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＜表紙の写真＞ 札幌市⻘少年科学館のプラネタリウム 
平成 28 年４⽉ 14 ⽇にリニューアルオープンした。最新の光学式プラネタリウムでは、星のまたたきや

主恒星 9,500 個の色を忠実に再現できる。「天の川」の微細な構造を約１億個の恒星で表現するなど、普段
味わえない満点の星空を体感できる。 



Ⅰ 事務点検・評価の概要等Ⅰ 事務点検・評価の概要等Ⅰ 事務点検・評価の概要等Ⅰ 事務点検・評価の概要等    

 

１ 目 的１ 目 的１ 目 的１ 目 的    

札幌市教育委員会では、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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条（87ページ参照）に基づき、毎

年、事務点検・評価を実施しています。 

事務点検・評価に当たっては、学識経験者の知見を活用し、結果については、報告書として

札幌市議会に提出するとともに、市民に公表しています。 

また、事務点検・評価は、札幌市教育振興基本計画

1

（以下「基本計画」という。）の進行管

理を兼ねており、その結果を次年度以降の施策の推進や改善に反映することで、より着実に計

画を進行させます。 

    

２ 実 施 方 法 等２ 実 施 方 法 等２ 実 施 方 法 等２ 実 施 方 法 等    

(1) 実施方法(1) 実施方法(1) 実施方法(1) 実施方法    

 ア 総括（６ページ～） 

基本計画における14の基本施策について、基本計画の進行管理のために設定した全21

項目の成果指標の動向を基に、平成27年度の総括を行いました。 

 イ 個別項目（21ページ～） 

基本計画から選定した「施策」に係る事業・取組について、課題や目指すべき方向性

を明らかにするため、平成27年度の取組結果・成果を検証しました。 

(2) 個別項目に係る施策の選定 (2) 個別項目に係る施策の選定 (2) 個別項目に係る施策の選定 (2) 個別項目に係る施策の選定 

ア 選定方法 

施策の進行状況や今後の展開、社会情勢や教育行政等の動き、過去の事務点検・評価

での選定状況などを勘案し、同じ基本施策に位置付く施策を選定しました。 

なお、異なる基本施策に位置付く施策であっても、同時に取り上げた方が効果的・効

率的であるものについては、併せて選定しています。 

イ 個別項目に係る施策と選定の考え 

学学学学びのセーフティネットのびのセーフティネットのびのセーフティネットのびのセーフティネットの充実充実充実充実（21（21（21（21ページページページページ～）～）～）～）    

施策２－５－１ 子どもが安心して学べる支援体制の充実 

施策２－５－２ 学びに困難を抱える子どもへの対応の充実 

施策２－５－３ 教育機会均等のための経済支援 

昨今、子どもが自ら命を絶つという痛ましい事案の発生などにより、いじめや自殺

への対応は全国的に喫緊の課題となっています。 

 本市でも、同様の認識に立ち、子どもが命をかけがえのないものであることを理解

し、自分の命はもちろんのこと、他者の生命を尊重する態度を育む必要があると考え

ているため、道徳教育を中心として、命を大切にする指導の充実を図っているところ

                                                   
1

 札幌市教育振興基本計画 

札幌市の教育の目標や方向性を明らかにするとともに、これらに基づく教育に関する施策を総合的・体系的に進めていくこ

とを目的として策定したもの。平成 26 年度から 10 年間を見据えた基本理念を示す「札幌市教育ビジョン」と、５年間で取

り組む教育施策を示す「札幌市教育アクションプラン（前期・後期）」で構成している。 
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です。 

 また、子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、ボランティア活動等の体験的な

学習のほか、様々な人種や権利を理解する取組を充実しているところです。 

 加えて、今後、小学校では平成 30 年度、中学校では平成 31 年度から「道徳の時間」

が「特別の教科 道徳」として位置づけられることとなっており、発達の段階をより

重視した指導方法を確立したり、問題解決的な学習を取り入れたりするなど、道徳教

育の更なる充実を図っていく必要があります。 

こうした中で、子どもの自己肯定感や他者を思いやる心などを育む指導が一層重要

になることから、個別項目として選定しました。 

共共共共にににに生生生生きるきるきるきる喜喜喜喜びをびをびをびを実感実感実感実感できるできるできるできる学習活動学習活動学習活動学習活動のののの推進推進推進推進（47（47（47（47ページページページページ～）～）～）～）    

施策１―２―１ 命を大切にする指導の充実 

施策１―２―２ 豊かな人間性や社会性を育む学びの充実 

施策１―２―３ 未来へつながる思いを育む学びの充実 

平成 25 年９月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、全国的に、いじめの問題へ

の取組及び児童生徒の自殺予防の取組が積極的に進められている状況です。 

 本市では、子どもが安心して学べる環境をつくるため、スクールカウンセラーを配

置するなどして、学校現場への支援体制を充実しているところです。 

 また、近年、パソコンや携帯電話、スマートフォンが急速に普及する中、子どもを

取り巻く環境が劇的に変化してきているため、ネットパトロールを実施するなどの取

組も行っています。 

 子どもの不安や悩みの背景には、家庭環境など様々な要因があることから、スクー

ルソーシャルワーカーによる関係機関との連携や、相談支援パートナーによる子ども

に寄り添った支援などの充実を図っているほか、不登校児童生徒への支援体制として、

平成 26 年４月に２か所目の教育支援センターを設置するなどしてきました。 

 また、保護者の経済状況によって、子どもの教育機会が不平等にならないように、

就学援助や奨学金などによって、子どもの教育機会均等を図っています。 

 今後も、子どもが安心して学べるような支援は重要であり、スクールカウンセラー

等を更に活用するほか、不登校の原因調査・研究、子どもの貧困対策に資する対策が

求められます。 

 こういったことから、これまでの取組を踏まえ、より効果的・効率的な支援を実施

する必要があることから、個別項目として選定しました。 

市民市民市民市民のののの学習活動学習活動学習活動学習活動をををを支支支支えるえるえるえる生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの推進推進推進推進（69（69（69（69ページページページページ～）～）～）～）    

施策１―５―１ 総合的・体系的な学習機会の提供と自発的な学習活動の促進 

施策２―３―１ 市民の自発的な学習活動を支える生涯学習関連施設の充実 

 今日、退職後などに、これまでの経験や知識・技能を社会貢献に生かそうと活動す

る市民が多く見られ、生涯を通して積極的に学ぶ「生涯学習」のニーズが高まってい

る状況にあります。 

 本市では、これまで、平成７年に「札幌市生涯学習推進構想」を、平成 19 年には「第

２次札幌市生涯学習推進構想」を策定し、時代の変化に対応した生涯学習施策を推進

してきました。「札幌市生涯学習センター」で、大学や企業等と連携しながら、まちづ
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くりや産業の担い手を育成する「さっぽろ市民カレッジ」を実施するほか、そこで学

んだ市民が学校等の身近な場でその知識や技能を生かせるように人材登録制度を運用

しているところです。 

更に、社会情勢の急激な変化や多様化する市民ニーズに対応するため、現在、「第３

次札幌市生涯学習推進構想」の平成 28 年度中の策定に向け準備をしている状況であり

ます。 

また、生涯学習センターをはじめ、「札幌市青少年科学館」「札幌市青少年山の家」

など、市内に設置している生涯学習施設では、子どもの豊かな人間性や社会性を育む

ための自然や科学などの体験学習に取り組める環境を整えており、施策１－２－２「豊

かな人間性や社会性を育む学びの充実」とも関連するところです。 

 こうした中で、関連する施策と同時に選定することで、より効果的・効率的な事務

点検・評価が期待できることから、個別項目として選定しました。 

 (3) 授業視察（施設視察）や児童等との意見交換(3) 授業視察（施設視察）や児童等との意見交換(3) 授業視察（施設視察）や児童等との意見交換(3) 授業視察（施設視察）や児童等との意見交換（76ページ～） （76ページ～） （76ページ～） （76ページ～） 

   個別項目に係る事業・取組についてより理解を深め、効果や課題を的確に把握すること

を目的に、教育長及び教育委員が授業視察（施設視察）や児童等との意見交換を行いまし

た。 

視察先 視察先 視察先 視察先 関連関連関連関連するするするする主主主主なななな事業事業事業事業・・・・取組 取組 取組 取組 

山の手南小学校（76ページ） 道徳教育の充実（48ページ～） 

教育支援センター宮の沢（77ページ） 教育支援センター機能の充実（40ページ～） 

 (4) 学識経験者の知見の活用(4) 学識経験者の知見の活用(4) 学識経験者の知見の活用(4) 学識経験者の知見の活用（78ページ～） （78ページ～） （78ページ～） （78ページ～） 

点検・評価の客観性を確保するため、学識経験者（２人）から意見をいただきました。 

・ 札幌国際大学 教授  佐久間 章 氏（78ページ～） 

・ 北海道教育大学 教授  並川 寛司 氏（81ページ～） 
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基本的方向性基本的方向性基本的方向性基本的方向性

1-1

自ら学びを実感できる

学習活動の推進

施策施策施策施策

1

授業づくり

３　札幌市教育振興基本計画（教育アクションプラン前期）の施策体系３　札幌市教育振興基本計画（教育アクションプラン前期）の施策体系３　札幌市教育振興基本計画（教育アクションプラン前期）の施策体系３　札幌市教育振興基本計画（教育アクションプラン前期）の施策体系

基本施策基本施策基本施策基本施策

自ら学び、共に生き

る力を培う学びの推

進

未来へつながる思いを育む学び

の充実

札幌らしい特色ある教育

1-3-1

札幌らしさを実感する学びの充

実

食育・体力

健康的な心身の育成と主体的に

運動やスポーツに親しむ機会の

充実

1-1-3

分かる・できる・楽しい授業の

推進

1-1-1

幼児教育

1-1-2 幼児期の学校教育の推進

進路探究学習

1-1-5

自分らしい生き方を実現するた

めの進路探究学習の充実

理科・科学的な考え方

1-1-4

科学的リテラシーを育む学びの

充実

人権教育等

1-2-2

豊かな人間性や社会性を育む学

びの充実

教職員の異校種交流

1-6-2

校種間連携による連続性のある

教育活動の充実

継続性・一貫性のある教育

1-4-2

早期から成人に至るまでの継続

した相談・支援の充実

生涯学習活動の促進

1-5-1

総合的・体系的な学習機会の提

供と自発的な学習活動の促進

図書館の読書・学習環境

1-5-2

図書館における読書・学習環境

の充実

子どもの異年齢交流

1-6-1

異校種間体験・異年齢間交流の

充実

教育的ニーズに応じた教育

読書、情報教育、体験学習

1-1-6

生涯にわたる学びの基盤を育む

学習の充実

1-4-1

一人一人の多様なニーズに応じ

た教育の充実

1-6 学びの場の連携の推進

1-2

共に生きる喜びを時間

できる学習活動の推進

1-4

一人一人が学び育つた

めの特別支援教育の推

進

1-5

継続的・自発的な学習

活動を支援する総合的

な生涯学習の推進

1-3

ふるさと札幌のよさを

実感し、豊かな創造力

を育む学習活動の推進

命の大切さ

1-2-1 命を大切にする指導の充実

国際性

1-3-2 国際性を育む学びの充実

環境教育・平和

1-2-3

全ての基本施策について、成果指標の

動向を基に「総括」

太枠は「個別項目」に係る施策
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2-1-1

多様なニーズに対応する学校施

設の整備

基本的方向性 基本施策 施策基本的方向性 基本施策 施策基本的方向性 基本施策 施策基本的方向性 基本施策 施策

学校給食

2

多様な学びを支える

環境の充実

2-1

安全・安心・環境に配

慮した学校の整備

学校施設整備

2-1-2 安全・安心な学校給食の提供

3-2

家庭の教育力を高める

仕組みづくり

家庭の教育力

3-2-1

家庭の教育力の向上と親子での

学びの促進支援

2-5-2

学びに困難を抱える子どもへの

対応の充実

3-1-1 地域に開かれた学校

学校教育支援

3-1-2 学校における地域教育力活用

2-1-3 学校保健の充実

安全管理・安全教育

2-1-4 学校の安全管理の充実

3

市民ぐるみで支え合

う仕組みづくり

3-1

地域と学校が支え合う

仕組みづくり

校務の情報化

2-6-2 校務の情報化の推進

地域と学校の連携の仕組み

2-6

学校における情報化の

推進

2-5

学びのセーフティネッ

トの充実

豊かな教育環境づくり

魅力あふれる教員の採用・育成

2-4

教職員の資質・能力の

向上

学校図書館

学校保健

緊急対応

2-1-5 安全・安心な学校給食の提供

質の高い教育環境整備

2-1-5

教科指導でのＩＣＴ活用

2-6-1

教科指導におけるＩＣＴ活用の

推進

いじめ・不登校等の早期発見・早期対応

特別支援にかかる環境整備

2-2-2

特別な教育的ニーズに応じた環

境の整備・充実

経済支援

2-5-3 教育機会均等のための経済支援

いじめ・不登校等の未然防止

2-5-1

子どもが安心して学べる支援体

制の充実

教育環境の整備・充実

2-4-1 管理職のマネジメント力の向上

教員の資質・能力

2-4-2

2-2

2-3-3 学校図書館の機能強化

管理職の資質・能力

2-3

多種多様な学習環境の

整備

市立図書館

2-3-2

図書館における読書・学習環境

の整備

生涯学習関連施設

2-3-1

市民の自発的な学習活動を支え

る生涯学習関連施設の充実
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Ⅱ 事務点検・評価の結果Ⅱ 事務点検・評価の結果Ⅱ 事務点検・評価の結果Ⅱ 事務点検・評価の結果    

    

１ 総 括１ 総 括１ 総 括１ 総 括    

＜成果指標について＞ ＜成果指標について＞ ＜成果指標について＞ ＜成果指標について＞ 

＊札幌市教育振興基本計画において、基本施策ごとに代表的（象徴的）であることや、市民への分

かりやすさといった要素などを踏まえて設定したもの。なお、表中の数値の単位は全て「％」。 

＊「Ｈ27の達成区分」は、Ｈ27年度数値が、当初値から目標値に対しどう動いたかを示したもの。 

達成区分：「◎」到達した、「 」近づいた、「―」変わらない、「 」遠ざかった 

基本施策１－１ 自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進 

自立して生きる力を育むため、一人一人の子どもが、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら問題を解

決する資質や能力等の「学ぶ力」や、将来にわたって学び続けようとする意欲、心身ともに健康でた

くましく生きるための健康や体力を身に付けることができるよう、様々な学習活動において、自ら学

ぶ喜びを実感できる取組を推進します。    

 

主な取組結果 

■ 「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン

1

」の推進による指導方法等の工夫改善 

■ 研究実践校における発達の段階に応じた系統的な進路探究学習の在り方に係る研究 

■ 「さっぽろっ子『健やかな身体』の育成プラン

2

」を踏まえた体育授業の改善や縄跳び

運動等の取組の推進 

■ 中学校10校への学校図書館司書の配置による学校図書館の「学習・情報センター」機

能強化 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している子どもの割合 

小６ 71.271.271.271.2    71.4 72.372.372.372.3       76.076.076.076.0            全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査 

中３ 65.765.765.765.7    66.4 66.766.766.766.7       72.072.072.072.0            

高２ 61.061.061.061.0    58.8 61.461.461.461.4       67.067.067.067.0            

将来の夢や目標をもっている子どもの割合 

小６ 85.785.785.785.7    84.6 84.684.684.684.6       89.089.089.089.0            全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査    

中３ 71.571.571.571.5    70.0 69.469.469.469.4       77.077.077.077.0            

高２ 75.975.975.975.9    72.6 76.076.076.076.0       79.079.079.079.0            

１週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合 

小５男 7.7 7.7 7.7 7.7 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3    7.0未満7.0未満7.0未満7.0未満    ◎◎◎◎    

全国体力・運動能

力、運動習慣等調

査 

小５女 19.3 19.3 19.3 19.3 12.6 12.112.112.112.1       18.0未満18.0未満18.0未満18.0未満    ◎◎◎◎    

中２男 13.1 13.1 13.1 13.1 10.9 10.610.610.610.6       8.5未満8.5未満8.5未満8.5未満            

中２女 35.8 35.8 35.8 35.8 28.1 25.925.925.925.9       30.0未満30.0未満30.0未満30.0未満    ◎◎◎◎    

読書が好きな子どもの割合 

小６ 74.574.574.574.5    75.9 74.874.874.874.8       78.078.078.078.0            全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査    

中３ 76.376.376.376.3    74.9 73.473.473.473.4       78.078.078.078.0            

高２ 73.473.473.473.4    70.9 74.074.074.074.0       75.075.075.075.0            

⇒目標値に向かっている項目が多いものの、推移の傾向にはばらつきがあるほか、将来の⇒目標値に向かっている項目が多いものの、推移の傾向にはばらつきがあるほか、将来の⇒目標値に向かっている項目が多いものの、推移の傾向にはばらつきがあるほか、将来の⇒目標値に向かっている項目が多いものの、推移の傾向にはばらつきがあるほか、将来の

夢や目標に対する子どもの意識の向上等に課題が見られる。 夢や目標に対する子どもの意識の向上等に課題が見られる。 夢や目標に対する子どもの意識の向上等に課題が見られる。 夢や目標に対する子どもの意識の向上等に課題が見られる。 

                                                   
1

 さっぽろっ子「学ぶ力」の育成プラン 

学校での学びの質を高め、家庭とも一体となって「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら問題を解決する資質や能力等」の「学

ぶ力」を育むことを目指した総合的な取組を示したもの。 

2

 さっぽろっ子「健やかな身体」の育成プラン 

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目指し、教

育委員会の取組や各園・学校の取り組むべき方策を示したもの。 
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主な今後の展開 

◆ 「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」を踏まえた課題探究的な学習

3

などの推進 

◆ 中学校での進路探究学習に係る職場体験の内容をより主体的に体験できるプログラ

ムの充実 

◆ Ｈ28年度から全小中学校において「『健やかな身体』育成プログラム」を作成・実行 

◆ 中学校における学校図書館司書の段階的配置 

 

基本施策１－２ 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進 

「知 学ぶ力」「徳 豊かな心」「体 健やかな身体」の調和を図りながら生きる力を育むため、一

人一人の子どもが周囲に働きかけつながろうとする態度を身に付けることができるよう、様々な学習

活動において、周りの環境や他者と共に生きる喜びを実感できる取組を推進します。 

 

主な取組結果 

■ 子どもの自己肯定感を育成する指導の充実 

■ 子どもの自己有用感の向上のため、道徳教育やボランティア活動、ピア・サポート活

動などの取組を推進 

■ 障がいを理由とする差別の解消に向けて、障がいのある子ども及び保護者に寄り添い

ながら、学校等の関係者全体で適正な対応ができるよう「障害者差別解消法 札幌市立

学校職員における対応要領」を策定 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

自分にはよいところがあると考えている子どもの割合 

小６ 73.3 73.3 73.3 73.3 74.3 75.575.575.575.5       78.078.078.078.0            全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査    

中３ 67.467.467.467.4    67.9 69.469.469.469.4       76.076.076.076.0            

高２ 65.965.965.965.9    62.7 68.768.768.768.7       74.074.074.074.0            

人の役に立つ人間になりたいと考えている子どもの割合 

小６ 67.867.867.867.8    69.0 69.869.869.869.8       78.078.078.078.0            全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査    

中３ 68.368.368.368.3    72.3 70.370.370.370.3       78.078.078.078.0            

高２ 55.455.455.455.4    49.8 52.352.352.352.3       66.066.066.066.0            

⇒ほとんどの項目が目標値に向かっているものの、目標値到達に向け、自己肯定感や自己⇒ほとんどの項目が目標値に向かっているものの、目標値到達に向け、自己肯定感や自己⇒ほとんどの項目が目標値に向かっているものの、目標値到達に向け、自己肯定感や自己⇒ほとんどの項目が目標値に向かっているものの、目標値到達に向け、自己肯定感や自己

