楽しさを知ってもらうことが大切だと思う。 

    

 

 

柏中意見交換 

福住小意見交換 
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Ⅲ 学識経験者の意見 

    

北海道教育大学教職大学院 院長・教授  大久保 和義 

 

 今年度の点検・評価の対象項目は、「札幌市教育振興基本計画」に関連する「施策」の中から、平成25年度

に特に重点的に実施し、来年度以降も重点的に実施する必要のある取組、また、過去の選定状況を考慮して、

「幼稚園教育の質的向上」、「健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）」、「【雪】に関する学習活動の

推進」が選定された。それぞれの施策において、様々な課題の解決に向けて、適切な取組を行っており、その

取組にふさわしい成果を上げているといえる。以下、それぞれの項目について意見を付す。 

 

１ 幼稚園教育の質的向上    

 選定理由にも書かれているように、これからの教育を考えるとき、幼児期、小・中・高等学校のそれぞれの

接続期における連携が大変重要である。特に、平成23年度から取り組まれている幼稚園教育の質的向上を目指

した市立幼稚園の研修に加えて、平成25年度からは「幼保小連携推進協議会」での研修を実施している。 

具体的な取組として、全市では各区の園長・小学校長と連携担当者が一堂に会して、職員交流・情報交流・

研修を行ったり、各区毎に幼児・児童の発達や学びの連続性の在り方に関する実践交流や研修、幼児の支援内

容等の引継ぎを行っている。 

報告書の今後の方向性にもあるように、実務担当者同士の交流、実践的な研究を推進し、より効果的な幼保

小の連携・接続の一層の発展を期待する。 

今年度から札幌市立の全幼稚園で18時までの預かり保育を実施するほか、国の方針による「子ども・子育て

支援新制度」に関わって、30％程度の札幌市内の私立幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する予定とのこ

と。報告書でも書かれているように市立幼稚園と関連する私立幼稚園が連携して「子どもの発達」の観点を軸

として研究体制を整えて幼児期の教育・保育のあるべき姿を追求することが大切と考える。 

市立幼稚園における教育相談に関しては，平成23年度から本格的に実施されてきたが、平成23年度の1,038 件

に比べて、平成25年度は2,545件と2.5倍になっている。札幌市では、そのニーズに応える様々な相談体制をと

っている。今後の方向性に書かれているように、さらなる相談支援体制の充実を期待する。 

 

２ 健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）    

    積極的に心身の健康の保持増進を図る資質や能力を育成することは大事である。そのための具体的な取組と

して、平成25年度は、札幌市中学校教育課程研究協議会体育・保健体育部会で各学校の創意工夫を凝らした保

健学習の交流会を開催したり、国立研究所関係の事業委託を受けて「保健学習の指導方法の工夫・改善に関す

る研究」等を行ってきている。 

 健やかな身体の育成に向けて、札幌市は望ましい食生活の在り方、健康に生活するための知識と実践力を育

むための教育を推進してきている。 

 食に関する指導に関しては、各学校で継続的かつ体系的に充実した指導がなされていることが読み取れる。

平成25年度は、地産地消として学校給食で積極的に北海道の食材を使用し、児童生徒が地元の食材に関心を持

ち、生産、流通、消費についての理解を深め、郷土への愛着心を育む教育を行ってきていることは評価できる。 

    札幌市の子どもの体力・運動能力の現状は、全国平均よりも低い傾向にあること、運動やスポーツを積極的

にする子どもとそうではない子どもの二極化がみられることが各種の調査で示された。このような状況を踏ま

え、札幌市では子どもの体力・運動能力の向上に取り組むとともに、運動の習慣化を図るなど、健やかな身体

の育成に向けた取組を一層充実させていく必要があることから、この項目が選定されており、時宜を得た選定

といえる。 

 運動部活動充実に向けた取組では、平成25年度の取組と結果から、平成11年から平成25年にかけて運動部活

動加入率ではほとんど変わらないのにもかかわらず、生徒数の減少に伴って、運動部活動加入生徒は大きく減

少している。また、運動部活動を担当できる教員も減少したりしていることから、各中学校で設置している運

動部活動が縮小傾向にあることが示されている。そのために、平成25年度の取組として、外部顧問派遣や外部

-41-



指導者の活用、複数校合同部活動を促進する等、生徒に運動部活動に参加する機会を多く与えたり、運動部活

動を充実させ、活性化させる方策を講じていることは評価できる。 

一方で、課題にも書かれている部活動の指導教員、外部顧問、外部指導者の資質や指導力の一層の向上を図

る必要がある。札幌市では、平成26年度に「運動部活動の在り方検討委員会」を設置し、生徒が意欲的に部活

動に参加できる環境の整備、中学校での運動部活動の活性化を図ることの検討がされることになっており、意

義あることと考える。 

 