有用感を育む取組の更なる推進が必要である。有用感を育む取組の更なる推進が必要である。有用感を育む取組の更なる推進が必要である。有用感を育む取組の更なる推進が必要である。    

主な今後の展開 

◆ 各校種における、子どもの主体性を育む活動やボランティア活動の拡大など 

◆ 障害者差別解消法に基づく札幌市立学校職員における対応要領の学校関係者等への

更なる周知及び合理的配慮

4

の好事例等を集積した事例集の作成 

 

 

 

 

                                                   
3

 課題探究的な学習 

自ら疑問や課題をもち、主体的に解決する学習。 

4

 合理的配慮 

障がいのある子ども及び保護者から、教育内容・方法や支援体制、施設・設備について相談があった場合に、障がいのある

子どもの性別、年齢、障がいの状態に応じ、学校等に過重な負担のない範囲で、参加の機会を確保するための変更・調整を

行うこと。 
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基本施策１－３ ふるさと札幌のよさを実感し、豊かな創造力を育む学習活動の推進 

子ども一人一人が、未来を切り拓く意欲をもちながら、多様な学びから新たな価値を生み出すこと

ができるよう、札幌の自然環境・人的環境・文化的環境を生かした様々な学習活動を通して、ふるさ

と札幌への思いや願いを心に抱きつつ、豊かな創造力を育む取組を推進します。 

 

主な取組結果 

■ 「札幌らしい特色ある学校教育」の中核をなす３つのテーマ【雪】【環境】【読書】に

関わる学習など「ふるさと札幌」についての学びの推進 

■ 小学校では青少年山の家や札幌芸術の森美術館などを活用した体験的な活動を、中学

校では社会科で10年後の札幌について考える学習などを、高等学校では市内の企業・公

共施設等の協力を得たインターンシップ等を実施 

■ 外国語指導助手（ＡＬＴ）の増員配置し、児童生徒に「生きた英語に触れる」授業な

ど、国際感覚を身に付ける機会を充実 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

札幌には、好きな場所やものがあると答えた子どもの割合 

小５ 90.8 90.8 90.8 90.8 89.4 89.689.689.689.6       95.095.095.095.0            

札幌市学習実現

状況調査 

中２ 84.384.384.384.3    83.8 83.883.883.883.8       90.090.090.090.0            

高２ 84.084.084.084.0    79.9 80.780.780.780.7       90.090.090.090.0            

外国の人と交流したいと思う子どもの割合 

小５ 80.780.780.780.7    78.5 80.280.280.280.2       85.085.085.085.0            

札幌市学習実現

状況調査 

中２ 62.662.662.662.6    62.8 63.663.663.663.6       68.068.068.068.0            

高２ 68.568.568.568.5    65.9 66.166.166.166.1       73.073.073.073.0            

⇒ほとんどの項目で目標値から遠ざかっており、ふるさと札幌への思いや国際交流に向け⇒ほとんどの項目で目標値から遠ざかっており、ふるさと札幌への思いや国際交流に向け⇒ほとんどの項目で目標値から遠ざかっており、ふるさと札幌への思いや国際交流に向け⇒ほとんどの項目で目標値から遠ざかっており、ふるさと札幌への思いや国際交流に向け

た意欲の育成に課題が見られる。た意欲の育成に課題が見られる。た意欲の育成に課題が見られる。た意欲の育成に課題が見られる。    

主な今後の展開 

◆ 社会科のほか、道徳や総合の時間などを活用した、子どものふるさと札幌への思いを

育む取組の推進 

◆ 小学校における英語専門教師を中心とした外国語活動の充実に関する実践研究の実

施 

◆ ＡＬＴの増員及びその活用の工夫を通じた、国際性を育む教育の一層の推進 
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基本施策１－４ 一人一人が学び育つための特別支援教育の推進 

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える「共生社会」

の形成に向けて、障がいのある子どもの自立と社会参加を目指し、可能な限り障がいのある子どもが

ない子どもと共に学ぶことができるよう配慮しつつ、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や

必要な支援を行い、将来の基盤となる「生きる力」を育みます。 

 

主な取組結果 

■ 「個別の教育支援計画

5

を活用した継続的な指導・支援」について「札幌市学校教育の

重点

6

」等で各園・学校に明示 

■ 教職員を対象に「サポートファイルさっぽろ

7

」の活用に関する研修会などを実施 

■ 特別な教育的支援を必要とする子どもとその保護者に対する教育相談に係る相談員

の増員 

■ 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする子どもに対して学校生活上必

要な支援を行う「学びのサポーター」の１校当たりの活用可能時間数の増加 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

特別な教育的支援を必要とする子どもの個別の教育支援計画を作成している幼稚園、学校の割合 

    

59.3 59.3 59.3 59.3 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24） 

68.8 

（Ｈ25） 

70.670.670.670.6    

（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26） 

   100100100100            

特別支援教育体

制整備状況調査 

⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。    

主な今後の展開 

◆ サポートファイルさっぽろを活用した個別の教育支援計画の作成・活用の促進 

◆ 教育相談に係る相談員増員の効果検証及び申し込みから相談実施までの待ち期間の

短縮に向けた更なる相談体制の見直し等 

◆ 各学校のニーズに応じた、校内における子どもの支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5

 個別の教育支援計画 

子どもの障がいの状態等に関わる情報を、その子どもに関わる様々な関係者が共有化できるよう、教育的支援の目標や内容、

関係者の役割分担について計画するもの。 

6

 札幌市学校教育の重点 

幼児児童生徒の発達の段階を踏まえ、学校経営や教育課程の編成・実施、生徒指導等に生かすために、特に重点となる施策

や教育内容を示したもの。 
7

 サポートファイルさっぽろ 

保護者が子どもの成長を記録し、関係者がその子どもの個性や特徴、発達の経過を共通理解するために使用するツール。 
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基本施策１－５ 継続的・自発的な学習活動を支援する総合的な生涯学習の推進 

市民自らの学びや学び合いを多角的に支援・促進することを通じて、学びを媒介とした市民同士の

豊かな関係の構築を目指すとともに、学んだ成果を地域に積極的に生かすなど、札幌のまちを担う主

体的な市民を育みます。 

また、子どもから大人まであらゆる世代が、自ら意欲的に学ぶための基礎となる読書活動への支援

を進めていきます。 

 

主な取組結果 

■ 自己充実や生きがいづくりを進めるとともに、まちづくりの担い手を育成する「さっ

ぽろ市民カレッジ」における、市民の学習ニーズに応じた公益的な内容の学習プログラ

ムの提供 

■ 中央図書館及び各地区図書館における読み聞かせや文化人などによる講演会、小学生

等を対象にした司書体験などの各種イベントや展示などの取組の推進 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

さっぽろ市民カレッジの受講に満足している受講者の割合 

 

81.0 81.0 81.0 81.0 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24） 

84.9 

（Ｈ25） 

85.185.185.185.1    

（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26） 

   90.090.090.090.0            

指定管理者業務

実績報告書 

図書館の利用に満足している利用者の割合 

 

87.0 87.0 87.0 87.0 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24） 

82.9 

 

82.782.782.782.7    

    

   90.090.090.090.0            

利用者アンケー

ト 

⇒さっぽろ市民カレッジの受講に満足している受講者の割合が目標値に向かっている一⇒さっぽろ市民カレッジの受講に満足している受講者の割合が目標値に向かっている一⇒さっぽろ市民カレッジの受講に満足している受講者の割合が目標値に向かっている一⇒さっぽろ市民カレッジの受講に満足している受講者の割合が目標値に向かっている一

方、図書館利用者の満足度については課題が見られる。 方、図書館利用者の満足度については課題が見られる。 方、図書館利用者の満足度については課題が見られる。 方、図書館利用者の満足度については課題が見られる。 

主な今後の展開 

◆ 継続的・自発的な学習活動を支援するため、市の施策や事業を踏まえるとともに、市

民の学習ニーズや地域課題の把握に努めながら、さっぽろ市民カレッジの学習プログラ

ムを提供 

◆ 幅広い世代の市民の知的欲求に応えるため、中央図書館及び各地区図書館における講

演会等を充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は85.0％。 
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基本施策１－６ 学びの場の連携の推進 

子どもが個性や能力、興味・関心を継続して伸ばしていけるよう、一貫性・連続性のある学びを実

現するため、学校種間や大学・生涯学習関連施設などの学びの場の連携を推進します。 

 

主な取組結果 

■ 幼保小連携の取組として、幼児が小学校施設を活用した活動や、幼児と児童が共に昼

食をとるなどの交流を実施 

■ 小中連携の取組として、小学生が中学校の授業に参加したり、小中合同でコンサート

をしたりするなどの取組を推進したほか、「小中連携の手引」を作成 

■ 中高連携の取組として、中学３年生とその保護者を対象とした「札幌市立高等学校合

同説明会」や各高等学校個別の学校説明会の実施 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

子どもが参加する校種間連携を実施している学校の割合 

小学校 

※幼保小連携 

74.874.874.874.8    86.1 77.277.277.277.2       100100100100            

札幌市学校教育

指導の実態調査 

※高校は独自調査 

中学校 

※小中連携 

99.099.099.099.0    97.9 95.995.995.995.9       100100100100            

高校 

※中高連携 

87.587.587.587.5    100 100 100 100 100    100100100100    ◎◎◎◎    

⇒中高連携については目標値到達を継続している一方、幼保小連携及び小中連携では課題⇒中高連携については目標値到達を継続している一方、幼保小連携及び小中連携では課題⇒中高連携については目標値到達を継続している一方、幼保小連携及び小中連携では課題⇒中高連携については目標値到達を継続している一方、幼保小連携及び小中連携では課題

が見られる。が見られる。が見られる。が見られる。    

主な今後の展開 

◆ 小中連携の手引を活用した取組の一層の充実 

◆ 中学３年生が高校生活を体験できる機会の充実 
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基本施策２－１ 安全・安心・環境に配慮した学校の整備 

安心して子どもが学べるような体制づくりを行うとともに、自然環境や機能性などにも配慮した安

全で信頼される学校づくりを行います。 

 

主な取組結果 

■ 小学校、中学校における消防局や警察署などと連携した安全教室の実施及び高等学校

での避難訓練の充実 

■ 学校施設の老朽化や改築需要の本格化に対応するため、今後の維持更新の在り方や方

向性を示す「札幌市学校施設維持更新基本計画」を策定 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

子どもが自ら身を守ろうとする態度や能力を育む安全教育を実施した学校の割合 

小学校 87.687.687.687.6    90.1 93.593.593.593.5       100100100100            札幌市学校教育

指導の実態調査 

※高校は独自調査    

中学校 73.273.273.273.2    88.7 87.887.887.887.8       100100100100            

高校 75.075.075.075.0    75.0 88.988.988.988.9       100100100100            

⇒小学校及び高校においては、目標値に向かっている。中学校においては、当初値からみ⇒小学校及び高校においては、目標値に向かっている。中学校においては、当初値からみ⇒小学校及び高校においては、目標値に向かっている。中学校においては、当初値からみ⇒小学校及び高校においては、目標値に向かっている。中学校においては、当初値からみ

ると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。ると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。ると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。ると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。    

主な今後の展開 

◆ 安全教室の実施継続のほか、自転車通学に伴う交通安全教育の必要性について各学校

に啓発 

◆ 札幌市学校施設維持更新基本計画の推進のための事業を着実に実施 
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基本施策２－２ 豊かな教育環境づくり 

子ども一人一人の能力を伸ばし、社会において自立して生きる基礎を培うため、子どもの学びを支

える豊かな教育環境の整備・充実を図ります。 

 

主な取組結果 

■ 保護者からの開設要望に基づく、小学校19校、中学校12校で特別支援学級の新規開設

及びＨ28年度の新規開設に向けた検討 

■ Ｈ29年度に開校する市立札幌みなみの杜高等支援学校における、就労支援や教育内容

についての検討 

■ 市立札幌開成中等教育学校を開校し、国際バカロレア（ＩＢ）

8

の教育プログラムを活

用した課題探究的な学習のモデル研究を開始したほか、ＩＢのミドル・イヤーズ・プロ

グラム（ＭＹＰ）候補校に認定 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

市立小中学校における特別支援学級の整備率 

小学校 81.481.481.481.4    82.4 85.385.385.385.3       85.085.085.085.0    ◎◎◎◎    

独自調査 

中学校 65.765.765.765.7    70.7 76.876.876.876.8       70.070.070.070.0    ◎◎◎◎    

⇒目標値に到達したが、豊かな教育環境の充実のため、引き続き、保護者からの要望に応⇒目標値に到達したが、豊かな教育環境の充実のため、引き続き、保護者からの要望に応⇒目標値に到達したが、豊かな教育環境の充実のため、引き続き、保護者からの要望に応⇒目標値に到達したが、豊かな教育環境の充実のため、引き続き、保護者からの要望に応

じた整備を進める。 じた整備を進める。 じた整備を進める。 じた整備を進める。 

主な今後の展開 

◆ 教育環境の更なる充実を目的とした特別支援学級の新規開設継続 

◆ 市立札幌みなみの杜高等支援学校に係る保護者向け学校説明会の開催 

◆ 市立札幌開成中等教育学校での、課題探究的な学習におけるＩＣＴ

9

の効果的な活用に

関する研究や、ＩＢのＭＹＰ認定校・ディプロマプログラム（ＤＰ）候補校を目指した

取組を進めるほか、研究成果をまとめた保護者・教員向けの資料を作成し、広く啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8

 国際バカロレア（ＩＢ） 

国際バカロレア機構（ＩＢＯ）が定める異文化に対する理解と尊敬を通じて、平和でよりよい世界の実現のために貢献する、

探究心、知識、思いやりのある若者の育成などを目的とした国際的な教育プログラムやその資格の総称。３～12 歳を対象と

した「プライマリー・イヤーズ・プログラム（ＰＹＰ）」、11～16 歳を対象とした「ミドル・イヤーズ・プログラム（ＭＹＰ）」、

16～19 歳を対象とした「ディプロマ・プログラム（ＤＰ）」がある。各プログラムの認定校となるには、候補校となった後、

ＩＢＯの審査を経る必要がある。 
9

 ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略。情報通信技術。 
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基本施策２－３ 多種多様な学習環境の整備 

市民が生涯にわたって学び続けることができるよう、多種多様な学習環境を整備します。また、学

校教育と生涯学習（社会教育）の施設機能を有機的に結び付け、より効果的な活用・交流ができる場

として、充実を図ります。 

 

主な取組結果 

■ 生涯学習センターや青少年科学館、青少年山の家、定山渓自然の村などの各生涯学習

関連施設で、学校教育との連携も含め、それぞれの特性を生かした多様な事業の展開及

び円滑かつ効率的な運営 

■ 「札幌市えほん図書館

10

」及び「札幌市図書・情報館

11

」の開館に向けた準備の推進 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合 

 

85.9 85.9 85.9 85.9 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24） 

87.6 

（Ｈ25） 

88.188.188.188.1    

（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26） 

   90.090.090.090.0            

指定管理者業務

実績報告書    

図書館の利用に満足している利用者の割合（再掲） 

 

87.0 87.0 87.0 87.0 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24） 

82.9 

 

82.782.782.782.7    

    

   90.090.090.090.0            

利用者アンケー

ト 

⇒生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合が目標値に向かっている一方、図⇒生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合が目標値に向かっている一方、図⇒生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合が目標値に向かっている一方、図⇒生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合が目標値に向かっている一方、図

書館利用者の満足度については課題が見られる。 書館利用者の満足度については課題が見られる。 書館利用者の満足度については課題が見られる。 書館利用者の満足度については課題が見られる。 

主な今後の展開 

◆ 青少年科学館のプラネタリウムのリニューアルオープン及び各施設において工夫し

た様々な事業の展開 

◆ 札幌市えほん図書館の開館準備の継続及び開館後における乳幼児の年齢に応じたサ

ービスプログラム等の実施 

◆ 札幌市図書・情報館の開館に向けたビジネスに役立つ資料の購入やデジタル化等の環

境整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10

 札幌市えほん図書館 

子どもが乳幼児期から読書に親しむ習慣を身に付けられるよう、絵本を中心に集めた図書館。Ｈ28 年 11 月に供用開始される

白石区複合庁舎内にオープンする。 

11

 札幌市図書・情報館 

ビジネスや多様な課題解決に役立つ情報、札幌の魅力や街の情報などを提供する課題探究型の図書館。Ｈ30 年に供用開始さ

れる札幌市民交流プラザ内にオープンする。 

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は85.0％。 
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基本施策２－４ 教職員の資質・能力の向上 

グローバル化や情報化、少子高齢化などに伴い、人々の生活様式や価値観が多様化する社会情勢に

おいて、教員が諸課題に対応できる専門的知識・技能を向上させるとともに、マネジメント力を有す

る管理職のリーダーシップの下、子どもの健やかな成長のため、組織的かつ効果的に教育活動を展開

することができるよう、教職員の採用や人事、研修の工夫・改善に取り組みます。 

 

主な取組結果 

■ 教職員向けの研修講座を、喫緊の教育課題に応じた内容や、より実践的な内容とする

など、工夫・改善して実施 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

研修の成果を活用できると答えた教職員の割合 

 

94.7 94.7 94.7 94.7 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）    

98.9 98.798.798.798.7    

   100100100100            

研修後のアンケ

ート調査 

⇒当初値からみると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。⇒当初値からみると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。⇒当初値からみると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。⇒当初値からみると目標値に向かっているが、前年度に比べると目標値から遠ざかった。    

主な今後の展開 

◆ 教職員の資質・能力の向上に資するより充実した研修の実施 

◆ 教員採用試験における４月１日以降の採用枠の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は98.4％。 
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基本施策２－５ 学びのセーフティネットの充実 

いじめ・不登校をはじめとする子ども自身が抱える課題、あるいは経済的な理由などの環境的要因

等により、学校での学びに様々な不安や悩みを抱える子どもが、日常から安心して学び、成長してい

くことができるよう、問題発生の未然防止に努めるとともに、子ども一人一人の状況に応じた適切な

支援体制を構築します。 

 

主な取組結果 

■ 小学校へのスクールカウンセラー

12

の年間配置時間を３時間増加 

■ 新１年生とその保護者に対し、いじめ防止の取組や各種相談窓口等を掲載したリーフ

レットを配布 

■ 教育支援センターや相談指導教室における不登校等に関する教育相談や、スクールカ

ウンセラー、相談支援パートナー

13

などの活用を通じて、一人一人の子どもの状況に応

じたきめ細かな支援を実施 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

いじめなどの不安や悩みを身近な人に相談する子どもの割合 

小学校 

92.1 92.1 92.1 92.1 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）    

92.0 92.592.592.592.5    

   95.095.095.095.0            

悩みやいじめに

関するアンケー

ト調査 

中学校 

82.2 82.2 82.2 82.2 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）    

82.2 82.982.982.982.9    

   88.088.088.088.0            

高校 

80.7 80.7 80.7 80.7 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）    

83.0 83.183.183.183.1    

   86.086.086.086.0            

不登校児童生徒の在籍率（出現率） 

 

1.20 1.20 1.20 1.20 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24） 

1.31 

（Ｈ25） 

1.371.371.371.37    

（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26） 

   1.10未満1.10未満1.10未満1.10未満            

児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問

題に関する調査 

⇒不安や悩みを身近な人に相談する子どもの割合は目標値に向かっているものの、目標値⇒不安や悩みを身近な人に相談する子どもの割合は目標値に向かっているものの、目標値⇒不安や悩みを身近な人に相談する子どもの割合は目標値に向かっているものの、目標値⇒不安や悩みを身近な人に相談する子どもの割合は目標値に向かっているものの、目標値

到達に向けて、更なる推進が必要である。また、不登校児童生徒の在籍率は全国と同様到達に向けて、更なる推進が必要である。また、不登校児童生徒の在籍率は全国と同様到達に向けて、更なる推進が必要である。また、不登校児童生徒の在籍率は全国と同様到達に向けて、更なる推進が必要である。また、不登校児童生徒の在籍率は全国と同様