３ 【雪】に関する学習活動の推進    

 選定理由にも書かれているが、札幌市と雪の関係は、切っても切り離せない関係にあり、雪と共存していく

ことが必要である。今年２月に制定された札幌市教育振興基本計画の「札幌市教育アクションプラン」におい

ても「札幌らしさを実感する学びの充実」を掲げ、その中核をなす共通テーマの一つとして「北国札幌らしさ

を学ぶ【雪】」を定め、より一層充実した取組を目指している。 

平成25年度の具体的な取組としては、スキーをはじめとしたウィンタースポーツの充実を図り、スキー学習

実施校は小学校では平成20年度から全ての学校で、また、中学校では平成20年度は約30％だったのが、平成25

年度では約94％まで高まっていると同時に、そのための指導者研修会にも力を入れていることは評価できる。

この活動の一環として、保護者の負担を軽減するために不要となったスキーを広く回収し、希望する幼児児童

生徒に無償で提供するスキーリサイクルの取組も行っている。しかしながら、ニーズが提供数を上回っている

状況にあり、今後より多くの市民からの協力を得るための方策が必要と考える。 

さらに平成25年度から「雪かき汗かきチャレンジ」を開始している。児童生徒が身体を動かす習慣を定着さ

せるとともに、主体的に地域活動に貢献することを意識づけるために公共性の高い場所等の除雪活動を行う取

組である。小学校に比べて中学校で取り組んでいる割合が低い。今後の方向性にもあるように、取組に対する

評価を充実させることにより児童生徒の自己有用感を高め、また、試験的な導入策を検討、実施することによ

って、中学生の自発的な参加につながることを期待したい。 
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札幌国際大学 教授  佐久間 章 

 

今年度の点検・評価の対象項目は、「札幌市教育振興基本計画」に関する「施策」の中から、「幼稚園教育の

質的向上」、「健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）」、「【雪】に関する学習活動の推進」の３施策を選定

している。 

とりわけ、平成 24 年度に子ども・子育て関連３法が成立したことを受けて、学校教育と保育の一体的提供

の在り方については、今後の方向性を明らかにしていくことが必要であることから、「幼稚園教育の質的向上」

の施策の点検・評価は、機宜を得たものである。また、憂慮すべき現状にある札幌市の子どもの体力・運動能

力に関わる施策「健やかな身体の育成（からだ【体】の充実）」や、「札幌らしい特色ある学校教育」の中核を

なす三つのテーマのうちの一つである「【雪】に関する学習活動の推進」についても、現状を踏まえ課題や今後

の方向性を示すことが必要であり、効果的な選定である。 

今回の点検・評価には、＜参考＞として「点検・評価に係わる授業視察及び子どもとの意見交換等まとめ」

が添えられている。授業の視察や教員・子どもとの意見交換を実施し、事業・取組についての理解やその効果

及び課題を把握することに努めており、その姿勢には敬意を表するものである。今回選定の３施策は、いずれ

も計画的に着実に取り組まれ、堅実に成果を上げている。以下、それぞれの取組に対する点検・評価結果につ

いて意見を付す。 

 

１ 幼稚園教育の質的向上 

幼児教育センターと市立幼稚園・認定こども園が札幌市のセンター機能を担い、幼児期の学校教育に関する

実践研究、幼児期の特別支援教育の区内の体制の充実、幼保小連携の推進等に着実に取り組み、成果を上げて

いる。また、各事業に「新制度移行に関わる課題」や「新制度移行に関わる今後の方向性」についても具体的

に示している。 

「市立幼稚園研究実践の推進」と「幼児教育の質的向上を図る研修の充実」については、現状の中で最善の

取組がなされているが、長時間保育への対応や、研修と業務多忙の問題など、喫緊に解決が望まれる課題もあ

り、今後の方向性に示された内容の具現化に期待したい。 

「幼保小連携の推進」については、「幼保小連絡会」の機能を拡充するために、全ての幼稚園・保育所・小学

校が連携する「幼保小連携推進協議会」を平成25年度に設置したことを高く評価したい。初年度であることか

ら、実務担当者の参加が少ないなどの課題もあるが、職員交流・研究交流・情報交流・研修などの推進組織と

して、今後の取組に大いに期待したい。 

「幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実」と「幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特