に増加傾向にある。に増加傾向にある。に増加傾向にある。に増加傾向にある。 

主な今後の展開 

◆ 各学校における教育相談体制の充実や、少年相談室の「いじめ電話相談」などの相談

窓口を改めて子ども等に周知することなど、不安や悩みを相談しやすい環境整備 

◆ 不登校児童生徒の在籍率が全国と同様に増加傾向にあり、喫緊の課題となっているた

め、関係機関が連携した未然防止・早期発見・早期対応の取組を重点化し、特に初期対

応を強化 

 

 

 

 

                                                   
12

 スクールカウンセラー 

子どもの不安や悩みの相談に当たるとともに、保護者・教員などに対し、子どもとの関わりについて助言・支援を行うため、

学校に配置される臨床心理士などの心の専門家。 
13

 相談支援パートナー 

不登校や不登校の心配がある子どもに対し、教職員と協力しながら、一人一人の状況に応じたきめ細かな支援を行うボラン

ティア（退職教員や教育学等を学ぶ大学院生、民生委員等の人材を活用）。 

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は92.6％。 

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は82.1％。 

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は83.2％。 
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基本施策２－６ 学校における情報化の推進 

学校において、ＩＣＴを最大限に活用することによって、子どもの学ぶ力の向上を図り、教育の質

を向上することができるよう、ＩＣＴ機器や教材の整備を進めるとともに、それらの活用の充実を図

る環境整備を行います。 

 

主な取組結果 

■ 小学校１校、中学校１校の特別支援学級に児童生徒用のタブレット端末を試験導入し、

利便性や機器管理の方法等について検証したほか、他の小学校１校に教員用のタブレッ

ト端末を試験導入し、効果的な活用に向けた研究を実施 

■ 実践的なＩＣＴ活用指導力の向上を目指した研修を実施 

■ ＩＣＴ機器整備の方向性や活用促進に向けた取組等を具体化した方針を策定 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

授業や校務にＩＣＴを効果的に活用できる教員の割合 

 

65.0 65.0 65.0 65.0 

（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24）（Ｈ24） 

67.6 

（Ｈ25） 

68.168.168.168.1    

（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26）（Ｈ26） 

   77.077.077.077.0            

教育の情報化の

実態等に関する

調査 

⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。    

主な今後の展開 

◆ 各学校の機器等の整備状況に合わせた研修を充実するなど、ＩＣＴの効果的な活用を

推進 

◆ Ｈ28年度に実施する校務用コンピュータの更新に向けた準備の推進 
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基本施策３－１ 地域と学校が支え合う仕組みづくり 

社会全体で子どもを支えていくため、地域に開かれた学校づくりや、地域住民、企業、大学等の教

育機関などがもつ人的資源や技能などの地域の教育力を生かした学習環境づくりを進め、地域と学校

の双方向の結び付きを強めていきます。    

 

主な取組結果 

■ 各学校において保護者や地域住民などの地域の教育力を生かした様々な学習活動を

推進 

■ 「サッポロサタデースクール

14

」を、実施校を拡大して実施 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

保護者や地域の人の学校支援ボランティア活動を学校の教育水準の向上に効果的に活用している学校の

割合 

小学校 91.191.191.191.1    95.0 92.192.192.192.1       95.095.095.095.0            全国学力・学習状

況調査 中学校 74.574.574.574.5    73.5 81.681.681.681.6       88.088.088.088.0            

⇒当初値に比べると目標値に向かっており、中学校においては順調だが、小学校において⇒当初値に比べると目標値に向かっており、中学校においては順調だが、小学校において⇒当初値に比べると目標値に向かっており、中学校においては順調だが、小学校において⇒当初値に比べると目標値に向かっており、中学校においては順調だが、小学校において

は目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。 は目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。 は目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。 は目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。 

主な今後の展開 

◆ 学校と地域の連携に係る好事例を各学校に広めるなど、社会全体で子どもを支えてい

く環境づくりの更なる推進 
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 サッポロサタデースクール 

地域の教育力の向上を図るとともに、地域と学校の連携の仕組みを整えることを目的に、地域の多様な経験や技能を持つ人

材・企業等の豊かな社会資源を活用した学習支援や地域の伝統文化体験活動等のプログラムを、土曜日や学校の長期休業中

に学校施設等を活用して実施する事業。 
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基本施策３－２ 家庭の教育力を高める仕組みづくり 

親同士の交流や学び合いの推進により、家庭の教育力の向上を図り、子どもの学習環境を整えます。

また、親子が共に学び、触れ合う機会を創出し、学びの土台作りを推進します。    

 

主な取組結果 

■ 子どもとの接し方や親としての役割などを親等が自主的に学習する「家庭教育学級」

の実施 

■ 講演会などを通じて、子育て中の親等を対象に、生活習慣やしつけなどの知識や技術

習得などの情報発信や助言等を行う「親育ち応援団事業」を、商業施設でのイベントや

企業等に出向いて実施 

成果指標の動向 

 

    

当初値 当初値 当初値 当初値 

（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）（Ｈ25）    

Ｈ26 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27    Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 目標値 目標値 目標値 

（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）（Ｈ30）    

Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27の の の の 

達成区分達成区分達成区分達成区分    

出典    

家の人と学校での出来事について話をする子どもの割合 

小６ 74.374.374.374.3    79.7 79.079.079.079.0       80.080.080.080.0            全国学力・学習状

況調査 中３ 65.965.965.965.9    72.6 72.772.772.772.7       70.070.070.070.0    ◎◎◎◎    

⇒小６については前年度から数値は下がったものの、当初値に比べて目標値に向かってお⇒小６については前年度から数値は下がったものの、当初値に比べて目標値に向かってお⇒小６については前年度から数値は下がったものの、当初値に比べて目標値に向かってお⇒小６については前年度から数値は下がったものの、当初値に比べて目標値に向かってお

り、中３については目標値に到達した。家庭の教育力を更に高めるため、引き続き、取り、中３については目標値に到達した。家庭の教育力を更に高めるため、引き続き、取り、中３については目標値に到達した。家庭の教育力を更に高めるため、引き続き、取り、中３については目標値に到達した。家庭の教育力を更に高めるため、引き続き、取

組を推進する必要がある。組を推進する必要がある。組を推進する必要がある。組を推進する必要がある。    

主な今後の展開 

◆ 家庭教育学級や親育ち応援団の内容を更に充実するなど、家庭の教育力の向上のため、

様々な家庭ニーズに応じた取組を推進 
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２ 個 別 項 目２ 個 別 項 目２ 個 別 項 目２ 個 別 項 目    

 (1) 学びのセーフティネットの充実 (1) 学びのセーフティネットの充実 (1) 学びのセーフティネットの充実 (1) 学びのセーフティネットの充実 

施策２－５－１ 子どもが安心して学べる支援体制の充実 

 学校には、子どもが自己理解を深め、好ましい人間関係を築くことができるよう、一人

一人の子どもの発達に即して、人格の成長への援助を図る教育活動を推進していくことが

求められており、そのことが、いじめや不登校を未然に防止することにつながります。 

 そのため、スクールカウンセラーの活用などを図りながら、不安や悩みを抱えている子

どもの思いを共感的に受け止め、悩みが深刻化しないように助言や声かけを学校全体とし

て組織的に行うなど、学校が一体となって対応する校内支援体制を構築します。 

さらに、帰国・外国人児童生徒に対し、日本語教育支援などを行うほか、市立札幌大通

高等学校において、不登校経験など様々な課題を抱える生徒に対し、学び直しを含めた多

面的な支援体制を充実させ、社会的自立を支援します。 

■ 学校教育相談体制の充実 .............................................................................................................. 22■ 学校教育相談体制の充実 .............................................................................................................. 22■ 学校教育相談体制の充実 .............................................................................................................. 22■ 学校教育相談体制の充実 .............................................................................................................. 22    

■ スクールカウンセラーの活用 ..................................................................................................... 24■ スクールカウンセラーの活用 ..................................................................................................... 24■ スクールカウンセラーの活用 ..................................................................................................... 24■ スクールカウンセラーの活用 ..................................................................................................... 24    

■ 市立札幌大通高等学校への支援 ................................................................................................. 26■ 市立札幌大通高等学校への支援 ................................................................................................. 26■ 市立札幌大通高等学校への支援 ................................................................................................. 26■ 市立札幌大通高等学校への支援 ................................................................................................. 26    

■ 帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援 ........................................................................... 28■ 帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援 ........................................................................... 28■ 帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援 ........................................................................... 28■ 帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援 ........................................................................... 28    

 

施策２－５－２ 学びに困難を抱える子どもへの対応の充実 

子どもの人間関係のトラブルを起因とするいじめや様々な要因を背景とする不登校を早

期に発見し、早期に適切な対応をするため、教職員をはじめとする周囲の大人が子どもの

不安や悩みに気付き、積極的に子どもと関わり、一人一人の子どもにきめ細かな支援をし

ていく体制を構築します。 

また、子どもを取り巻く学校内での人間関係だけではなく、インターネットを含む社会

環境や書いて環境の課題に対し、札幌市児童相談所や札幌市子どもの権利救済機関（子ど

もアシストセンター）などの関係機関との連携も含め、子どもや保護者がいつでも気軽に

相談できる体制やそのための窓口を整備します。 

■ 学校ネットトラブル等対策 .......................................................................................................... 30■ 学校ネットトラブル等対策 .......................................................................................................... 30■ 学校ネットトラブル等対策 .......................................................................................................... 30■ 学校ネットトラブル等対策 .......................................................................................................... 30    

■ スクールソーシャルワーカーの活用 ........................................................................................ 32■ スクールソーシャルワーカーの活用 ........................................................................................ 32■ スクールソーシャルワーカーの活用 ........................................................................................ 32■ スクールソーシャルワーカーの活用 ........................................................................................ 32    

■ 心のサポーターの配置 .................................................................................................................. 34■ 心のサポーターの配置 .................................................................................................................. 34■ 心のサポーターの配置 .................................................................................................................. 34■ 心のサポーターの配置 .................................................................................................................. 34    

■ いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 ........................................................................... 36■ いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 ........................................................................... 36■ いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 ........................................................................... 36■ いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 ........................................................................... 36    

■ 悩みやいじめに関するアンケート調査の実施 ....................................................................... 38■ 悩みやいじめに関するアンケート調査の実施 ....................................................................... 38■ 悩みやいじめに関するアンケート調査の実施 ....................................................................... 38■ 悩みやいじめに関するアンケート調査の実施 ....................................................................... 38    

■ 教育支援センター機能の充実 ..................................................................................................... 40■ 教育支援センター機能の充実 ..................................................................................................... 40■ 教育支援センター機能の充実 ..................................................................................................... 40■ 教育支援センター機能の充実 ..................................................................................................... 40 
 

施策２－５－３ 教育機会均等のための経済支援 

家庭の経済的理由により学びに困難を抱える子どもへの支援を行うため、小・中学校で

は、保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減を図るための就学援助を、高校・大学生

に対しては、意欲・能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学を断念することが

ないよう、返還義務のない奨学金を支給し、教育費の負担軽減を図ります。 

■ 奨学金 ................................................................................................................................................. 42■ 奨学金 ................................................................................................................................................. 42■ 奨学金 ................................................................................................................................................. 42■ 奨学金 ................................................................................................................................................. 42    

■ 就学援助 ............................................................................................................................................. 44■ 就学援助 ............................................................................................................................................. 44■ 就学援助 ............................................................................................................................................. 44■ 就学援助 ............................................................................................................................................. 44    
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施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 学校教育相談体制の充実学校教育相談体制の充実学校教育相談体制の充実学校教育相談体制の充実    

 様々な悩みを抱える児童生徒一人一人に対して、学校が一体となりきめ細かく対応することがで

きるよう、関係機関との連携等についてガイドラインを作成するとともに、校内の教育相談の体制

づくりや教員の資質向上のための研修を行い、いじめや不登校等の未然防止を目指した学校の教育

相談体制の充実を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 札幌市教育センターにある教育相談室の相談件数は年々増加しており、不登校やいじめ、発達

の困り等、相談内容は多様化・複雑化している。この背景に共通した要因として、子どもたちの

人間関係をつくる力が弱くなっている様子がみられる。人と関わる活動には、悩みやストレスが

生じるものであるが、そのような経験と向き合い、乗り越えることを通して、子どもの「関わる

力」はより高まっていくと考えられる。 

このような状況から、子どもにとって、困った時に相談しやすく、寄り添いながら解決の方法

を教えてくれるような、日常的な教育相談体制づくりを目指していく必要がある。 

また、各学校において、多様な子どもの困りに柔軟に対応できるようにするため、関係機関の

活用について分かりやすい資料を作成するなどの取組が必要である。 

これまで教育委員会では、学校の教育相談体制の充実のため、学校への指導助言や、教育相談

や不登校対応等に関する研修講座と講演会の企画・運営、不登校の状況調査等に取り組んできた。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■教育相談室から学校への助言等 

○教育相談室では、相談後に保護者の同意の下、児童生徒

が在籍する学校に相談内容を伝え、校内体制での対応手

段や、柔軟な対応を図るための関係機関との連携、具体

的な登校手段等を助言した。このような、学校と教育相

談室の連携により、学校は教育相談力を高め、困りを抱

える子どもや保護者から教育相談を受けることで、子ど

もの学校復帰や状況改善につなげることができたほか、

学校と保護者がより円滑な関係を築くことができるよ

うになるなどの効果があった。 

■学校教育相談に関する研修講座や講演会等の実施 

○教員の研修講座や教育センターの講演会に、学校教育相

談体制の整備に関する内容を引き続き盛り込んだ。特に

子ども同士の関わる力を高めるピア・サポートの研修は４年連続実施しており、校内研修に

取り入れる学校も出てきている。 

 ピア・サポートの研修を校内研修に取り入れた学校：小学校34校、中学校16校 

学校と教育相談室の連携 

相談 

※その他…校内研修会における指導助言 

保護者 

子ども 

教育相談室 

学校 

★★★★学校学校学校学校からからからから保護者保護者保護者保護者・・・・子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの提案提案提案提案 

●スクールカウンセラーや 

 相談支援リーダー・パートナーの活用 

●校内学びの支援委員会の活用 

●関係機関の活用 

 ・相談指導教室、教育支援センター 

 ・医療機関 ・ケース検討会議 等 

●登校方法 

 ・放課後登校・玄関登校 

 ・別室登校・部分的に教室へ 等 

相談 

提案 

助言

教師相談

情報 

提供 

支援 
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 教育センターにおける研修講座・講演会 

テーマ テーマ テーマ テーマ 内 容 参加人数内 容 参加人数内 容 参加人数内 容 参加人数    

ピア・サポート いじめや不登校を未然に防ぐために、子どもの関わる力を高める 108人 

いじめへの対応 いじめ防止対策推進法制定以降の学校に求められるいじめ防止と対応を考える 205人 

関係機関連携 学校教育相談の中で、保護者や児童生徒に対する学校からの提案力を高める 113人 

教育相談 子どもからのメッセージを読み解き、課題を把握し、指導の手立てを考えあう  95人 

不登校への対応 （講演会）社会的自立を見据えた不登校対応の在り方を考える 278人 

■不登校対策連絡会議の実施 

○Ｈ27年９月とＨ28年２月に、小中学校及び中等教育学校において不登校対応を担当している

教員等が一同に会する不登校対策連絡会議を開催し、いじめや不登校の未然防止、特に初期

対応に重点を置いた取組について、各校の教育相談体制の充実に資する話し合いを行った。

会議では、多数の学校から「今後も継続的な連携が必要」との要望があった。 

■不登校状況に応じた学校教育相談体制の充実の取組 

○文部科学省が行っている「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の結果

や教育相談室に来所している相談者の状況を基に、より具体的な学校の実態を捉えるため、

相談支援リーダー配置小学校10校に聴き取り調査を実施した。 

○聞き取り調査の際、各学校に対し、不登校対策のコーディネーターの位置付け等、効果的な

校内体制の構築について助言することができた。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■学校現場に直接働き掛ける取組の推進 

○いじめや不登校の未然防止のためには、学校や学級が、子どもにとっての「心の居場所」や

「絆づくりの場」となることが不可欠である。日常の学校教育相談体制の充実を図るため、

校内研修等の充実を図るなど、学校現場に直接働き掛ける取組を推進する。 

■異校種の特性を取り入れた取組の推進 

○教科担任制である中学校は、必然的に一人の生徒に多くの教員が関わる体制となっている。

小学校では学級担任一人が児童に関わるため、児童の状況を一日を通してきめ細かに観察

し、適切な状況把握からの柔軟な支援が実施しやすい。今後は、校種間の教員交流を深め、

相互の良さを取り入れた校内体制の整備を推進する。 

■指導資料「不登校への対応」の改訂及び活用促進 

○不登校の要因や背景は複雑化していることから、学校において、児童生徒一人一人の状況を

見取り、より適切な支援や対応を行うことができるよう、Ｈ28年度に改訂する指導資料「不

登校への対応」をまとめ、活用を促進する。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○「関わる力」を高める学校教育相談やピア・サポートプログラムについての研修の実施 

○指導資料「不登校への対応」の改定 

○不登校対策連絡会議等による小中連携の強化 
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施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 スクールカウンセラーの活用スクールカウンセラーの活用スクールカウンセラーの活用スクールカウンセラーの活用    

 児童生徒や保護者の教育相談、児童生徒への関わり方等についての教職員への助言など、スクー

ルカウンセラーを有効に活用し、各校における教育相談体制の充実及び教育の資質向上を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

子どもを取り巻く社会環境の変化等により、いじめや暴力行為などによる子ども同士の関係性

の悪化や不登校児童生徒の増加が大きな問題となっている。悩みや不安を抱えた子どもやその保

護者については、早期の段階から専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラーが悩みを受

け止め、解決に向け担任等と関わることが重要である。 

そのような中、教育委員会ではＨ17年度から全て中学校及び高等学校にスクールカウンセラー

を配置してきた。さらに、Ｈ19年度からは全ての小学校に、Ｈ24年度からは全ての特別支援学校

にスクールカウンセラーを配置している。 

スクールカウンセラーが相談に当たる内容は、不登校に関することが最も多いが、いじめ、友

人関係、親子関係、学習関係など多岐にわたっており、近年は、発達障がい、精神疾患、リスト

カット等の自傷やその他の問題行動などますます多様な相談に対応する必要性が生じている。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■各校種におけるスクールカウンセラーの配置状況 

○小学校において１校当たりの年間配置時数を３時間増加したほか、Ｈ27年度に開校した開成

中等教育学校にも新たに配置するともに、特別支援学校（４校分）への年間配置時数を140

時間増加した。 

 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

中等教育学校 中等教育学校 中等教育学校 中等教育学校 

高等学校 高等学校 高等学校 高等学校 

特別支援学校 特別支援学校 特別支援学校 特別支援学校 

１１１１校当校当校当校当たりのたりのたりのたりの

年間配置時数年間配置時数年間配置時数年間配置時数    

57時間 

284時間 

※うち４時間は研修 

280時間 ４校分で420時間 

○小学校及び中学校では、Ｈ21年度から相談件数が増加傾向にあり、１校当たりの年間配置時

間数を拡充することで、より多くの児童生徒や保護者等の心のケアをすることができた。 

■相談件数・内容 

○相談件数は、小学校、中学校共に若干増加した。 

 相談件数：小学校10,949件(１校当たり54.2件)、中学校25,744件(１校当たり265.4件)  

 高等学校2,084件(１校当たり260.5件)、特別支援学校637件 
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○相談内容は、小学校では「不登校」や「学習・進路」に関する相談が多く、中学校では「不

登校」に関する相談が半数を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スクールカウンセラー連絡協議会の実施 

○学校の担当者とスクールカウンセラーが顔を合わせて研究及び協議を行う「スクールカウン

セラー連絡協議会」を２回開催した。スクールカウンセラー活用の好事例などを共有し、各

学校におけるスクールカウンセラーの一層の有効活用につなげることができた。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■小学校におけるスクールカウンセラー年間配置時数の拡充 

○小学校におけるスクールカウンセラーは、月に１度程度の来校となっている。相談件数が増

加傾向にある中、相談内容が複雑化・多様化するなど、対応に時間を要するケースも多くな

っていることから、相談時間及び教員との打合せの時間の確保が難しい状況にある。引き続

き、各学校においてスクールカウンセラーの有効活用を図るとともに、更に多くの児童や保

護者に対応するため、今後も年間配置時数の拡充を図っていく。 

■スクールカウンセラーのより有効な活用の推進 

○スクールカウンセラーの活用については、児童生徒や保護者・教員との相談を中心にしなが

ら、問題行動等の未然防止に向けた取組をどの程度組み合わせるかなど、学校によって活用

状況が異なっている。また、児童生徒や保護者のスクールカウンセラーの認知度等に課題が

あり、なかなか相談に結びついていない事案も見られる。そのため、学校だより等により保

護者等に周知を図るとともに、各学校に対し活用が図られている好事例を周知する等、一層

の有効活用に向け取り組む。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○小学校への年間配置時数の拡充（57時間→60時間） 

○中学校・高等学校等への年間配置時数の継続（280時間） 

○特別支援学校への年間配置時数の拡充（４校分で420時間→２校分で280時間ずつ） 
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施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 市立札幌大通高等学校への支援市立札幌大通高等学校への支援市立札幌大通高等学校への支援市立札幌大通高等学校への支援    

 市立札幌大通高等学校に在籍する不登校経験や発達上の課題を抱える生徒等に対し、学び直しの

機会などを提供するなど、外部支援者の協力を得ながら組織的・継続的に支援を行うとともに、生

徒が地域社会の中で貢献できるような活動も行いながら、個々の生徒の社会的自立を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

かつての勤労青少年のための教育機関として位置づけられた定時制高校も、様々なライフスタ

イルへの対応が求められるようになったことから、Ｈ20年４月に三部制（午前部・午後部・夜間

部）の札幌大通高等学校を開校。生徒の興味関心に対応するために単位制を導入した。 

現在、中学校時代に不登校を経験した生徒や他の高校を中途退学した生徒に加え、何らかの理

由で学齢期に学びの機会を得ることができなかった生徒や様々な言語を母語とする外国籍の生

徒などが在籍している。 

 これら様々なニーズや課題を抱える生徒を支援し、卒業後の社会参画を目指した高校生活を送

ることのできる環境づくりを図るとともに、生徒一人一人に対する細かな指導体制を確立するた

め、学び直し支援や就職指導支援などの事業を行っている。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■学び直しのできる学習環境 

○大学生や社会人学習支援ボランティア（ＮＰＯ法人）

を講師とした、義務教育レベルの学び直しを行う講座

「チャレンジベーシック」を開講し、学習への意欲向

上と将来の目標を持てる環境づくりを図った。 

○卒業生の進学希望者数は増加傾向にあり、卒業後の自

己の目標を持つことにつながっている。 

■キャリア支援の充実 

○過去のアンケート結果等から「卒業後に他人とうまく

やっていけるか不安」と回答する生徒が多く在籍して

いることが明らかとなったため、キャリア教育コーデ

ィネーターや臨床心理士をはじめとする外部の人材

の協力により、ソーシャルスキルトレーニングを行う

など、生徒が卒業後の道へ進むための自信を身に付け

られるよう取り組んでいる。 

○卒業後は、進学や就職をする生徒が増加傾向にあり、

その状況から、卒業後に社会に出る不安を解消し、次

のステップ（進学・就職など）に意欲をもって進む選

択ができるようになっている状況がうかがえる。 

76

125

136

0

50

100

150

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

進学希望者数の推移

24.2

19.5

14.8

27.8

33.5

25.2

22.0 

23.7 

20.5 

26.0 

23.3 

39.5 

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

Ｈ27

Ｈ26

Ｈ25

卒業者の進路状況

大学・短大 専修・各種 就職 無業

（人） 

-26-



■就職指導支援 

○キャリアカウンセラーなどが進路相談室に駐在し、就

職活動につまずいている生徒や就職活動を進める生

徒を対象とし、企業側の視点等を踏まえ、就職内定へ

向けた支援を行っている。また、インターンシップ等

を中心とした就労体験を通して、卒業後の進路実現や

就労意識の向上につながるよう支援している。 

○Ｈ28年３月卒業生の就職内定率が大きく向上したの

は、１度目の就職試験で内定の出なかった場合に、複

数回の就職試験にチャレンジする意欲を高めること

ができた結果といえ、就職指導支援のみではなく、その他の面での支援も相乗的に効果を発

揮したものと考えている。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■不登校などの困りを抱える生徒への支援の充実 

○中途退学者数の減少、進学・就職率の向上など、支援の効果は高いことが把握できる。しか

しながら、未だ、不登校などにより継続的に登校できない生徒や特別な教育的支援を必要と

する生徒の在籍数も少なくないことから、これらの生徒一人一人に対し、きめ細かい支援を

更に充実していく。 

■生徒の自立及び社会参画へ向けた支援の充実 

○家庭環境による困難や精神的に不安定な困りのある生徒などが少なくなく、人とのコミュニ

ケーションなどに自信を持てず、先へ進めない生徒や外国籍により日本語によるコミュニケ

ーションに困りを抱える生徒も在籍している。そのため、人との関わりやソーシャルスキル

を身に付ける機会の提供などを今後も継続していく。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○学校の課題を解決していくための、家庭や地域と共に進める学校づくりの推進 

○障がいのある生徒やコミュニケーションに困りを抱える生徒への就労支援等を充実するため、

国の委託事業である「キャリア教育・就労支援等の充実事業」を活用し、キャリア教育コーデ

ィネーターの配置や企業との連携による実践的な研究を実施（豊明高等養護学校がＨ27年度か

ら実践している同事業と連携した取組） 

○これまで行ってきた支援（卒業生ピアサポーターやキャリア教育開発アドバイザーによる支

援、外国籍生徒への母語支援及び日本語ボランティア等による支援等）を更に充実して実施 
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施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 施策2-5-1 帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援帰国・外国人児童生徒への日本語教育支援    

 市立小学校・中学校・高等学校に在籍する日本語指導等が必要な帰国・外国人児童生徒に対し、

指導協力者や外国語ボランティアの派遣による日本語教育支援を行います。また、市立小学校・中

学校における児童生徒への学校生活の適応に向け、日本語教室なども開催します。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

日本に帰国した児童生徒や日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は、言葉の壁があることによ

って授業が理解できないことだけでなく、先生や友達とのコミュニケーションがうまく取れなか

ったり、文化の違いに戸惑ったりすることで、気持ちが不安定になることがあり、その面でもき

め細かな支援が必要である。 

日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒の在籍数は全国的に増加傾向にあり、Ｈ16年の約

3,000人から、Ｈ26年には約7,000人となり、10年前の２倍以上の児童生徒が国内の学校に在籍し

ている。 

Ｈ25年６月14日に閣議決定された「第２期教育振興基本計画」においては、日本国内の帰国・

外国人児童生徒等について、日本語指導や適応指導の充実等を含めた公立学校における受入れ体

制の整備を推進することが明記されている。 

教育委員会では、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校に在籍する日本語指導等が必要な

帰国・外国人児童生徒に対する指導の充実を図り、対象児童生徒が円滑に学校生活を送ることが

できるよう、Ｈ18年度から指導協力者を学校に派遣し、日本語指導が必要な児童生徒に対して個

別指導を行うなど、継続して支援を続けている。 

また、Ｈ21年度から外国語ボランティアを派遣し、外国人児童生徒の保護者と学校のコミュニ

ケーションの支援を行っている。 

このほか、札幌市教育センターにおいて、日本語指導の必要な児童生徒が、学校生活の基本的

なことを理解し、学校生活を送る上で必要な日本語を身に付け、学校生活へ適応できるよう支援

をする「日本語教室」を開設し、日本語の指導や学校への適応に向けた支援を行っている。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■指導協力者及び外国語ボランティアの派遣等による支援 

○指導協力者の派遣による教育支援を行った。 

 派遣校数：小学校16校、中学校10校、 

高等学校１校 

 支援児童生徒数・支援回数：希望のあった49人、 

延べ約1,100回 

○児童生徒一人一人の日本語習得状況に応じた日

本語指導ができるよう、日本語指導に関する指導

資料や教材を学校に貸与し、支援の充実を図っ

た。    
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○事業の事務局である教育委員会と支援対象校の日本語指導担当者、派遣される指導協力者の

三者が集まる「連絡推進会議」を４月と10月に２回開催し、日本語指導の必要な児童生徒に

対して、きめ細かな支援が行えるよう連携を深めた。 

○外国語ボランティアを計４回派遣した。それにより、学校の教育内容に関することや学習の

準備に関すること、児童生徒の学習の様子などについて、学校と保護者が共通理解すること

ができ、子どもの充実した学校生活の実現に寄与した。 

■日本語教室における支援 

○週２回（１回90分程度）を基本として、教職経験豊かな教育研究員が、個人又はグループで

の学習を支援した。 

 通級児童生徒数：小学生４人、中学生10人 

■成果 

○支援を受けた帰国・外国人児童生徒の学習に対する理解が深まったほか、日本語の理解が進

むことで、コミュニケーション能力が向上し、円滑な学校生活を送ることができた。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■指導協力者等との連携などによる各学校における日本語指導の質の向上 

○指導協力者等を派遣している各学校において、日常的に日本語指導を行っている教員と指導

協力者等の連携を密にし、より一層児童生徒の実情に合った支援が行われるよう事業の体制

を工夫する。 

○年２回の連絡推進会議の際、日本語指導に豊かな経験を持つ外部人材から、日本語指導が必

要な児童生徒の実態について共通理解を図るために講話をいただくとともに、外部人材と連

携し、より効果的な日本語指導の在り方について研修する。 

■日本語教室における個に応じた指導の充実 

○通級児童生徒の増加に対応し、個別指導に充てる時間を確保するため、これまで１回90分で

実施していた日本語教室を１回60分にし、１日の開設数を増やすことで、一人一人の日本語

の習得状況に応じたきめ細かな指導ができるようにする。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○日本語指導が必要な児童生徒に対し、日本語指導ボランティアを派遣 

○児童生徒の実情に応じた日本語指導資料を学校へ貸与 

○学校と保護者が円滑に情報交換をするための、外国語ボランティアを派遣 

○日本語教室における、個別またはグループでの日本語指導 

 

-29-



施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 学校ネットトラブル等対策学校ネットトラブル等対策学校ネットトラブル等対策学校ネットトラブル等対策    

 専門的な手法による定期的・継続的なネットパトロールの実施や、各学校が専門家に相談できる

体制の確保により、インターネット上の不適切な書き込みを早期に発見し、対応できるようにしま

す。さらに、専門業者によるネットトラブル等への対応力向上に向けた研修会を実施し、各校にお

けるネットトラブル等への対応力を高めます。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

ここ数年、家庭へのインターネットの普及が急速に進んでおり、子どものインターネット利用

も増加している状況にある。 

Ｈ27年度のインターネット利用環境実態調査（内閣府）では、インターネットの利用率が、小

学生で61.3％、中学生で80.3％、高校生で97.7％となっており、多くの子どもがスマートフォン

や携帯ゲーム機、ノートパソコン、タブレット等でインターネットを利用している。また、年齢

が高くなるにつれ利用時間が長くなる傾向が見られる。 

そのような状況の中、いわゆる学校非公式サイト（学校裏サイト）やインターネット掲示板、

ブログ等に、誹謗中傷の書き込みなどが行われる「ネット上のいじめ」や、詐欺等の犯罪の被害

など、子どもがインターネット上のトラブルに直接巻き込まれる危険性が増してきている。 

このような課題に対応するため、教育委員会では、Ｈ21年度から全校を対象に専門業者による

ネットパトロールを実施するとともに、専門業者により、教職員や子ども、保護者にもネットト

ラブル等の危険性とその防止に向けた啓発を行っている。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■ネットパトロールの実施 

○専門業者による巡回調査で個人情報の流布等不適切な書き込みを805件発見したため、学校

に情報提供し適切に対応した。 

■子どもや保護者、教職員を対象とした啓発 

○「子ども達の安全なインターネット利用のための地域密着型教育啓発実証事業」として、２

つの中学校区において、その校区の小学校及び中学校の児童生徒を対象とした特別授業を実

施したほか、保護者と教職員向けの研修会を実施し、インターネットの安全な利用について

働きかけた。 

 実施校における保護者アンケート 

研修会の成果として、保護者のネットトラブルに対する意識の高まりが見られた。 

【【【【設問設問設問設問】】】】    

インターネットインターネットインターネットインターネット利用利用利用利用についてについてについてについて注意注意注意注意すべきすべきすべきすべき点点点点やトラブルにやトラブルにやトラブルにやトラブルに遭遭遭遭ったったったった際際際際のののの対処方法対処方法対処方法対処方法

などについておなどについておなどについておなどについてお子様子様子様子様とととと話話話話しししし合合合合うことがありますかうことがありますかうことがありますかうことがありますか。 。 。 。 

肯定的回答率肯定的回答率肯定的回答率肯定的回答率のののの変化 変化 変化 変化 

（肯定的回答：「よくある」「ときどきある」） 

小学校 

研修前46.2％ 

⇒ 研修後60.0％ 

中学校 

研修前61.8％ 

⇒ 研修後70.5％ 
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■教職員向け研修会の実施 

○教職員対象の「ネットトラブルの対応力向上に向けた研修会」を実施し、各学校におけるイ

ンターネットを介したトラブル発生時の対処の仕方や情報モラル教育の在り方等について

理解を深めた。 

 参加人数：250人（10区10会場の合計） 

○教職員、保護者及び警察官等を対象に「子どもたちが安全にインターネットを利用するため

の教育啓発に係る研修会」を北海道警察と合同で開催した。研修会では、最新の通信機器の

情報やトラブルの実情、潜在する問題点、最新の犯罪被害等の情報及び対応等について理解

を深めた。 

 参加人数：98人 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■ネットパトロールの継続実施 

○各学校における情報モラル教育の充実により、問題投稿等の検出件数は減少傾向にあるが、

今後も継続してインターネットを介したいじめや犯罪被害の防止を目的として実施する。 

■子どもや保護者、教職員を対象とした啓発の成果の周知 

○現在、子ども、保護者、教職員を対象としてインターネットの特性やネットトラブルの未然

防止に向けた研修等を実施しており、それぞれのネットトラブル等への対策の意識が高まる

など成果を上げている。しかし、事業の実施対象が２つの中学校区に限られていることから、

実施対象の拡大を検討するほか、より多くの子どもや保護者、教職員に成果を伝えていける

ような工夫を図っていく。 

○ソーシャルメディア

15

の中には、ネットパットロールでは検出できないものがあり、利用す

る児童生徒間等でトラブルとなることがある。今後、ソーシャルメディアを運営している企

業等との連携を図りながら、児童生徒や保護者にトラブル事例を周知するとともに、未然防

止に向け、啓発していく。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○ネットパトロール等の継続 

○安全なインターネット利用のための子ども、保護者、教職員への啓発 

 

                                                
15

 ソーシャルメディア 

ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）、動画共有サイトなど、利用者が情報を発信し形成していくメディア。利

用者同士のつながりを促進する様々な仕掛けが用意されており、互いの関係を視覚的に把握できるのが特徴。【平成 26年版情報通信

白書（総務省）から引用】 
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施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 スクールソーシャルワーカーの活用スクールソーシャルワーカーの活用スクールソーシャルワーカーの活用スクールソーシャルワーカーの活用    

 スクールソーシャルワーカーの活用を進め、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、問題を

抱える児童生徒に関して、様々な環境（家庭、学校等）への働きかけや関係機関等との連携を行う

ことにより問題の解決に当たります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

不登校やいじめ、暴力行為等生徒指導上の課題が多様化、複雑化、個別化している現状があり、

その背景には、学校・家庭・友人など子どもを取り巻く環境の問題が複雑に絡み合っていること

が考えられる。解決には、学校と福祉機関等が連携した支援が必要であり、社会福祉や精神保健

福祉等の専門的な知識・経験を有する者をスクールソーシャルワーカーとして学校に派遣する事

業をＨ20年度から実施し、子どもが置かれた様々な環境へ働き掛けたり、関係機関等とのネット

ワークを構築したりして、問題を抱える子どもの支援を行っている。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■スクールソーシャルワーカーの活動状況 

○スクールソーシャルワーカー９人を委嘱し、学校長から派遣要請があった場合など、必要に

応じて各学校に派遣した。 

 活用回数 

学校支援等学校支援等学校支援等学校支援等におけるにおけるにおけるにおける訪問回数 訪問回数 訪問回数 訪問回数 306回 

支援支援支援支援のののの必要必要必要必要なななな家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの訪問回数 訪問回数 訪問回数 訪問回数 191回 

関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携回数 連携回数 連携回数 連携回数 76回 

 対応学校数 

小学校 小学校 小学校 小学校 57校 

中学校 中学校 中学校 中学校 42校 

高等学校 高等学校 高等学校 高等学校 ３校 

合計 合計 合計 合計 102校 

■スクールソーシャルワーカーの増員とその成果 

○スクールソーシャルワーカーを１人増員

することで、相談体制を強化し、より多く

の相談に対応することができた。 

○スクールソーシャルワーカーが家庭に働

き掛けたり、関係機関等とのネットワーク

を構築したりするなど、連携や調整をする

役割として専門性を発揮することで、学校

が長期間関わることのできなかった児童

生徒や保護者と関わることができるよう

になるなど、問題の解決に向け、学校等を

支援することができた。 

抱抱抱抱えるえるえるえる問題 問題 問題 問題 

相談相談相談相談・・・・対応件数 対応件数 対応件数 対応件数 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

不登校 不登校 不登校 不登校 42件 55件 73件 

家庭環境家庭環境家庭環境家庭環境のののの問題 問題 問題 問題 47件 33件 56件 

発達障発達障発達障発達障がいがいがいがい等等等等にににに関関関関すすすす

るるるる問題 問題 問題 問題 

13件 ７件 15件 

そのそのそのその他他他他（（（（暴力行為等暴力行為等暴力行為等暴力行為等））））    25件 22件 28件 

合 計 合 計 合 計 合 計 127件 117件 172件 
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■スクールソーシャルワーカースーパーバイザー

16

の配置 

○教育委員会に常駐することで、スクールソーシャルワーカーに係る学校支援相談の早期対応

を行うことができた。 

 スーパーバイザーへの相談件数：285件 

■スクールソーシャルワーカーの役割についての周知 

○民生・児童委員が集まる協議会において、スクールソーシャルワーカーの役割を周知したこ

とにより、子どもを支援するネットワークを強化できた。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■連携体制の改善 

○困難事案を抱えている学校は、スクールソーシャルワーカーの活用によって問題の短期解決

を期待しているが、状況の改善には慎重な対応が必要であり、中長期的な時間を要すること

が多い。そのため、学校や関係機関に対し、状況の改善には継続的な関わりが必要であるこ

となど、役割や活動について改めて理解を求め、十分な連携を図っていく。 

○スクールソーシャルワーカーの活動エリアを分担し、各区の担当スクールソーシャルワーカ

ーを明確化することで、各区の保護課、家庭児童相談室等の関係機関との連携強化を図る。 

○学校が積極的に学校外の関係機関とも連携し、環境を改善するための取組をしていくことが

できるよう、学校で行われる会議や研修会において積極的にスクールソーシャルワーカーを

講師として活用する。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○スクールソーシャルワーカーを10人体制とした派遣体制の整備 

○エリア分担制による、各学校担当、各区担当を明確化した学校支援の実施 
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 スクールソーシャルワーカースーパーバイザー 

児童生徒が置かれている環境が複雑で多岐にわたることなどから、専門的な知見や経験を生かして、スクールソーシャルワーカーに

対し適切な助言を行うほか、学校からの緊急的な相談に対応するなどしている。 
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施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 心のサポーターの配置 心のサポーターの配置 心のサポーターの配置 心のサポーターの配置 