別支援教育の推進」については、ニーズの高まりとともに、相談件数の増加や保護者のニーズへの対応等が「地

域教育相談」の課題となっている。また、アセスメント実態把握人数も年々増加傾向にあり、その対応につい

ても課題として指摘されている。課題に対する今後の方向性として、各園の支援員同士及び園内の連携体制の

工夫と関係する教職員のスキルアップを挙げているが、職員の増員を含めて適正な配置についても併せて検討

されることを期待したい。 

「幼児期の学校教育の保護者等への啓発・支援の推進」において実施している子育て広場「ポロップひろば」、

「幼児教育講演会」、「さっぽろ・ようちえん・にこにこフェスティバル」などの保護者向けの情報提供は、参

加者の声からも充実した取組であり評価できる。とりわけ、「ポロップひろば」は、教育相談の場としても機能

していることは特筆に価する。しかし、一方では、こうした事業に参加しない(できない)保護者に向けての取

組も課題として検討することを期待したい。 

 

２ 健やかな身体の育成（からだ【体】の充実） 

「健やかな身体の育成に向けた計画的な指導の充実」の「健康増進に関する取組」については、今後の方向

性に示されているように、知識の習得を意図した活動だけでなく、学習した知識を活用し、子どもの理解がよ

り深まるような活動例を掲載するなど、日常生活の中で学んだ知識を活用し、実践していくことが重要である。

「飲酒、喫煙、薬物乱用、性の逸脱行動などの防止への理解」については、北海道警察本部と連携し、薬物乱
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用防止教室及び非行防止教室を実施しているが、飲酒、喫煙においては補導件数が微増傾向にあることから、

学習指導要領に基づいた教科との関連性を高め、学校の特色を生かした取組の推進に期待したい。「性に関する

指導の充実」については、各学校において、指導の全体計画、年間指導計画の作成も大きく前進しており、指

導体制の充実を評価することができる。飲酒・喫煙や性に関する指導を実のあるものにするためには、学校の

みならず家庭や地域との連携が重要であり、引き続き取組の充実を期待したい。 

近年、朝食欠食などの食生活の乱れや肥満傾向など、子どもが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身

に付けることができるよう「食育の推進」が重要な課題となっている。札幌市の各学校における「食育」は、

給食時間を中心に教育活動全体の中で計画的、継続的に推進されており、各種データからも着実に成果を上げ

ていることがわかる。特に、食育の推進は、家庭・地域との連携・協力が不可欠であることから、「学校ホーム

ページに食に関する内容の掲載を行っている学校」の割合が７割前後となっていることは評価できる。また、

フードリサイクル堆肥活用校数も増加しており、成果が着実に表れている。今後の方向性には、栽培活動の継

続、拡大のために、農体験リーダーの活用を示しているが、地域の市民ボランティアの活用も検討することを

期待したい。 

各種の調査結果を参考に、札幌市の児童生徒の体力の現状について概観すると、体力テストの結果が多くの

種目で全国平均を下回っていること、さらには積極的に運動する子どもと、そうでない子どもの二極化の傾向

があることなどが指摘されている。このことからも、運動時間の少ない子どもたちに対する働きかけが、体力

向上にとって重要なポイントであるといえる。「子どもの体力向上の取組」として開催した「文化系部活動等ス

ポーツ大会」は、こうした普段運動する機会の少ない子どもに運動の機会を提供する有効な取組であり、今後

の充実を期待したい。各中学校の運動部活動については、部員や担当教諭の減少により、活動が困難な運動部

もある。こうした厳しい状況に対して、活動に参加する機会を多くの生徒に与え、活動を充実させ、さらに活

性化させるための取組は、着実に成果を上げている。とりわけ、複数校合同チームの結成促進のため、合同チ

ームを希望する学校についての情報を集約し、その情報を各校に提供したことにより、複数校合同部活動とし

て 12チームを受け入れ、結果、６チームを結成したことは、活動を断念しなければならない生徒にとって、朗

報であったに違いない。これからも、希望する種目に加入がかなわない生徒に対応できるように、取組のさら

なる充実を望みたい。 

また、スポーツと体罰の問題等が指摘される今日、課題に示されている指導にあたる教員及び外部顧問、外

部指導者の一層の資質及び指導力向上を図る取組の必要性は、重要かつ喫緊の課題である。 

 