 不登校や不登校の心配がある子どもへの対応として、子ども自身や家庭に個別の対応や関係機関

と連携を行う心のサポーターを学校に配置し、一人一人の子どもの状況に応じたきめ細かな支援を

行い、子どもの不登校状況の改善を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 本市の不登校児童生徒の在籍率は、Ｈ21年度から全国を上回っており（Ｈ26年度の在籍率は本

市1.37％、全国1.21％）不登校対策は喫緊の課題となっている。本市では、不登校児童生徒に対

するきめ細かな支援のため、Ｈ24年度にモデル事業を開始し、心のサポーターとして中学校20校

に相談支援パートナー

17

（以下「パートナー」という。）を、小学校２校に相談支援リーダー

18

（以

下「リーダー」という。）を配置した。３年間のモデル事業において配置校の拡充を行い、Ｈ26

年度にはリーダーを各区の小学校（計10校）に配置するとともに中学校全97校への配置が実現し

た。Ｈ27年度からは「相談支援パートナー事業」として、引き続き実施している。 

配置校数配置校数配置校数配置校数のののの推移 推移 推移 推移 H24 H25 H26 H27 H24 H25 H26 H27 H24 H25 H26 H27 H24 H25 H26 H27 

リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（小小小小））））※※※※非常勤職員 非常勤職員 非常勤職員 非常勤職員 ２校 ５校 10校 10校 

パートナーパートナーパートナーパートナー（（（（中中中中・・・・中等中等中等中等））））※※※※ボランティア ボランティア ボランティア ボランティア 20校 40校 97校 98校 

 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■相談支援パートナーによる支援 

○主に教室に入ることができない生徒に対して、別

室で学習支援等を行った。 

 配置校数：中学校97校・中等教育学校１校 

 パートナー数：193人 

 年間対応生徒数：792人 

■相談支援パートナーの活用による成果 

○配置校アンケート調査によると、全ての配置校か

らパートナーの活用が「大変有効」又は「有効」

との回答があった。また、パートナーが生徒一人

一人の状況に応じてきめ細かな支援を行うこと

によって、登校や学習への意欲が高まったり、人

との関わりへの抵抗感が和らいだりするなど、子

どもの質的な状態の改善について大きな成果が

挙がっている。また、出席日数が増えるなど登校

状況に改善が見られたのは、28.6％であった。こ 

                                                
17

 相談支援パートナー 

不登校や不登校の心配がある子どもに対し、教職員と協力しながら、一人一人の状況に応じたきめ細かな支援を行うボランティア（退

職教員や教育学等を学ぶ大学院生、民生委員等の人材を活用）。 

18

 相談支援リーダー 

配置校における不登校児童への支援のほか、子どもへの関わり方等について担当パートナーに助言を行う非常勤職員（退職校長等の

人材を活用）。 

47

62

72

83

88

0 50 100

教室への復帰

保護者の意識変化

学習意欲の向上

人との関わり

登校意欲の向上

パートナー活用による効果（配置校98校）

（％） 

学習支援

46％

面接・雑談

21％

体験活動

９％

教員との

打合わせ

９％

教室付添い

５％

家庭訪問

４％

電話かけ

３％

その他

３％

パートナーの支援内容
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のほか、学校で過ごす時間が長くなったなどの変化についても報告があった。 

■相談支援リーダーの活用 

○配置校における不登校児童への支援及び担当パートナーに対する子どもへの関わり方等の

助言をした。 

 配置校数：小学校10校 

 年間対応児童数：94人 

 担当中学校数・担当パートナー数：１人当たり中学校約10校・パートナー約20人 

■相談支援リーダーの活用による成果 

○配置校アンケート調査によると、全ての配置校からリーダーの活用が「大変有効」または「有

効」との回答があった。教育者としての専門的な知識や豊かな経験を生かすことによって、

個に応じた適切な支援のほか、学校と保護者の円滑な接続、校内の支援体制や不登校対応に

ついての教職員との連携等、様々な場面で多くの効果をもたらした。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

【相談支援パートナー】 

■子どもの状況に応じた支援計画の共有 

 ○パートナーは活動時間が短いため、教員と情報共有する

時間が取れない等の課題がある。そのため、教員が別室

での支援をパートナーに任せきりにせず、パートナーや

スクールカウンセラー等との短時間での打合せを定期的

に設定し、子どもの状況に応じた支援計画を共有し、支援に生かすよう各学校に働き掛ける。 

■困難ケースへの対応や小学校への派遣 

○パートナーでの対応が困難なケースにおいては、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー、教育支援センター等との連携を検討する。また、未然防止の観点から小学校で

の早期対応が重要であるが、活動時間が限られているため、小学校へのパートナー派遣は進

んでいない。今後は、中学進学時における不安を取り除くなど、小中連携に着目した活用の

在り方とパートナーの活動時間の効果的な運用について検討する。 

【相談支援リーダー】 

■小学校段階における不登校の未然防止と早期対応 

○小学校における不登校の未然防止に資する取組は急務である。今後は、リーダーが不登校対

応に苦慮する小学校に対して早期発見・初期対応についてのアドバイスや校内研修会を行う

ことで、小学校における支援体制の充実を図るほか、中学校進学時における引継ぎなど小中

連携に着目した活用を図る。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○リーダーによる小学校巡回訪問（リーダー配置を希望したが非配置となった学校等） 

○不登校対応に関する校内研修会におけるリーダーの活用 

○リーダーやパートナーを活用した小中連携（小学６年生の中学進学時における引継ぎ時等） 

ちょう

どよい

37％

非常に

不足

30％

やや

不足

26％

余る

７％

パートナーの活動時間数について
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施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 いじめ相談ダイヤル等との連携による対応 

 少年相談室のいじめ相談ダイヤルや他の相談窓口との連携により、子どもや保護者がいじめ、不

登校、進路、人間関係等の悩みを24時間いつでも相談できる体制を維持するとともに、緊急性の

高い事案については関係機関と連携するなどの対応を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 教育委員会では、Ｓ60年に「いじめ電話相談」を設置し、子どもや保護者の悩みを相談できる

体制を構築してきた。Ｈ19年からは文部科学省が開設する24時間対応の全国統一の教育相談ダイ

ヤル「24時間いじめ相談ダイヤル」と連携し、多様な相談ニーズに対応するため、平日夜間及び

休日については民間の児童養護施設に委託し、相談体制を充実している。 

文部科学省では、川崎市において中学生が被害者となる痛ましい事件が発生したことを踏ま

え、いじめ問題に限らず子どものＳＯＳを社会全体で受け止めるという趣旨を明確にするため、

Ｈ27年４月から「24時間子供ＳＯＳダイヤル」と名称を改め、更にＨ28年４月からは、相談電話

の無料ダイヤル化を図るなど、子どもや保護者からの相談を受ける体制の一層の充実を図ってい

る。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■いじめの早期発見、早期対応 

○いじめ電話相談（少年相談室）等において、いじめに関わる相談を受理した場合、相談者の

了解を得て、教育委員会に報告し、教育委員会は学校と連携しながら対応に当たっている。 

○緊急性のある相談については、児童相談所や警察等の関係機関と連携した対応を図った。 

 いじめの相談件数：110件 

 相談者の内訳：母70.0％、父10.9％、本人11.8％、その他（祖父母等）7.3％ 

■子どもや保護者が悩みをいつでも相談できる体制 

○いじめや不登校、進路、人間関係等に悩む子どもや保護者がいつでも相談できるように、夜

間、休日を含めた24時間対応可能な体制としている。 

 24時間の相談体制 

少年相談室：平日昼間９時から20時まで 

民間業務委託：平日夜間（20時から翌９時まで）及び休日（土・日曜日、祝日は24時間） 

 相談件数 

平日昼間：495件、平日夜間及び休日：103件 
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○相談窓口周知カード「あなたは守られていま

す」を、中学校の新１年生全員に配布し、

いじめ電話相談（少年相談室）等の相談窓

口を周知した。 

※相談窓口周知カードは、Ｈ25年度に全て

の中学校及び高等学校の生徒に配布して

いる。 

■成果 

○24時間対応可能な体制での運用及び相談窓

口の周知により、主にいじめや不登校、人

間関係等の様々な相談に対応でき、児童生

徒やその保護者等の不安や悩みを和らげる

ことができた。 

 

 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■いじめの早期発見、早期対応 

○いじめ電話相談等においていじめ相談を受理した場合は、早期の対応が求められることか

ら、教育委員会と学校が連携を更に密にしながら問題の解決に当たっていく。特に、緊急性

の高いケースは、児童相談所等の関係機関とも連携し対応する。 

■子どもや保護者が悩みをいつでも相談できる体制 

○少年相談室において相談を受ける生徒指導相談員は、教育に関して幅広い知識を持つ人材で

あり、専門的な知見をもって相談対応を進めている。いじめや不登校、学習・進路に関する

悩みなど多岐にわたる相談に対応するため、この体制を維持していく。 

○電話相談のおよそ２割は夜間及び休日であることから、今後も、子どもや保護者がいつでも

相談できるよう、24時間対応可能な体制を維持していく。 

○子どもや保護者に対して相談先を更に周知するため、相談窓口周知カードを継続して配布す

る。配布の際には、その趣旨を説明するなどして、更なる活用を促す。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○生徒指導相談員による相談体制の維持 

○24時間相談体制の維持 

○相談窓口周知カードを児童生徒に配布 

 

相談窓口周知カード「あなたは守られています」 

※全国統一の教育相談ダイヤルについて 

・Ｈ27年４月から名称変更「24時間子供ＳＯＳダイヤル」 

・Ｈ28年４月から無料ダイヤル化 ℡0120-0-78310 
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施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 悩みやいじめに関するアンケート調査の実施悩みやいじめに関するアンケート調査の実施悩みやいじめに関するアンケート調査の実施悩みやいじめに関するアンケート調査の実施    

 子どもがより率直な気持ちで悩みやいじめについて回答できるような設問でアンケート調査を

全校で実施し、いじめの未然防止や早期発見、早期対応を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 全国的にいじめによる深刻な事案が発生するなど、その対策が求められている。 

教育委員会では、Ｈ18年度から「いじめに関する意識調査」を実施してきており、Ｈ24年度か

らは、子どもがより素直な気持ちで回答できるようにする観点から設問を見直し、名称も「悩み

やいじめの関するアンケート調査」と変更して実施している。 

 本調査は、文部科学省のいじめの定義によらず、いじめられていると思う子どもの立場に立っ

て行うものであり、子どもの実態をより的確に把握し、いじめの問題の早期発見、早期対応に資

することを目的としている。毎年11月第１週に全校において実施している。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■アンケート調査の実施及び分析 

○全ての学校の児童生徒を対象にアンケート調査を実施した。アンケート用紙の配布は、Ｈ26

年度までは回収日の前日に行っていたが、Ｈ27年度から、保護者と共に取り組めるようアン

ケート用紙の配布日を金曜日とし、回収を翌週の月曜日とした。また、アンケート用紙配布

の際は、保護者向けにアンケート実施に係るお知らせ文を添えた。 

○アンケート調査において「今の学年になってからいじめられたことがある」と回答した児童

生徒の現状について各学校に聞き取り調査を行い、現状を把握するとともに、適宜、対応等

について助言した。 

○アンケート調査を基にした聞き取り調査等で把握したいじめについては、Ｈ27年度末までに

99.9％を解消することができた。 

○一度いじめが解消したとしても再びいじめにあったり、いじめていた子どもがいじめられた

りする可能性もあることから、子どもの様子を注意深く見守るよう各学校に指導・助言しな

がら、子どもの状況把握に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

12.5％

ない

86.5％

無回答

1.0％

「あなたは、今の学年になってから、い

じめられたことがありますか」の設問へ

の回答別割合
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課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■いじめの早期発見、早期対応に向けた取組の推進 

○アンケート調査において「あなたは、自分がいじめられたら、誰に相談しますか」の設問に

対し、「だれにも相談しない」と回答する割合が中学生と高校生で２割弱おり、小学生と比

較して２倍以上になっている。そのため、アンケート調査を継続実施し、いじめの早期発見、

早期対応を目指すとともに、各学校に対してスクールカウンセラーの有効活用、校内におけ

る教育相談体制の充実等について働き掛けていくほか、児童生徒に対しては、各種相談窓口

を周知するなどの取組を継続していく。 

○「いじめは発見しづらいもの」という観点に立ち、各学校に対し、教職員間の情報共有の強

化や児童生徒との個別面談の積極的な実施など、児童生徒のわずかな変化に気付く取組に努

めるよう指導・助言していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○悩みやいじめに関するアンケート調査の継続実施 

○相談窓口の積極的な周知 
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施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 施策2-5-2 教育支援センター機能の充実教育支援センター機能の充実教育支援センター機能の充実教育支援センター機能の充実    

 学校に通うことが難しい不登校児童生徒に対応するため、学校以外の場において子どもの不安や

悩みを和らげ、自信を回復させる居場所となる２か所目の教育支援センターをＨ26年度に設置し、

より身近で関係機関とつながりやすい支援体制の構築を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 本市の不登校児童生徒数は全国と同様に増加傾向にあり、その対策は喫緊の課題となってい

る。この状況を受け、Ｈ25年度に教育支援センター白石を、Ｈ26年度に教育支援センター宮の沢

開設し、４か所の相談指導教室

19

を合わせた市内６か所の施設において、不登校児童生徒の学校

復帰及び社会的自立へ向けた状況改善を図るための支援を行っている。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■仲間と共に学び、活動する楽しさを実感するための支援プログラムの実施 

○不登校は、様々な要因が複雑に絡み合っているが、その要因の一つが人間関係であるため、

６施設全てにおいて、子ども同士が関わりながら学習や体験活動に取り組む支援プログラム

を実施した。特に、地域の特色を生かした校外での活動として、円山動物園、ウィンタース

ポーツミュージアム等の本市の公共施設を見学したり、「さっぽろ菊まつり」への出品によ

り日常の体験活動の成果を発表したりするなどして、外出することや人と関わることへの抵

抗感を和らげる取組を行った。 

■登録児童生徒の改善状況 

○６施設のいずれかに登録した183人の児童生徒のうち、学校復帰ができた24人と施設と学校

の併用ができるようになった77人を合わせた101人が、段階的に学校に行けるようになった。

また、学校に通えていない児童生徒82人にも、通室する日数が増える等の質的な変化が見ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

○教育支援センターで設定している３つの通室時間帯のうち、午前中に通室する児童生徒が

96.9％であった。これは、各施設が、子どもたちにとって一人一人の居場所となり、通室に

対して前向きであることの表れであり、更に、仲間と関わることによって元気を取り戻し、

少しずつ学校復帰につながる様子が見られた。学校復帰の状況は様々であるが、別室登校か

らスタートし、部分的・段階的に教室へ復帰する等の不登校状況の改善が見られた。この質

的改善には、別室登校に対応する相談支援パートナーの活用による効果が非常に大きい。 

                                                
19

 相談指導教室 

不登校状況にある児童生徒が、仲間と共に、学習や体験活動に取り組むことにより、人と関わることへの不安や悩みを和らげるこ

とを目指した施設。澄川（Ｈ28から真駒内）・新琴似・伏見・青葉相談指導教室がある。 

相談指導教室相談指導教室相談指導教室相談指導教室・・・・教育支援教育支援教育支援教育支援センターのセンターのセンターのセンターの登録児童生徒登録児童生徒登録児童生徒登録児童生徒（183（183（183（183 人人人人））））のののの改善状況 改善状況 改善状況 改善状況 

通室のみ 

82 人 

６施設と学校の併用（部分的な復帰） 

77 人 

学校復帰 

24 人 

学校復帰につながった児童生徒 101 人 

【「【「【「【「通室通室通室通室のみのみのみのみ」」」」のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの質的質的質的質的なななな変化変化変化変化】 】 】 】 

・通室する日数が増えた。 

・集団での活動に参加し、仲間と関わることができるようになった。 

・体験活動に加え、教科の学習にも取り組むようになった。 
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■活用しやすい運営体制の整備 

○「相談指導教室・教育支援センター設置及び運営要綱」を新たに制定し、６施設の見学・通

室申請手続等を統合した。 

○６施設のリーダーが定例の連携会議を実施し、学校や不登校児童生徒の保護者が活用しやす

い施設運営を行うため、効果的な関わり活動についての検討や申込手続について共通理解を

深めた。 

■合同保護者交流会の実施 

○６施設に通室している児童生徒の保護者を対象に、スクールカウンセラースーパーバイザー

による講演及び保護者同士の交流という内容で実施し、第１回（９月）には27人、第２回（２

月）には20人が参加した。 

○参加した全ての保護者から高評価で、不登校児童生徒の保護者が抱える不安やストレスを和

らげることができた。 

■澄川小学校の改築に伴う澄川相談指導教室の移転 

○澄川小学校の改築に伴い、澄川相談指導教室を旧真駒内緑小学校跡利用施設「まこまる」へ

移転し、真駒内相談指導教室を開設することができた。 

○床面積が澄川相談指導教室の約２倍となり、広いスペースで子ども同士が関わりながら体を

動かす等の活動ができるようになるとともに、教室数が増えたことで多くの相談に対応でき

る環境が整った。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■６施設の連携による取組の充実 

 ○６施設が連携し、通室する子ども同士が関わりながら学習や体験的な活動に取り組むための

支援の継続的実施及び活動内容のより一層の充実を図る。 

■６施設と学校の連携による取組の推進 

 ○６施設と学校のよりよい連携により、継続的に通室している子ども一人一人の状況を把握し

ながら、それぞれが効果的な働きかけや環境の整備をすることで、学校復帰や将来の社会的

自立へ向けた状況改善を図る。 

■子どもを支える保護者への支援の充実 

○合同保護者交流会について、保護者から取組継続を望む声が多かったことから、より保護者

のニーズに応じた内容となるよう内容を充実させる。また、保護者支援により、間接的に子

どもへの支援も図る。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○６施設の見学・通室等の手続きや各施設の支援内容の特徴等をまとめたリーフレットの作成・

配布 

○真駒内相談指導教室において、施設の特徴を生かした支援を充実 

○保護者交流会の実施等、保護者の不安を和らげる取組の更なる充実 
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施策2-5-3 施策2-5-3 施策2-5-3 施策2-5-3 奨学金奨学金奨学金奨学金    

 能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な学生又は生徒に、返還義務のない奨

学金を支給し、有用な人材を育成します。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 Ｓ26年４月に篤志家の寄附を原資として発足し、これまで20,000人以上の学生又は生徒に奨学

金を支給している。 

奨学金の財源は、市民等からの寄附を積み立てた基金の運用収入をもって充て、各年度の運用

収入が当該年度の奨学金の支給総額に満たない場合には、一般財源をもってこれに充てている。 

＜申込要件＞ 

以下の全ての要件を満たす者 

１ 本人や親などが札幌市内に居住している者 

２ 高校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高専、専修（２年制以上の専

門課程又は３年制以上の高等課程）、大学（大学院含む）、短大のいずれかに在学する者 

３ 学資に乏しく学業が優秀な者 

＜支給額＞ 

 奨学資金 奨学資金 奨学資金 奨学資金（（（（月額月額月額月額） ） ） ） 入学支度金入学支度金入学支度金入学支度金（（（（１１１１年生年生年生年生のみのみのみのみ））））    

大学等 大学等 大学等 大学等 

国公立：6,000円 

私 立：9,000円 

国公立：14,000円 

私 立：21,000円 

高等学校等 高等学校等 高等学校等 高等学校等 

国公立：5,000円 

私 立：8,000円 

国公立：10,000円 

私 立：15,000円 

＜採用者数拡大の経緯＞ 

・Ｈ20年度からＨ22年度にかけ1,000人まで採用者数を段階的に拡大 

・篤志家の小竹正剛氏からの寄附により「小竹正剛奨学基金」を設置し、Ｈ20年度以降130～

140人程度採用増 

・緊急経済対策として、Ｈ21年度からＨ24年度にかけ採用者数を200人増 

・Ｈ22年度以降は1,300人程度を採用 
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Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■採用者数 

    奨学基金分 小竹基金分     奨学基金分 小竹基金分     奨学基金分 小竹基金分     奨学基金分 小竹基金分 計 計 計 計 

大学等 大学等 大学等 大学等 227 人 29 人 256 人 

高等学校等 高等学校等 高等学校等 高等学校等 913 人 116 人 1,029 人 

計 計 計 計 1,140 人 145 人 1,285 人 

■支給総額及び財源 

○支給総額：100,138,000円 

 ○財源内訳：基金運用収入：37,519,460円、一般財源：62,618,540円 

■寄附募集の取組 

 ○様々な団体等への協力依頼や様々な場所等で、寄附募集の取組を行っている。 

 公証役場、弁護士会、司法書士会、商工会議所等経済団体への協力依頼（Ｈ27～） 

 サービス付高齢者向け住宅へのリーフレット配布（Ｈ27～） 

 地下鉄掲示板へのポスター掲示 等（Ｈ25～） 

 ○寄附実績：65,710,090円 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■制度の安定化に向けた奨学基金の拡大 

○毎年、数千万円の寄附を集めてはいるものの、昨今の低金利により基金の運用収入は伸び悩

んでおり、財源の 60％以上を一般財源の投入に頼っている。これまでも、更なる基金造成の

ため、篤志家などへ寄附の呼び掛けを行ってきたところであるが、給付型の奨学金制度を運

用していることの意義、効果等について、より広報を充実させ、市民理解の促進を図ること

で、寄附金の確保に努めていく。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○奨学生の声を反映した寄附募集リーフレットの作成・配布 

○経済団体等各種団体への寄附協力依頼 

○ポスター・ホームページでの広報 
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施策2-5-3 施策2-5-3 施策2-5-3 施策2-5-3 就学援助就学援助就学援助就学援助    

 学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対し、

学用品費、修学旅行費、給食費などの援助を行います。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

＜対象者＞ 

１ 前年度又は当該年度において、以下のいずれかに該当する世帯 

  生活保護が廃止又は停止された 

  児童扶養手当を受給している、もしくは受給していた 

  世帯全員の市町村民税が非課税又は全額減免された 

  個人事業税が全額減免された 

  各区社会福祉協議会から生活福祉資金のうち福祉費（生業費・技能修得等支度費）の

貸付を受けた 

２ 前年の収入が認定基準

20

以下の世帯 

＜認定者数＞ 

 Ｈ６年度以降増加を続けていたが、雇用情勢の改善等を受け、Ｈ23年度をピークに減少に転じ

ている。 
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 認定基準 

原則、前年の生活保護基準の 1.10 倍（持ち家の場合は 1.05 倍）とする。ただし、暫定措置として、Ｈ27年度の認定基準は、Ｈ25

年４月の生活保護基準の 1.10 倍（持ち家の場合は 1.05 倍）とした。 
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＜支給費目＞ 

援助援助援助援助のののの種類 対象者 援助種類 対象者 援助種類 対象者 援助種類 対象者 援助のののの内容等 内容等 内容等 内容等 

学用品費等 学用品費等 学用品費等 学用品費等 全員 

小学校１年生     年額12,970円 

小学校１年生以外   年額15,200円 

中学校１年生     年額24,560円 

中学校１年生以外   年額26,790円 

新入学児童生徒学新入学児童生徒学新入学児童生徒学新入学児童生徒学

用品費 用品費 用品費 用品費 

小学校１年生、中学校１年生 

小学校１年生     年額20,470円 

中学校１年生     年額23,550円 

宿泊校外活動費 宿泊校外活動費 宿泊校外活動費 宿泊校外活動費 小学校５年生、中学校２年生 交通費、見学料の実費 

通学費 通学費 通学費 通学費 

通学距離が、 

小学生（夏期４㎞、冬期２㎞）、 

中学生（夏期６㎞、冬期３㎞）以上 

公共交通機関利用額の実費 

修学旅行費 修学旅行費 修学旅行費 修学旅行費 小学校６年生、中学校３年生 実費 

給食費 給食費 給食費 給食費 全員 給食費無料 

体育実技用具 体育実技用具 体育実技用具 体育実技用具 小学校１・４年生、中学校１年生 スキー用具又は柔道衣（現物給付） 

学校病医療費 学校病医療費 学校病医療費 学校病医療費 

学校病（トラコーマ、結膜炎、白癬、疥

癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、ア

デノイド、むし歯、寄生虫病）該当者 

医療費無料 

日本日本日本日本スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興

センターセンターセンターセンター共済掛金 共済掛金 共済掛金 共済掛金 

５月１日までの申請者 掛金無料 

＜認定基準及び支給費目の見直し＞ 

 Ｈ26年度までの就学援助認定基準は、S60年度に開催された札幌市就学援助審議会の答申に基

づき、生活保護基準の1.10 倍（持ち家等の場合は1.05 倍）としていた。 

国においては、Ｈ25年から３年をかけ、生活保護費を段階的に10％切り下げることとし、その

一方で、生活保護基準を準用している就学援助などについては、その制度の趣旨や目的、実態を

十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう市町村に対し配慮を求めた。 

 このことを受け、本市においては、Ｈ26年度に認定基準の見直しについて、札幌市就学援助審

議会に諮問を行った。また、これまでに要望のあった、クラブ活動費・生徒会費・ＰＴＡ会費を

支給費目として追加することなどについても、併せて諮問した。 

認定基準の見直しについては、「生活保護費の切り下げが認定基準に与える影響は大きく、現

在援助を受けている世帯の相当数が援助の対象外となることが予想されることから、一定期間は

生活保護基準に連動させず、２～３年後にその時点における経済状況等を踏まえ、改めて検討す

ることが望ましい」との答申を受け、Ｈ27年度の認定基準は生活保護基準に連動させず、Ｈ26年

度と同一のものを使用することとした。 

また、支給費目の追加については、「認定基準を維持するためには財政負担が生じること、他

の政令市においても支給費目としている市が少ないといった現状を勘案し、すぐに追加すること

は困難」との答申を受け、導入を見送った。 

なお、クラブ活動や生徒会活動は、「教育活動の一環と位置付けられていることを踏まえ、財

政状況によってはこれらの費用を支給費目として追加することができるよう、その支給方法の検

討を始めるべき」との答申がなされた。 

 

-45-



Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■就学援助の実施及び案内 

○就学援助を実施するとともに、就学援助を必要とする家庭に漏れなく事業内容を案内する

ため、希望者だけでなく、小中学校に在籍または入学予定の児童生徒がいる全ての家庭に

お知らせ文書を配布した。 

 認定者数：21,166人 

 支給総額：1,966,990,829円（Ｈ28年４月末現在） 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■支給項目追加等の検討及び制度の更なる周知 

○認定基準の拡大や支給費目の追加、新入学児童生徒学用品費の支給時期の早期化を求める意

見があることから、Ｈ29年度を目途に就学援助審議会を開催し、その時点における財政状況

や他都市の動向を踏まえ、認定基準や支給費目等の在り方について諮問を行う。 

○制度を継続して運用するほか、就学援助を必要とする家庭に援助が行きわたるよう、引き続

き制度の更なる周知を図る。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○Ｈ26年度開催の就学援助審議会の答申を受け、Ｈ28年度の認定基準は生活保護基準に連動させ

ず、Ｈ26、27年度と同一のものを使用 

○予定認定者数：20,323人、予定支給額：1,891,414,000円 

○制度の更なる周知 
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(2) 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進(2) 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進(2) 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進(2) 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進 

施策１－２－１ 命を大切にする指導の充実 

 命がかけがえのないものであることを理解し、自分や他者の生命を尊重する態度を育み

ます。    

 そのために、道徳の時間を要とした学校教育活動全体を通した道徳教育で命の大切さを

考えさせたり、子どもが自分を大切に思う自己肯定感を育んだりするとともに、自然や人

と豊かに関わる体験活動の充実を図るなどして、命の大切さを実感し自分や他者の生命を

尊重する第度を育む「命を大切にする指導」の一層の充実を図ります。 

 また、学校で子どもと接する教職員がゲートキーパーとしての基礎的な素養を身に付け

ることができるよう取組の充実を図ります。 

■ 道徳教育の充実 ............................................................................................................................... 48■ 道徳教育の充実 ............................................................................................................................... 48■ 道徳教育の充実 ............................................................................................................................... 48■ 道徳教育の充実 ............................................................................................................................... 48    

 

施策１－２－２ 豊かな人間性や社会性を育む学びの充実 

互いに尊重し、支え合いながら、共によりよく生きようとする態度を育みます。 

そのために、子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、道徳の時間を要とした学校教

育活動全体を通した道徳教育を充実させるとともに、自然体験や社会体験など多様な体験

的な活動を通して、他者や社会、自然や環境と直接的な関わり合いをもつ機会を充実させ、

社会の構成員としての規範意識や、他人を思いやる心や生命を尊重する心、自己肯定感を

育んでいきます。 

■ 子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進 .................................................................. 50■ 子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進 .................................................................. 50■ 子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進 .................................................................. 50■ 子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進 .................................................................. 50    

■ 民族・人権教育の推進 .................................................................................................................. 54■ 民族・人権教育の推進 .................................................................................................................. 54■ 民族・人権教育の推進 .................................................................................................................. 54■ 民族・人権教育の推進 .................................................................................................................. 54    

■ 性に関する指導の充実 .................................................................................................................. 56■ 性に関する指導の充実 .................................................................................................................. 56■ 性に関する指導の充実 .................................................................................................................. 56■ 性に関する指導の充実 .................................................................................................................. 56    

■ ボランティア活動等の体験的な学習の充実 ........................................................................... 58■ ボランティア活動等の体験的な学習の充実 ........................................................................... 58■ ボランティア活動等の体験的な学習の充実 ........................................................................... 58■ ボランティア活動等の体験的な学習の充実 ........................................................................... 58    

■ 幼保小連携なかよしキャンプの推進 ........................................................................................ 60■ 幼保小連携なかよしキャンプの推進 ........................................................................................ 60■ 幼保小連携なかよしキャンプの推進 ........................................................................................ 60■ 幼保小連携なかよしキャンプの推進 ........................................................................................ 60    

■ 生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実 ....................................................................... 62■ 生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実 ....................................................................... 62■ 生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実 ....................................................................... 62■ 生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実 ....................................................................... 62    

 

施策１－２－３ 未来へつながる思いを育む学びの充実 

世界の人々や次世代への思いをもって、平和や環境と自分の関係性を考え、よりよく生

きる態度を育みます。 

そのために、子どもが身近な題材を通して、平和や環境の問題と自分との関わりを考え

たり、自分にできることに取り組んだりする教育活動を推進します。 

■ 「環境」に関する学習活動の推進 ............................................................................................ 64■ 「環境」に関する学習活動の推進 ............................................................................................ 64■ 「環境」に関する学習活動の推進 ............................................................................................ 64■ 「環境」に関する学習活動の推進 ............................................................................................ 64    

■ 平和に関する学習の推進 .............................................................................................................. 66■ 平和に関する学習の推進 .............................................................................................................. 66■ 平和に関する学習の推進 .............................................................................................................. 66■ 平和に関する学習の推進 .............................................................................................................. 66    
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施策1-2-1 施策1-2-1 施策1-2-1 施策1-2-1 道徳教育の充実道徳教育の充実道徳教育の充実道徳教育の充実    

 子どもの心に響く魅力的な資料の活用や、子どもが命の大切さを実感する取組等を推進するなど、

道徳の時間を要とした学校教育活動全体を通した道徳教育を充実させます。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

札幌市においては、子どもが互いに尊重し、支え合いながら共によりよく生きようとする態度

を育むとともに、他人を思いやる心や生命を尊重する心、自然や美しいものに感動する心等の豊

かな心の育成に向けて道徳教育を推進している。 

特に、発達の段階に応じて、自他共に尊重する態度を育むための基盤となる自己肯定感を高め

るとともに、思いやりの心、規範意識、人間

関係を築く力や社会参画への意識を育む道

徳教育を重視している。 

 国においては、Ｈ27年３月に学校教育法施

行規則が改正され、これまでの「道徳」を「特

別の教科 道徳」とし、小学校ではＨ30年度、

中学校ではＨ31年度に全面実施とする学習

指導要領の一部改正が行われた。 

これにより、検定教科書の使用や評価の導

入などが行われることから、学校教育全体を

通した道徳教育の更なる推進や、道徳の時間

における指導の工夫・改善等が求められてい

る。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■道徳教育推進教師を対象とした研修会の実施 

○学校教育全体を通した道徳教育の充実に向け、道徳教育推進の核となる「道徳教育推進教師」

を対象とする研修会を２回実施し、各学校における指導体制、指導計画等の充実を図った。 

■道徳の時間の指導の工夫・改善 

○札幌市研究開発事業

21

「道徳教育の充実」として、従来からの研究推進校に加え、Ｈ27年度

は研究協力校を設置し、授業公開及び学習会を実施した。 

 研究推進校２校（小中学校各１校） 

 研究協力校10校（小中学校各５校） 

○この授業公開等に、多くの教員の参加を得たことから、今後の道徳の指導の在り方として文

部科学省が示している「考える道徳」「議論する道徳」の取組について、啓発を図ることが

できた。 

                                                
21

 札幌市研究開発事業 

「札幌市学校教育の重点」等で示されている学校教育推進上の諸課題について、学校及び教職員、有識者等と共に実践的研究を行い、

研究成果や検証結果等について普及啓発することにより、札幌市の学校教育の改善・充実に資することを目的としている。 
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Ｈ21 Ｈ22 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

「自分にはよいところがある」と思う

子どもの割合の推移

札幌市（小６） 札幌市（中３）

全国（小６） 全国（中３）

（％） 

※Ｈ23 年度は、東日本大震災のため調査未実施。 
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課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■「特別の教科 道徳」全面実施に向けた体制整備等 

○学校における道徳教育推進体制の更なる整備と道徳の時間の指導の一層の工夫・改善が必要

となる。Ｈ30年度の小学校、Ｈ31年度の中学校での「特別の教科 道徳」の全面実施に向け

て、道徳教育推進教師を中心とする校内体制の整備、年間指導計画の整備、道徳の時間の指

導の改善（多様な考えを引き出す言語活動、問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的

な学習の充実等）を図るとともに、子どもの心の成長につながる評価の在り方に関する理解

を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○研究開発事業「道徳教育の充実」における研究の推進 

○道徳教育推進教師研修の充実 

 

-49-



施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進    

 子どもが自他の権利の尊重などについて学び、児童会・生徒会活動などに主体的に参加したり、

子ども同士が支え合い、よりよい人間関係を築くピア・サポート

22

などに取り組んだりするなど、

子どもの権利

23

の理念を生かした教育活動を推進します。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

Ｈ20年11月７日に「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」が制定され、教育

委員会では、各学校において子どもの権利の理念を生かした教育活動の充実がより一層図られる

よう、教職員向けの研修や札幌市人権教育推進事業において「子どもの権利に関する研究」を実

施している。 

また、毎年９月に行っている「子どもの命の大切さを見つめ直す月間」では、いじめ防止に向

けた児童会・生徒会活動やピア・サポートに関する実践事例を紹介し、各学校における取組が進

むよう働き掛けている。 

Ｈ26年度には、子どもの条例への認知度を高めるとともに、子どもの権利の理解を一層深める

ため、子ども未来局と連携して、児童生徒向け啓発パンフレットを見直し、改訂版を全小学４年

生・中学１年生に配布した。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■子どもの権利に関する研究及び啓発 

○Ｈ27年度札幌市人権教育推進事業「子どもの権利に関する研究」において、研究推進校５校

（小学校１校、中学校３校、高等学校１校）が、子どもの権利の理念に基づいたいじめ防止

やピア・サポート、生徒会活動の取組等に関する研究を実施した。 

○研究推進校において、児童生徒向け啓発パンフレット（52ページ、53ページ参照）や子ども未

来局の出前講座を活用した授業研究を行った。 

○研究推進校における取組の成果を教育委員会ホームページに掲載し、各校への啓発を図っ

た。 

 http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/sidou/documents/jinken_suishin.html 

■いじめの防止に関わる児童会・生徒会の活動 

○子どもの権利のうち「安心して生きる権利」や「参加する権利」と関連し、各学校の児童会・

生徒会活動において、いじめを防止するための標語の策定、いじめ防止基本方針への関わり、

いじめ根絶宣言等の取組を行った。 

 実施校数：218校（「子どもの命の大切さを見つめ直す月間報告書」より） 

※参考：Ｈ26年度208校 

 

                                                
22

 ピア・サポート 

ピアとは「仲間」、サポートとは「支援」「支える」という意味であり、ピア・サポートとは、「仲間による支援活動」のこと。 

23

 子どもの権利 

「安心して生きる権利」「自分らしく生きる権利」「豊かに育つ権利」「参加する権利」の４つで、子どもが毎日を安心して過ごし、

健やかに成長・発達するために欠かせない基本的な権利。 
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■ピア・サポート等の取組に関する研修及び研究 

○ピア・サポートの考え方や方法を各学校が学び実施できるように、これまで、教員向けの研

修会や人権教育推進事業の研究推進校による授業公開などを実施してきている。Ｈ27年度

は、研究推進校においてピア・サポートに関する研究を行い、その成果を教育委員会ホーム

ページに掲載し、各校への啓発を図った。 

 実施校数：181校（「子どもの命の大切さを見つめ直す月間報告書」より） 

※参考：Ｈ26年度176校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教員研修に関わる成果として、教員の意欲や意識の向上が見られた。 

 研修を受講した教員のアンケートの記載 

・講義で学んだことを生かして、現在行っている異学年グループ活動をより有効に活用で

きるようにしたいと思う。互いに支援し合える、柔らかい雰囲気の学級を目指したい。

（小学校教員） 

・「ピア・サポート」についてより理解が深まった。全校に理解を広げ、生徒にもより質

の高い活動を提供できるよう進めたい。（中学校教員） 

○人権教育推進事業における研究推進校の成果として、児童生徒の自尊感情の向上が見られた

との報告があった。 

 研究推進校から教育委員会に提出された報告書の記載 

・教育課程にピア･サポートプログラムを効果的に位置付け、年間を通して全校体制で活

動に取り組んだ結果、人間関係づくりや温かな学級・学校風土の醸成に一定の効果が見 

られた。 

・「全国学力・学習状況調査」では、自尊感情の指標となる「自分には良いところがある

と思う」などの設問の回答が、全国と比較して高い値であった。 

研究推進校（中学校）におけるピア・サポートに関する年間実施内容 
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課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■子どもが自他の権利について理解できるようにする取組の充実 

○子どもが自他の権利についてより一層理解できるよう、今後も児童生徒向け啓発パンフレッ

ト等の一層の活用を各学校へ働きかける。 

■いじめ防止に向けた児童会・生徒会活動やピア・サポートの取組の充実 

○子どもたちが主体となっていじめ防止などに取り組む児童会・生徒会活動や、子ども同士が

助け合うピア・サポート活動について、好事例を各学校へ紹介するなど、今後も取組の活性

化を図っていく。 

 

【参考】Ｈ28年度の取組内容【参考】Ｈ28年度の取組内容【参考】Ｈ28年度の取組内容【参考】Ｈ28年度の取組内容    

○人権教育推進事業における研究の推進 

○「子どもの命の大切さを見つめ直す月間」における取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発パンフレット「大切にしよう 子どもの権利～小学４年生から６年生版～」より抜粋 
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啓発パンフレット「みんなで考えよう 子どもの権利！～中学生版～」より抜粋 
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施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 民族・人権教育の推進民族・人権教育の推進民族・人権教育の推進民族・人権教育の推進    

 民族や子ども、女性、障がい者等の人権などに関する指導方法の工夫改善を図るとともに、授業

等に関する実践研究を行い、各学校での取組を推進します。また、講演会等を通じて保護者や地域

の方々を含めて正しい理解を得るよう周知を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」（Ｈ20年６月国会）や「札幌市子どもの最