３ 【雪】に関する学習活動の推進 

「雪をテーマとした学習活動の充実」の中で、中学校における雪に関する学習活動の実施率が、小学校に比

して低くなっている。活動種の中では、「地域の除雪ボランティア」が最も実施率が高くなっており、中学校に

おいては「雪かき汗かきチャレンジ」事業から本事業へのアプローチも一方策ではないかと考える。課題の分

析や、優れた実践事例を積極的に情報提供し、取組の一層の充実を期待したい。 

「雪を十分に活かした体験活動の充実」において、スキー学習を実施する学校数の推移をみると、小学校の

完全実施と、中学校における実施校の急増は、取組の成果として大いに評価できる。課題に示されている中学

校・高等学校のスキー学習実施校の維持に向けた平成 27年度以降の指導者派遣の問題については、市民ボラン

ティア等講師の発掘・活用についても検討することを望みたい。また、スキー学習の実施に際し保護者の負担

軽減を図るために実施しているスキーリサイクルは、ニーズの高さに対して、十分な回収数を確保できないと

いう課題が、指摘されている。スポーツ店の協力要請及び小学校回収協力校の拡張など、取組を一層充実させ、

保護者のニーズに応えることを期待したい。 

「雪かき汗かきチャレンジ」は、雪国札幌の特徴である「雪」を活かし、冬季間の体力の向上のみならず、

地域全体での子どもの成育環境の醸成、子どものコミュニケーション能力の向上、地域への愛着及び共生の心

の育成等に有効な事業である。小学校の８割の取組に比して、中学校は５割程度である。ボランティアの意義

や地域活動への貢献などについての事前指導を充実させ、参加率の上昇を期待したい。昨今、単身高齢者の冬

季のサポートとして福祉除雪のニーズが高まっている。こうした活動に中学生が参画することによって、「新し

い公共」の担い手として市民意識を醸成する上で、効果的な事業になり得るのではないだろうか。 
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Ⅳ 教育委員会の活動状況 

１ 教育委員会の委員 １ 教育委員会の委員 １ 教育委員会の委員 １ 教育委員会の委員 

教育委員会は、政治的中立性を維持しつつ、安定性・継続性を確保して教育行政を管理・執行するため、

首長から独立した合議体の執行機関として設置されています。 

札幌市教育委員会は、市長が議会の同意を得て任命した 6人の委員で組織されています。    

    

札幌市教育委員会委員名簿（平成 26 年８月１日現在） 

 

※ 教育長は、委員のうちから教育委員会が任命します。 

教育長は、教育委員会の指揮を受けて教育委員会の権限に属するすべての事務の具体的な執行を行い

ます。この教育長の統括の下に事務の処理を行う組織として、事務局が置かれています。 

 

２ 教育委員会の主な職務権限 ２ 教育委員会の主な職務権限 ２ 教育委員会の主な職務権限 ２ 教育委員会の主な職務権限 

札幌市教育委員会の主な職務権限は次のとおりです。 

・ 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること並びに主要な教育施策の確立、変更

及び実施に関すること。 

・ 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。 

・ 不服申立て及び訴訟に関すること。 

・ 教育長及び職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 

・ 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

・ 通学区域の設定及び変更に関すること。 

・ 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見申出に関すること。 

・ 教科用図書の採択に関すること。 

・ 奨学生の決定に関すること。 

・ 附属機関の委員の任免、委嘱及び解職に関すること。 

・ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

これらについて教育委員会会議において審議しており、また、教育委員会会議以外にも様々な活動を

行っています。 

    

    

    

    

職 名 氏 名 委員就任年月日 

委員長 山中 善夫 平成 16 年 10 月 11 日 

委 員 臼井  博 平成 18 年 10 月 30 日 

委 員 池田 光司 平成 21 年 11 月 １日 

委 員 池田 官司 平成 24 年 10 月 11 日 

委 員 阿部 夕子 平成 24 年 10 月 11 日 

委員（教育長） 町田 隆敏 平成 25 年 ４月 １日 
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３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 ３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 ３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 ３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 

毎月１回「定例会」を開催し、随時「臨時会」を開催しています。平成 25年度は、定例会・臨時会あ

わせて 25回の会議を開催し、下表のとおり 94 件の議案について審議を行いました。 

また、教育委員会の事務に係る案件についての報告も受け、平成 25年度は 14件を取り扱いました。 

 

教育委員会会議の審議件数一覧表 

 

 

４ 教育委員会会議以外の活動内容 ４ 教育委員会会議以外の活動内容 ４ 教育委員会会議以外の活動内容 ４ 教育委員会会議以外の活動内容 

教育委員会では、教育委員会会議以外にも以下のような活動を行っています。 

     協議会の開催（23 回）  協議会の開催（23 回）  協議会の開催（23 回）  協議会の開催（23 回） 

議案審議の前段階として、各施策の検討状況について事務局から報告を受け、各施策の研究及び委

員間での協議を行っています。また、議案作成にあたり、事務局に助言・指導を行っています。 

 

     市議会への出席（31 回）  市議会への出席（31 回）  市議会への出席（31 回）  市議会への出席（31 回） 

本会議、常任委員会等に出席し、必要に応じて答弁を行っています。 

 

 

 

事   項 議案審議件数 主な内容 

教 育 に 関 す る 事 務 の 執 行 管 理 の 基 本 方 針 ４件 平成 26年度札幌市学校教育の重点等 

教 育 委 員 会 規 則 等 の 制 定 及 び 改 廃 16 件 

札幌市教育委員会公文書管理規則の一部を

改正する規則案等 

職 員 の 人 事 に 関 す る こ と 27 件 

学校管理職及び指導主事の人事について 

教職員に対する処分について等 

議 会 の 議 決 を 経 る べ き 案 件 の 意 見 申 出 21 件 

教育費決算に係る意見 

一般会計当初予算案に係る意見等 

教 科 書 の 採 択 に 関 す る こ と １件 平成 26年度使用教科用図書の採択等 

附 属 機 関 の 委 員 の 委 嘱 及 び 任 命 10 件 

札幌市特別支援教育振興審議会委員の委嘱

及び任命について等 

審 議 会 等 へ の 諮 問 ３件 札幌市教科用図書選定審議会に関する諮問 

そ の 他 12 件 

平成 25年度札幌市奨学生（補充及び継続採

用者）の選定等 

合   計 94 件  
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     各協議会への出席（４回）  各協議会への出席（４回）  各協議会への出席（４回）  各協議会への出席（４回） 

北海道都市教育委員会連絡協議会、指定都市教育委員・教育長協議会等の会員として、役員会や定期

総会に出席し、文部科学省や北海道教育委員会に対して文教施策に係る要望活動を行っています。 

なお、札幌市教育委員会の委員長は、北海道都市教育委員会連絡協議会の会長を務めており、各市の

要望の集約を行い北海道教育委員会の委員長に要望書の手交を行いました。 

 

     学校等の視察（５回、延べ８ヵ所）  学校等の視察（５回、延べ８ヵ所）  学校等の視察（５回、延べ８ヵ所）  学校等の視察（５回、延べ８ヵ所） 

教育現場の実態把握を目的として、市立学校等の所管施設の視察を行い、現場の職員と活発な意見交

換を行っています。 

平成 25 年度は、市立札幌開成中等教育学校の設置に向けた現地視察のほか、不登校対策観点施設で

ある青葉相談指導教室及び教育支援センター白石の視察、また、福井野中学校にて授業における ICT

機器の活用状況や校務支援システムの視察を行い、各事業への理解を深めました。 

 

     その他行事への出席（２回）  その他行事への出席（２回）  その他行事への出席（２回）  その他行事への出席（２回） 

教育実践功績表彰式等の式典に出席しています。 

 