善の利益を実現するための権利条例」「札幌市男女共同参画推進条例」等の理念に基づき、「人間

尊重の教育」を「札幌市学校教育の重点」における今日的課題として位置付け、社会科や道徳、

特別活動における各学校の学習や取組を基盤としつつ、Ｈ23年度から、学校外の人材などの活用

によるより実感を伴う学習活動の在り方や有効性、実施上の課題等について検討し、その成果に

ついての普及啓発を図る人権教育推進事業を実施している。 

民族教育については、同事業の他に、アイヌ民族の歴史・文化等に関する指導資料の作成・配

布、アイヌ教育相談員の学校への派遣、教員向けの研究会、アイヌ民具の学校への貸出を行って

いる。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■人権教育の推進に係る研究 

○研究推進校において、下記の研究を行った。 

 学校にアイヌ民族の方を招いて行う体験的学習の研究（小学校３校・中学校２校） 

 「サッポロピリカコタン」の活用に関する研究（小学校５校） 

 子どもの権利に関わる学習活動の研究（小学校１校・中学校３校・高等学校１校） 

 男女平等教育に関する研究（小学校１校、中学校１校） 

 人権教育を基盤とした学校づくり等の研究（小学校２校・中学校２校） 

○研究推進校から「教師の人権意識が高まり、子どもへの気配りをより一層きめ細かくできる

ようになった」「少しずつであるが、子どもに自己肯定感や自尊感情の高まりを感じる言動

が増えた」などの成果が報告された。 

○研究推進校の学校担当者と４人の有識者委員からなる人権教育推進検討プロジェクト推進

会議を「札幌市人権教育フォーラム」と兼ねて開催し、「学校教育における人権教育の推進

方策」をテーマに意見交流を行い、以下のことについて確認できた。 

 校種間の連携による連続性のある人権教育が有効であること 

 教師自らが人権意識を高めていく必要があること 

 子ども自身が自分を振り返り、その変容に気付くことが重要であること 

■札幌市人権教育フォーラム 

○人権教育における指導方法等について、意見交換を一層深めるとともに、本事業の成果を広

げていくことを目的に、人権教育推進事業の研究推進校に加えて他校からも参加を募り「人

権教育フォーラム」を初めて開催した。 

 参加者：研究推進校教員 22 人、一般参加 18 人、有識者委員４人、事務局 11 人 計 55 人 
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○４人の有識者委員による講演や、研究推進校の実践を基に意見交換を行うグループワークを

通して、人権教育の充実に向けた具体的な取組についての知見を深めることができた。 

○研究推進校の実践報告を、教育委員会ホームページに掲載した。 

 http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/sidou/documents/jinken_suishin.html 

■民族教育の推進 

○アイヌ民族の方による講演会、小中学校の実践発表、アイヌの代表的な楽器「ムックリ」製

作による研修会を実施し、アイヌ民族の歴史や文化に関する指導の在り方について知見を深

めることができた。 

 参加教員数：28人 ※参考：Ｈ26年度22人 

○札幌市研究開発事業「アイヌ民族に関する教育」に係る実践研究校において、小学校社会科

での体験的な要素を取り入れた学習の進め方や、中学校でアイヌ民族の方と関わりながら行

う体験的な学習の進め方について研究を進め、ムックリを取り入れた授業モデルを構築する

ことができた。 

○研究推進校の実践報告を、教育委員会ホームページに掲載した。 

 http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/education/ainu/ainu_minzoku.html 

○各学校において、北海道のアイヌ語地名の由来を調べる学習等を通して、子どもが、アイヌ

の人々の文化や生活が自然と深く結びついていることについて理解を深めることができた。

また、アイヌ教育支援員などを招いて体験的な学習を取り入れることで、子どもが実感を伴

いながら学習できるようになった。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■人権教育の普及啓発 

○研究推進校の実践や有識者の講話をより多くの学校に活用してもらえるよう、本フォーラム

の規模を拡充したり、手引の作成を検討したりするなどして、今後も普及啓発の方法を工夫

していく。 

○人権教育フォーラム、民族教育に関する研修会については、教員研修における位置付けを工

夫するなど、更なる充実を検討する。 

■人権教育の質の向上 

○人権教育推進検討プロジェクト推進会議で確認できた３項目をどう具現化していくのかが

今後の課題となる。Ｈ28年度の人権教育推進事業ではこれらを研究のポイントとして取り上

げ、研究推進校による実践の成果検証を行っていく。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○人権教育推進事業の継続 

○札幌市人権教育フォーラムの拡充 

○民族教育に関する研修会の拡充 

○札幌市研究開発事業「アイヌ民族に関する教育」に係る実践研究の継続 

○アイヌ民具の貸出の継続 
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施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 性に関する指導の充実性に関する指導の充実性に関する指導の充実性に関する指導の充実    

 生命の尊重を重視した性に関する指導の実践研究を行い、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や講演を行うなど、性に関する指導を充実さ

せます。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 近年、急速な情報技術の進化に伴う性情報の氾濫など、子どもを取り巻く社会環境が大きく変

化している。そのような中、子どもが、現在及び将来の生活において直面する性に関する諸問題

に対して、適切に意思決定し、行動選択できる力を身に付けていくことが重要である。 

 教育委員会では、産婦人科医師・助産師による子ども向けの講演会や効果的な指導方法の研究

開発と普及を行うとともに、「札幌市学校教育の重点」に「性に関する指導の充実」を位置付け、

各学校において、「性教育の手引」（Ｈ18年３月作成）を参考にするなど、性に関する指導の充実

に努めてきた。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■産婦人科医師・助産師による講師派遣事業 

○生命を尊重する心、自他の心と体を大切にする態度、性に関する正しい知識を持って適切に

行動する力を育む教育活動は、保健体育科、道徳、特別活動などを中心に行われているが、

更に指導の充実を図ることを目的として、産婦人科医師及び助産師を学校に派遣し、各学校

で講演会等を実施した。児童生徒や教職員等にとって、自他の命の大切さを実感したり、人

権意識を高めたりする良い機会となった。 

 講演テーマ 

 「生命の誕生」「思春期の体の変化」「性的トラブルの防止」など 

 講師派遣回数 

・産婦人科医師 ５回 

派遣先：中学校２校、中等教育学校１校、高等学校２校 

対象者：生徒・教職員・保護者 約1,400人 

・助産師 53回 

派遣先：小学校39校、中学校12校、高等学校１校、高等養護学校１校 

対象者：児童生徒・教職員・保護者 約5,800人 

 受講者の感想（学校から教育委員会に提出された実施報告書の記載から抜粋） 

・子どもたちが、自分の命の大切さや、育ててくれた家族への感謝の気持ちを改めて感じ

る機会となった。（小学校教員） 

・インターネットや携帯電話によるＳＮＳ上の性に関するトラブルについても触れ、情報

モラルの必要性についても学ぶことができた。（中学校教員） 

・生徒の関心が高かったのはデートＤＶに関する内容であった。「自分の身は、自分で守

る。」という講師の言葉が生徒の心に響いていた。（高等学校教員） 

・生命の誕生をかけがえのないものと捉え、人工妊娠中絶の危険性等も分かりやすく生徒 
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に伝えていただいた。（高等養護学校教員） 

・改めて命の大切さ、命ができる感動が分かった。自分やみんなが生まれてきた時にいろ

いろな人が喜んでくれたことを知り、とてもうれしい気持ちになった。（小学６年生） 

・妊娠とはどういうものなのかを知ることができた。また、自分だけの気持ちではなく、

相手を思いやることが大切だと思った。（中学２年生） 

・性感染症のことがよく分かった。大人になってもこのことを忘れずにいようと思った。

（中学３年生） 

・これからは、性の話題について恥ずかしがらずに真剣に向き合っていきたい。また、自

分のパートナーを悲しませるようなことを絶対にしないように今から考えていきたい。

（中等教育学校４年生） 

■札幌市研究開発事業「性に関する指導」に係る実践研究 

○本事業におけるＨ26年度までの調査研究の成果を基に、性に関する現代的な課題及び児童生

徒の意識や実態を踏まえた効果的な指導の在り方について更に研究を進め、「性教育の手引」

の改訂版となる「性に関する指導の手引」を各校種の校長や養護教諭、大学教授など全34人

の作成委員によって新たに作成した。 

 手引改訂のポイント 

・幼稚園から高等学校まで、子どもの発達の段階に応じた系統的な指導を重視 

・子どもを取り巻く社会環境の変化に伴う、性に関する今日的課題への対応を重視 

・学校教育全体を通じた指導を重視し、保健の授業以外の教科等の指導事例を充実 

・障がいのある子どもに対する指導の充実を図るため、障がいの特性や状態に応じた具体

的な指導計画や事例を充実 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■性に関する指導のより一層の充実 

○社会の変化に伴い、インターネットに起因する性的トラブルのほか、人権尊重の精神の欠如

によるデートＤＶ、若年層のエイズ及び性感染症など、性に関する問題が多様化してきてい

ることから、子どもが、現在及び将来の生活における性に関する課題について適切に判断し、

対処できる資質や能力を、学校教育全体を通じて育むよう取組をより一層充実する。 

■性に関する指導の手引の活用 

 ○各学校における指導のより一層の充実を図るため、Ｈ27年度に改訂した「性に関する指導の

手引」を、教員研修会等で活用するなど、普及啓発を行う。また、手引を参考とした効果的

な指導方法等に係る実践研究を継続し、その成果を教育委員会ホームページに掲載するなど

の取組を行う。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○産婦人科医師・助産師による講師派遣事業の継続 

○札幌市研究開発事業「性に関する指導」に係る実践研究の継続 
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施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 ボランティア活動等の体験的な学習の充実ボランティア活動等の体験的な学習の充実ボランティア活動等の体験的な学習の充実ボランティア活動等の体験的な学習の充実    

 子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、発達の段階に応じた多様な人々との触れ合いやボラ

ンティア活動等の体験活動について、各園・学校の特色ある取組の事例をまとめ、普及啓発を図る

ことによる、各園・学校における体験活動の充実を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

今日、わが国の子どもの課題として、生命尊重の心や自己肯定感の乏しさ、規範意識の低下、

人間関係を築く力や社会参画への意識の弱さなど、人間性や社会性の育成が不十分であることが

指摘されている。こうした状況の背景として、子どもの家庭環境等の変化や、自然体験活動など

の機会の減少、他者や社会、自然、環境との関わりが弱くなっていることなどが挙げられる。 

小学校、中学校及び高等学校の学習指導要領には「ボランティア活動などの社会奉仕の精神を

養う体験が得られるような活動を行うこと」とあり、子どもの心身の発達の段階や子どもを取り

巻く環境に応じて、ボランティア活動等の体験的な学習を充実することが望まれている。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■ボランティア活動の取組状況の把握 

○９割程度の小中学校において、学校教育活動の中でボランティア活動に取り組んだ。 

 ボランティア活動に取り組んだ学校の割合：小学校…88.1％、中学校…91.8％ 

○小学１年生から中学１年生にかけて、ボランティア活動に取り組んでいる学校の割合が増加

している。 

○ボランティア活動の内容については、小学校、中学校ともに、地域に関わる活動が多い状況

になっている。 

 地域を住みやすくするための活動：小学校66％、中学校73％ 

 地域行事への参加：小学校50％、中学校61％ 
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■体験的な学習の実施状況の把握 

○小学校と中学校では、取り組む内容に違いがみられるが、全校で体験的な学習を行っている。 

 上位項目 

小学校：自然に関わる体験活動95％、文化芸術に関わる体験活動79％ 

中学校：職場や就業に関わる体験活動98％、保育・育児に関わる体験活動78％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成果 

○ボランティア活動や体験的な学習を取り入れることで、積極的に他者と関わろうとする子ど

もの姿が見られるようになるなど、人間性や社会性を育んでいくきっかけとすることができ

た。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■札幌市研究開発事業「ボランティア活動の充実」に係る実践研究 

○各校で、ボランティア活動等の体験的な学習を様々な形で取り入れ、それぞれの内容につい

ての交流が行われているものの、充実した取組を行っている学校の実践を広げるという意味

ではまだ十分とはいえない。そこで、Ｈ28年度は新規に研究開発事業を立ち上げ、各園・学

校で推進している事例の把握を更に進めるとともに、その効果の検証を行う。 

○検証に当たっては、アンケート調査等によって、ボランティア活動等の取組前と後の子ども

の意識の変化を把握するなどの工夫をする。 

■効果的な取組例等の各園・学校への啓発 

○上記の研究開発事業で取り上げた効果的な取組事例については、各園・学校に啓発していく

必要がある。全ての園・学校において、ボランティア活動等の体験的な学習の更なる充実を

図るため、事例集を作成し、教育委員会ホームページに掲載する。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○ボランティア活動等体験活動の取組状況の把握 

○札幌市研究開発事業「ボランティア活動の充実」に係る実践研究 

○効果的な取組例等の各園・学校への啓発 

○市内各所の清掃活動を一斉に行う取組の学校への啓発（札幌商工会議所との連携） 
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施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 幼保小連携なかよしキャンプの推進幼保小連携なかよしキャンプの推進幼保小連携なかよしキャンプの推進幼保小連携なかよしキャンプの推進    

 豊かな人間性や社会性を育み、個の自主性や集団でのコミュニケーション能力を高めるため、１

年後に同じ小学校に通う幼児と児童が共に自然体験活動を行うなかよしキャンプの拡充を図りま

す。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

近年、幼児のスムーズな就学を目指し、幼稚園・保育園・認定こども園と小学校が連携した様々

な取組が行われている。なかよしキャンプは、１年後に同じ学校に通う幼児（年長）と児童（小

学４・５年生）が、札幌の豊かな自然環境の中で、様々な活動を通して交流を深めることで、幼

児には入学への安心感を持つこと、児童には責任感や自覚を育むことをねらいとした、幼保小連

携自然体験活動事業として実施しているものである。 

本事業は、Ｈ23年度から３年間のモデル事業として、青少年山の家を中心とした野外教育施設

で実施し、実施校関係者や保護者等で構成する事業効果検証会及び参加者への追跡調査におい

て、５年生及び幼児それぞれに成長が見られ、その経験が翌年の学校生活に生かされているとい

う教育効果が認められた。このことを受け、Ｈ26年度からは活動場所を地域に広げ、市内４区５

校において５年計画で実施している。 

 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23年度 年度 年度 年度 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24年度 年度 年度 年度 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25年度 年度 年度 年度 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26年度 年度 年度 年度 Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27年度 年度 年度 年度 

実施区数 実施区数 実施区数 実施区数 １区 １区 ２区 ４区 ４区 

実施校数 実施校数 実施校数 実施校数 ２校 ２校 ４校 ５校 ５校 

参加人数 参加人数 参加人数 参加人数 19人 27人 78人 90人 99人 

定員 定員 定員 定員 45人 30人 45人 150人 175人 

 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■活動状況 

○Ｈ26年度までの事業成果や参加者のニーズを踏まえ、最終回だった宿泊活動を４回目に変更

し、最終回に振り返り活動の時間を十分に確保するとともに、学習効果を高めるプログラム

で実施した。最終回を学校で終える構成にしたことで、就学に向けた幼児の期待感を高める

ことにつながったとの声もあり、一定の成果を得たものと考えている。 

 １回目（日帰り） ２回目（日帰り） ３回目（日帰り） ４回目（宿泊） 最終回（日帰り） 

北ブロック 百合が原公園 野幌森林公園 サッポロさとらんど 青少年山の家 百合が原小学校 

百合が原小学校 自然遊び ハイキング 野外炊事 お泊りキャンプ 雪あそび 

東ブロック 平岡公園 滝野自然学園 野幌森林公園 青少年山の家 平岡みどり児童会館 

平岡公園小学校 自然遊び いも掘り ハイキング お泊りキャンプ 会館遊び 

南ブロック 旭山記念公園 円山動物園 北方自然教育園 青少年山の家 緑丘小学校 

緑丘小学校 自然遊び 動物園探検 果物狩りとクッキング  お泊りキャンプ 雪あそび 

西ブロック 星観緑地 サンセットビーチ 手稲北小学校 青少年山の家 星置東小学校 

手稲北小学校 

星置東小学校 

自然遊び 磯遊び 野外炊事 お泊りキャンプ 雪あそび 
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 活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者・保護者・教員の声 

・入学、進級に向けた期待感が高まった。（参加者） 

・家庭で兄弟への接し方が変わった。（保護者） 

・率先してお手伝いをしてくれるようになった。（保護者） 

・特別な教育的支援等が必要な幼児が、安心した表情で通学できている。（教員） 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■参加者増に向けた広報の強化 

 ○定員に対して幼児の応募が少ない状況にあることから、今後はまちづくりセンターや保健セ

ンター、町内会へのパンフレット等の配布やホームページの充実等、広報を強化し、参加者

増を目指す。 

■成果の学校教育への還元 

 ○各区の幼稚園や保育所、認定こども園、小学校の管理者や教職員から成る幼保小連携推進協

議会等で、幼保小における接続・連携の成果を周知することで、本事業の成果の学校教育へ

の還元を図っていく。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○現事業の実施継続と、参加者及び過年度参加者へのアンケートの実施による効果検証 

 

 

 

自然遊び 野外炊事 磯遊び 

キャンプファイア 雪遊び 
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施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 施策1-2-2 生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実    

 子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、青少年科学館や青少年山の家などを活用した体験学

習や林間学校等の野外教育の充実を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 今日の子どもの課題として、規範意識の低下や人間関係を築く力など、人間性や社会性の育成

が不十分であることが指摘されており、その理由の一つとして、体験活動などの機会の減少があ

げられている。 

 青少年科学館では、科学に関連する様々な展示物やイベントを通した体験学習の機会を提供し

ている。特に、夏休みや冬休みには、子どもの興味関心を高める特別展を開催するなど、子ども

たちの来館を促し、科学を身近に感じ、楽しみながら学ぶ機会を提供している。 

また、近年、野外活動に対する市民のニーズが高まっていることから、青少年山の家などの自

然豊かな環境を生かした野外教育施設において、幅広い年齢層を対象に自然体験活動の機会を提

供している。更に、小中学生の自主性・協調性・社会性を育むため、Ｓ52年度から続く林間学校

を夏季と冬季の年２回開催している。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■青少年科学館を活用した体験学習の充実 

○青少年科学館では、小学生にプラネタリウムを活用した学習機会を提供したほか、様々な展

示物やイベントを通し子どもたちに体験学習の機会を提供した。また、プラネタリウムを更

新し、青少年科学館の活用を促進するため、中学生用の学習プログラムを制作した。 

 利用者（子ども）の声 

・自由研究の勉強になり楽しかった。 

・電気の仕組みや目の錯覚を利用した展示物は、新しい発見ができ楽しかった。 

・体の仕組みや科学を体験として学べた。 

・プラネタリウムでは、学校で習った星や星座が発見できた。 

 青少年科学館の利用状況 

利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 

学習利用者数学習利用者数学習利用者数学習利用者数    

（（（（児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒））））    

イベント イベント イベント イベント 利用者 利用者 利用者 利用者 

満足度 満足度 満足度 満足度 件数 参加者数 件数 参加者数 件数 参加者数 件数 参加者数 

335,686人 17,214人 163件 70,726人 94.5％ 

■青少年山の家、定山渓自然の村を活用した体験学習の充実 

○青少年山の家では、小学５年生の宿泊学習利用を主とした教育性の高い施設運営を行うとと

もに、青少年を中心に多くの市民にも登山やハイキングなど自然体験の場を提供した。また、

定山渓自然の村では、多様な施設を活用した貸室事業のほか、日帰りの利用者でも主体的に

自然体験活動に親しめる事業を展開し、前年度比10％を上回る利用者の増加を達成した。 

 利用者（保護者等）の声 

【青少年山の家】 

・子どもが自然と仲良くなったと感動していた。 
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・職員やボランティアによるサポートのおかげで、子どもも満足感でいっぱいだった。 