上記のほか、随時事務局と打合せを行い、また電話やＦＡＸでも情報提供を受けており、適宜、助言・

指導を行っています。 
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【参考資料】 

※ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

※ 審議の経過 

回 数 年  月  日 審    議    内    容 

第１回 平成 26 年 ３月 2７日（金） 平成 26 年度点検・評価の実施に向けた基本的な考え方につ

いて協議 

第２回 平成 26 年 ４月 11 日（金） 点検・評価項目、意見をいただく学識経験者を決定 

第３回 平成 26 年 ５月 29 日（木） 点検・評価項目について、事務局から説明を受け、その内

容について協議（１回目） 

第４回 平成 26 年 ６月 13 日（金） 点検・評価項目について、事務局から説明を受け、その内

容について協議（２回目） 

第５回 平成 26 年 ６月 20 日（金） 点検・評価項目について、事務局から説明を受け、その内

容について協議（３回目） 

第６回 平成 26 年 ７月 2４日（金） 点検・評価項目について、事務局から説明を受け、その内

容について協議（４回目） 

第７回 平成 26 年 ７月 18 日（金） 報告書の構成、内容について協議 

第８回 平成 26 年 ８月 26 日（火） 学識経験者の意見を付したものを、点検・評価報告書とし

て決定 

 

 

 

 

    

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。  
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遊びを通して、

人や自然と豊かにかかわり、

自立と協同の基礎を培う

幼児教育を推進します

幼児教育振興計画

確かな学力と豊かな心、

健やかな身体を

家庭や地域とともに

はぐくむ義務教育を推進します

教育推進計画

進路を見据え、個性を伸ばし、

豊かな人間性をはぐくむ

高等学校教育を推進します

高等学校教育

改革推進計画

一人一人に応じながら、

地域で、ともにはぐくむ

特別支援教育を推進します

特別支援教育

基本計画

子どもから高齢者まで、

市民一人一人の

学びや活動を支援し、

その成果を活かす

生涯学習を推進します

未来を切り拓く未来を切り拓く未来を切り拓く未来を切り拓く

人間性豊かで創造性あふれる人間性豊かで創造性あふれる人間性豊かで創造性あふれる人間性豊かで創造性あふれる

自立した札幌人自立した札幌人自立した札幌人自立した札幌人

自らの夢や希望に向かって

ねばり強く挑戦し、

努力するたくましい心身をはぐくむ

自他ともに尊重し

ともに支え合う

思いやりのある心をはぐくむ

ふるさと札幌に根ざし

国際社会で活躍する

豊かな創造力をはぐくむ

札幌市教育推進の目標札幌市教育推進の目標札幌市教育推進の目標札幌市教育推進の目標 指 針指 針指 針指 針 計 画計 画計 画計 画

生涯学習推進構想

≪札幌市教育振興基本計画 体系図≫≪札幌市教育振興基本計画 体系図≫≪札幌市教育振興基本計画 体系図≫≪札幌市教育振興基本計画 体系図≫

※当該計画体系図は平成25年度までのもの。平成25年度末に

新たな計画を策定し、平成26年度から施行している。

-49-



＜計画の基本的方向性と関連する施策＞

基本的な生活習慣をはじめとした人間形成の基礎を培い、

心身の健やかな成長を促す幼児教育を推進します

幼稚園において、質の高い幼児教育を提供するとともに、

保護者への啓発や支援に積極的に取り組みます

幼稚園・家庭・地域の三者が、それぞれの教育力を発揮

し、連携して、幼児教育を推進します

幼稚園教育の質的向上

地域における保護者支援

保育所・小学校との連携強化

知・徳・体のバランスのとれた教育を充実させ、確かな

学力と豊かな心、健やかな身体をはぐくみます

札幌らしい特色ある学校教育を推進し、自立した札幌人

の育成を目指します

学ぶ力の育成【知】

豊かな心の育成【徳】

健やかな身体の育成【体】

【雪】に関する学習活動の推進

【環境】教育の推進

【読書】活動の推進

信頼される学校の創造

基礎的・基本的な学力を重視し、国際化や情報化に対

応するための能力を身につけるための教育を推進する

とともに、生徒の個性を尊重し、多様な選択肢を提供

します

市立高校全体として将来の進路や生き方を考えさせる

ための学習や生徒を支援するための体制の充実を図り

ます

大学などの他の教育機関との連携により教育内容の充

実を図るとともに、地域社会との連携などにより、学

校・家庭・地域社会全体で豊かな人間性をはぐくむ教

育を行います

進路探究学習の導入

カウンセリング体制の充実

社会全体ではぐくむ教育

国際教育・情報教育の推進

魅力と活力を高めるための環境づくり

市立高等学校における新たな制度の導入

一人一人の子どもの生涯を見通し社会へつなぐための継

続した専門的教育を推進します

地域で学び育つための家庭・学校・地域が共にはぐくむ

教育を推進します

一人ひとりが学び育つための

早期からの継続した支援の充実

ゆたかに学び育つためのニーズに応じた

専門的な支援の充実

安心して学び育つための関係機関と

連携した総合的な支援の充実

地域で学び育つための家庭・学校・地域が

市民のさまざまな学びを多角的に支援するとともに、

市民が生涯にわたって学べる環境づくりを進めます

市民同士が学びをとおしてつながる機会を充実させ、

学びのコミュニティ創出を図り、さらに、地域におけ

る自発的な学びと高度な学習ニーズに対応した学びを

支援し、継続的な「学びと実践の循環」の仕組みづく

りを進めます

学習成果を活かした社会参画の推進

地域のまちづくりへの活用

活力ある札幌のまちの創造

多様な主体との連携による生涯学習の展開

学びを結ぶ人材育成と相談体制の充実

生涯学習関連施設の連携強化

全ての人が参加できる学習環境の充実

社会的な課題と市民ニーズに対応した学習支援

市民が生涯にわたって学べる環境づくり

市民の生涯にわたる読書環境づくり

特別支援教育の充実

基本的方向性基本的方向性基本的方向性基本的方向性 施 策施 策施 策施 策

点検・評価項目

学校、家庭、地域がそれぞれの役割を尊重しながら、相

互に信頼し合い、連携して子どもたちを育みます

市民の学びの成果を、札幌を支える人づくり、活力ある

札幌のまちづくりに活かします
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※ 過去５年間の点検・評価項目 

  

年 度 項 目 

平成 25 年度 

（24 年度事業） 

① 豊かな心の育成（こころ【徳の充実】‐命・いじめ・不登校関連‐） 

② 【環境】教育の推進 

③ 市立高等学校における新たな制度の導入 

④ 市民が生涯にわたって学べる環境づくり 

平成 24 年度 

（23 年度事業） 

① 学ぶ力の育成（まなび【知】の充実） 

② 信頼される学校の創造（安全・安心） 

③ 【読書】活動の推進 

④ 市民の生涯にわたる読書環境づくり 

平成 23 年度 

（22 年度事業） 

① 地域における保護者支援 

② 豊かな心の育成（いじめ・不登校等への対応を含む） 

③ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実 

④ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現 

＊平成 23年度からは「札幌市教育振興基本計画」に関連する「施策」より選定 

平成 22 年度 

（21 年度事業） 

１ 教育に関する施策・テーマ 

① 社会性を育む教育 

② 子どもや教員・学校への支援の取組 

（いじめ・不登校等への対応を含む） 

③ 校種間連携 

④ 札幌らしい特色ある学校教育の推進 

２ 実施プラン 

 ① 学ぶ力の育成に向けた取組 

 ② 子ども未来局等関係部局との連携強化 

 ③ 幼児教育の振興を図る新たなしくみの構築 

 ④ 市立札幌大通高等学校の開設及び特色ある教育活動の推進 

 ⑤ 若者支援のあり方の検討 

平成 21 年度 

（20 年度事業） 

１ 教育に関する施策・テーマ 

 ① 社会性を育む教育 

 ② 様々な課題を抱える子どもたちへの支援 

（いじめ・不登校等への対応を含む） 

 ③ 学校の校種間連携 

２ 実施プラン 

 ① 子どもの読書活動の推進 

 ② 環境教育の推進 

 ③ 子ども未来局関係部局との連携強化 

 ④ 幼児教育の振興を図る新たなしくみの構築 

 ⑤ 教員の指導力向上への取組 

 ⑥ 市立札幌大通高等学校の開設及び特色ある教育活動の推進 

 ⑦ 勤労青少年ホームのあり方の検討 
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