【定山渓自然の村】 

・普段体験できない樹液採取体験や石釜体験、星空観察などができて大満足だった。 

 青少年山の家・定山渓自然の村の利用状況 

    
利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 

体験活動体験活動体験活動体験活動をををを実施実施実施実施したしたしたした小学校 小学校 小学校 小学校 利用者 利用者 利用者 利用者 

満足度 満足度 満足度 満足度 
団体数 人数 団体数 人数 団体数 人数 団体数 人数 

青少年山青少年山青少年山青少年山のののの家 家 家 家 42,680人 368 23,301人 90.6％ 

定山渓自然定山渓自然定山渓自然定山渓自然のののの村 村 村 村 18,135人   95.0％ 

■林間学校事業の実施 

○市内の小中学生を対象に、夏季休業中と冬季休業中に自然体験活動（テント泊、野外炊事等）

を行う林間学校を実施した。低学年コースに対する応募者増加の傾向を踏まえ、１・２年生

コースの定員を倍増し、適正倍率を確保するなど、ニーズを捉えたコース設定により実施し

た。 

 実施会場コース数：夏季６会場11コース、冬季２会場９コース 

 参加者数：夏季766人、冬季501人 

 参加者・保護者の声 

・友達と協力することの大切さを学んだ。（参加者） 

・林間学校を終えて、子どもが一回り成長した。（保護者） 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■青少年科学館の役割と取組の充実 

○青少年科学館では、科学や科学技術について展示物等により体験的に学ぶことができるが、

一部展示物では故障で長期間使用できないものや、時代に合わず来館者の興味や関心が低い

ものも見られることから、展示物の現状を改めて調査し、全体的な統一感や時代に合った展

示の在り方について検討する。 

■野外教育施設の閑散期の利用促進に向けた取組 

○利用者数の落ち込む平日や閑散期（11月、12月）の利用促進が課題となっていることから、

各種団体への利用プランの提案、魅力的な事業の展開及び広報媒体の効果的な活用を行い、

利用拡大を図る。 

■参加者ニーズの変化に対応した林間学校事業の展開 

 ○毎年の応募状況や参加者アンケートの結果を踏まえ、ニーズの変化に対応しながら、コース

設定の改善等、事業内容の充実を図る。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○青少年科学館展示物等に関する現況調査を実施 

○青少年科学館での体験的な学習機会の提供 

○青少年山の家での宿泊学習における魅力的かつ教育的効果の高いプログラムの開発・研究 

○林間学校事業における参加者募集方法の変更や応募者数増加に向けたコース内容の検討 
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施策1-2-3 施策1-2-3 施策1-2-3 施策1-2-3 「環境」に関する学習活動の推進「環境」に関する学習活動の推進「環境」に関する学習活動の推進「環境」に関する学習活動の推進    

 各園・学校において、節電やごみ減量等の日常的な活動や、教科等で環境に関する学習等を行う

「さっぽろエコスクール宣言校」としての取組、「環境首都・札幌」の宣言日（６月25日）

24

の前

後２週間に一斉に環境に関する取組を行う「エコアクション」、さらに、子どもが農家等に出向き、

稲作などの農業体験をする「さっぽろっこ農業体験」などにより、「環境」に関する学習活動をよ

り一層推進します。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

各園・学校の環境に関する学習や活動をまとめ、教育委員会ホームページで公開する「さっぽ

ろエコスクール宣言」（Ｈ22～）を行うとともに、札幌市が「環境首都・札幌」宣言を行った６

月25日を中心とする前後２週間に「さっぽろっこ環境ウィーク」を設定し、各園・学校において

環境に関する取組「エコアクション」を重点的に行うことで、幼児児童生徒の環境保全への意識

の高揚と行動化を図っている。 

また【環境】など３つのテーマを中核とした「札幌らしい特色ある学校教育」の更なる充実に

向け、「札幌らしい特色ある学校教育の実践資料集」（Ｈ23）を、「札幌らしい特色ある学校教育

啓発パンフレット」（Ｈ24）を作成し、全教員に配布した。 

Ｈ23年度から、「札幌らしい特色ある学校教育推進事業」の一環として、モデル校において【環

境】に関わる実践研究を行い、その成果を教育委員会ホームページに掲載し、各園・学校への普

及啓発を行っている。 

 Ｈ23 Ｈ23 Ｈ23 Ｈ23年度 年度 年度 年度 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24年度 年度 年度 年度 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25年度 年度 年度 年度 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26年度年度年度年度～ ～ ～ ～ 

モデルモデルモデルモデル校数 校数 校数 校数 ５校 ７校 ７校 10校 

 環境教育に積極的に取り組んでいる学校の割合は、小中学校共にＨ19年度から100％を維持し

ている。各学校の置かれている自然環境等を生かしながら、「校地外清掃活動」「節電・節水の取

組」等、様々な取組が実践されている。 

Ｈ21年度に開始した「さっぽろっこ農業体験実践研究校事業（小学校対象）」は、Ｈ22年度ま

では実践研究校10校、Ｈ23年度は20校において実施していたが、Ｈ24年度からは事業規模を30校

に拡充し取組を進めてきた。  

また、夏季休業期間及び冬季休業期間に小中学生が家庭における環境保全等に関わる行動目標

を設定し取り組む「エコライフレポート」や、環境保全に関する取組について子どもがプレゼン

テーションする「さっぽろこども環境コンテスト」の実施、小学校における環境教育に活用でき

る「環境副教材（毎年改定）」の作成等、環境局の事業に協力している。 

 

                                                
24

 「環境首都・札幌」宣言 

市民一人一人がこれまで以上に地球環境保全に取り組んでいく決意をし、Ｈ19年6月25日に、札幌コンサートホールKitaraで開催さ

れた「環境首都・札幌」宣言市民式典にて、世界に誇れる環境都市を目指す「環境首都・札幌」を宣言した。「宣言文」、「さっぽろ

地球環境憲章」及び「地球を守るためのプロジェクト・札幌行動～市民行動編（さっぽろエコ市民26の誓い）」で構成されている。 
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Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■さっぽろっこ農業体験研究実践校事業 

○札幌市内及び近郊の農家や農園を体験の場とし、応募した小学校32校（児童2,335人）が農

業体験を実施した。体験した児童は、農作業体験や農業に携わる方との関わりなどを通して、

農業の大変さや食の大切さを実感するとともに、食への関心を高めることができた。 

 稲作体験：14校、野菜・果樹収穫体験：10校、酪農体験：４校、さとらんど子ども体験農

園での収穫・調理等の体験：４校 

■さっぽろっこ環境ウィーク 

○全園・学校が環境に関わる取組「エコアクション」を実施した。 

■札幌らしい特色ある学校教育推進事業【環境】 

○研究実践校10校において、有識者等の助言を受けながら、下記の研究を行った。特に太陽光

パネルを活用した研究実践校５校では、公開授業を実施するとともに、実践事例をまとめ、

太陽光パネル新規設置校への情報提供を行うことができた。また、地域・外部人材を活用し

た研究実践校５校では、子どもが地域と関わりを持つことにより、地域への愛着を強めると

ともに、自ら地域に関わることへの意欲を高めることができた。 

■環境局との連携 

 ○さっぽろこども環境コンテストについて、子どもたちの環境保全への意識を一層高められる

ように運営の在り方を見直し、過去最高の参加数である13団体の参加を得て実施した。 

   参加団体内訳：児童会館２団体、小学校４団体、中学校７団体 ※参考：Ｈ26年度９団体 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■さっぽろっこ農業体験実践研究校事業の見直し 

○既に各学校が独自に取り組んでいる農業体験に係る取組を支援し、より多くの学校に農業体

験の取組が広がるよう、事業手法の見直しについて検討する。また、農作物を育て、調理し

食べる体験を通じて農業を学べる「さとらんど子ども学習農園」（Ｈ27年度開設）の効果的

な活用の在り方について検討する。 

■札幌らしい特色ある学校教育推進事業【環境】における成果の普及方法の見直し 

○実践研究校の先進的な取組の成果を更に普及するため、授業等での公開など具体的な普及方

法を検討し、見直しを図る。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○さっぽろっこ農業体験実践研究校事業の事業設計の見直しについての検討 

○札幌らしい特色ある学校教育推進事業【環境】の実践研究校における授業公開等 

○「札幌市環境教育基本方針

25

」の改定に向けての協力（Ｈ30年度改定予定） 

 

                                                
25

 札幌市環境教育基本方針 

札幌市の環境教育の基本的な考え方を明らかにするとともに、持続可能な社会の構築に向けてあらゆる主体が自発的にそれぞれの役

割を果たしつつ、継続的に環境教育を進めていくための方向性を示したもの。 
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施策1-2-3 施策1-2-3 施策1-2-3 施策1-2-3 平和に関する学習の推進平和に関する学習の推進平和に関する学習の推進平和に関する学習の推進    

 自ら平和な社会の形成に参画する資質や態度を育成するため、市内の戦争遺産を活用するなど体

験的な活動を取り入れるとともに、戦争体験講話を集めた学習資料を活用した授業を実施するなど、

平和に関する学習を推進します。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

教育基本法において「国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」ことがうたわれているこ

とのほか、日本国憲法や「札幌市平和都市宣言」の趣旨を踏まえ、子どもの平和な社会の形成に

参画する資質や態度を育成することが求められている。 

社会科や道徳、特別活動における各学校の学習や取組を基盤としつつ、Ｈ20年度から「札幌市

平和・子どものつどい」を開催し、小中学校及び高等学校の代表者が集い、札幌市民の戦争体験

や戦時下の札幌の様子などについての講話を聞くとともに、自分たちの学校における平和に関す

る学習などについて交流し、平和について意見を交わすなどしながら「平和な世界の実現のため

に自分ができること」を考える機会をつくっている。 

また、市民まちづくり局（Ｈ28年度から「市民文化局」）と連携して、戦争体験者講話の学習

資料「札幌市民の戦争体験～平和に関する学習資料」をＨ21年度から24年度にかけて作成し、各

学校に配布するとともに、Ｈ23年度には、市民まちづくり局と連携して、インターネットを活用

した「札幌市平和バーチャル資料館」を作成した。 

Ｈ24年度からは、札幌市研究開発事業において「平和に関する教育実践研究会」を設置し、平

和バーチャル資料館や講話資料などの教材開発及び指導方法等についての実践研究を進めてい

る。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■市民まちづくり局と連携した平和事業 

○市内の小中学生を対象に、平和の大切さについて理解を深める機会を提供することを目的と

して、「平和へのメッセージ」と題し、平和をテーマとした絵や詩を募集した。応募作品か

らは、平和について様々な角度から捉え、真剣に考えている小中学生の様子がうかがえた。

優秀賞に選ばれた５人の小中学生を、札幌市平和訪問団として沖縄に派遣し、帰札後に「札

幌市平和・子どものつどい」におい

て、その実施報告を行ってもらった。

８月11日に開催された平和・子ども

のつどいでは、被爆体験講話も行わ

れた。 
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■札幌市研究開発事業「平和に関する教育」に係る実践研究 

○小中学校それぞれ２回の研究授業を行い、各区主催の平和事業における地域の語り部のお話

をまとめた「札幌市民の戦争体験～平和に関する学習資料」や平和バーチャル資料館等を活

用した学習展開や指導方法について、研究を進めた。特に、小学校における歴史学習と、中

学校の社会科公民的分野における「私たちと国際社会の諸課題」の学習を関連付けるなど、

平和に関する教育における小中学校の接続について研究を深めることができた。 

○中学校では、赤十字の取組や難民問題を取り扱うなど、新しい題材による授業モデルを構築

できた。 

○実践研究の成果等を、教育委員会ホームページに掲載し、各校への啓発を図った。 

 http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/heiwa/heiwa-kyoiku.html 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■「札幌市平和・子どものつどい」の在り方検討 

○平和・子どものつどいについては、札幌市平和訪問団の報告や被爆体験講話だけでなく、ワ

ークショップを取り入れた学習会形式にするなど、参加型のつどいにできるよう、関係部局

と検討していく。 

 ○平和へのメッセージを会場に展示したり、平和へのメッセージに取り組んだ学校にその取組

を発表してもらったりするなど、平和へのメッセージに出品した児童生徒の参加意欲を引き

出す工夫を図る。 

■札幌市研究開発事業「平和に関する教育」に係る実践研究 

○研究授業については、研究推進委員だけでなく、より多くの社会科教員に参加してもらえる

よう、事前の授業検討会への参加を促すとともに、研究授業の実施日等について早期に周知

していく。 

○戦争体験者の生の声を子どもたちにどう伝えていくか、また、平和教育で大切な「事実確認

をすること」「子どもの意識に近いものを学習課題とすること」を授業にどう具現化してい

くかということが課題である。このような課題を克服していくためにも、学習資料や平和バ

ーチャル資料館等を活用した授業を更に充実していく。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○平和へのメッセージ事業の推進 

○札幌市平和訪問団の派遣 

○市民文化局と連携した平和・子どものつどいの実施 

○札幌市研究開発事業「平和に関する教育」に係る実践研究 
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(3) 市民の学習活動を支える生涯学習の推進(3) 市民の学習活動を支える生涯学習の推進(3) 市民の学習活動を支える生涯学習の推進(3) 市民の学習活動を支える生涯学習の推進 

施策１－５－１ 総合的・体系的な学習機会の提供と自発的な学習活動の促進 

 市民が、社会の中で自立して、互いに協力しながら個人や地域の課題を解決していく力

を身に付けるため、生涯にわたって学ぶことができるよう支援を進めていきます。 

 そのため、大学・企業・ＮＰＯ等と連携し、多様な学習機会の提供を行い、学びの継続

及び学習成果の活用等を促すことにより、市民活動を行う人や職業能力の向上を目指す人

などをサポートし、札幌のまちを担う主体的な市民を育みます。 

■ さっぽろ市民カレッジの充実 ..................................................................................................... 70■ さっぽろ市民カレッジの充実 ..................................................................................................... 70■ さっぽろ市民カレッジの充実 ..................................................................................................... 70■ さっぽろ市民カレッジの充実 ..................................................................................................... 70    

※「関係機関等との連携によるリカレント教育の推進」を含む。 ※「関係機関等との連携によるリカレント教育の推進」を含む。 ※「関係機関等との連携によるリカレント教育の推進」を含む。 ※「関係機関等との連携によるリカレント教育の推進」を含む。 

■ 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 ............................................ 72■ 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 ............................................ 72■ 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 ............................................ 72■ 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 ............................................ 72    

 

施策２－３－１ 市民の自発的な学習活動を支える生涯学習関連施設の充実 

時代の変化や市民の多様なニーズに対応するため、生涯学習関連施設（社会教育施設）

の効果的な運営を進めていきます。 

■ 各生涯学習関連施設の管理・運営 ............................................................................................ 74■ 各生涯学習関連施設の管理・運営 ............................................................................................ 74■ 各生涯学習関連施設の管理・運営 ............................................................................................ 74■ 各生涯学習関連施設の管理・運営 ............................................................................................ 74    
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施策1-5-1 施策1-5-1 施策1-5-1 施策1-5-1 さっぽろ市民カレッジの充実 さっぽろ市民カレッジの充実 さっぽろ市民カレッジの充実 さっぽろ市民カレッジの充実 

 市民の職業能力向上等に資するため、大学や経済関係団体等と連携し、高度で実践的な学習プロ

グラムの講座を実施し、リカレント教育

26

の推進に努めます。 

また、まちづくりや産業の担い手の育成を進めるため、公益性の高い講座の実施により、内容を

より充実させます。また、学んだ成果を生かせるよう、様々な場や機会の創出を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 さっぽろ市民カレッジはボランティアや市民活動、まちづくり等を促進する「市民活動系」と、

職業能力の向上や産業育成、活性化を促進する「産業・ビジネス系」を柱に、「文化・教養系」

を加えた学習プログラムを継続的かつ体系的に提供する事業であり、大学をはじめとする高等教

育機関や企業・ＮＰＯ等と連携しながら生涯学習センターを拠点にＨ12年９月から実施してい

る。実施に当たっては、学んだ成果の活用も念頭に置いている。 

 上記の学習プログラムでは、地域における学習機会の提供を目指し、市民が講座を企画・運営

する「ご近所先生企画講座」や、市立札幌大通高等学校を会場に高校生と市民が共に学ぶ学校教

育と社会教育が一体となった「学社融合講座」も実施している。 

 講座は、生涯学習センター職員だけでなく、市民講師やボランティア等、様々な主体が企画に

参加することで、より市民ニーズを踏まえたものとしている。 

受講者数は、開設時から増加傾向にあり、近年は年間5,000人以上となっている。 
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 リカレント教育 

もともと還流・循環する教育という意味を持ち、学校教育を修了した後の社会人に対して行われる、高度で専門的、体系的な再教育

のことをいう。 
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Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■リカレント教育の推進に向けた取組（公益性の高い講座の実施） 

○市民の職業能力向上、まちづくり活動への参加促進に資するため、さっぽろ市民カレッジに

おいて様々な機関と連携し「市民活動系」「産業・ビジネス系」の学習プログラムを実施し

た。 

 受講者数・満足度：5,168人・84.4％ 

 連携先（例）：札幌市立大学、札幌国際プラザ、土木学会北海道支部、民間企業等 

 受講者の声（「～震災から５年目の今こそ学ぶ～札幌・災害シミュレーション」受講者） 

・講座内容を参考にして活動していきたい。（地域で防災活動のリーダーをしている方） 

■学んだ成果を生かせる場や機会の創出 

○市民が学んだ成果や経験を活用できる場の提供に努め、生涯学習センターのみならず、各区

のコミュニティ施設等の地域会場でも「ご近所先生企画講座」を実施した。 

 地域会場・受講者数：８区10会場・330人 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■公益性の高い講座の実施によるまちづくりや産業の担い手の育成 

○さっぽろ市民カレッジでは、これまでも関係部局の協力により市の施策と関連付けた講座を

実施してきたが、個別の講座における連携にとどまるものが多かった。今後は、市民文化局

や保健福祉局などの関係部局と育成すべき人材像や成果の活用方策等を共有し、連携体制の

下で施策を推進するための仕組みづくりを目指す。 

■大学等高等教育機関や経済関係団体等との連携によるリカレント教育の推進 

○変化の激しい社会において、市民が多様化した課題に対応する力を身に付けられるよう、今

後も引き続き、様々な関係機関・団体と連携・役割分担をしながら学習機会の充実に努める。

特に「仕事」や「子育て」等、それぞれのライフスタイルに応じた学習プログラムが求めら

れている点は、札幌市社会教育委員会議

27

においても言及されているため、そのような視点

も考慮しながら、内容の充実に努める。 

■学んだ成果等を生かせるような場や機会の充実 

○市民が様々な場で自身の知識・経験を生かすことは、人とのつながりを生み、多様なコミュ

ニティを醸成することが期待できる。今後は「ご近所先生企画講座」等を活用し、「学び」

を絆づくりに生かす取組の充実を目指していく。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○「第３次札幌市生涯学習推進構想

28

」の策定による施策の方向付け 

                                                
27

 札幌市社会教育委員会議 

社会教育法第 15条及び札幌市社会教育委員条例に基づき昭和 37年に発足。社会教育行政に、広く各方面の良識と経験を反映させる

ことを目的とし、社会教育活動を民間と行政が緊密な連携の下に進めるために設置。 

28

 第３次札幌市生涯学習推進構想 

Ｈ19年３月に策定した本市の生涯学習推進の指針である「第２次札幌市生涯学習推進構想」が計画終期を迎えることから、Ｈ29年

からの概ね 10年間を見据えた指針として、Ｈ28年度中に策定することを予定している。 
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施策1-5-1 施策1-5-1 施策1-5-1 施策1-5-1 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築 

 生涯学習センターで学んだ人材や、様々な分野のボランティア情報等を集約し、学校等の身近な

場で、地域における生涯学習活動を支援する人材としての活用を検討します。また、生涯学習セン

ターなどで研修を実施し、新たな人材の育成や、既に活動している人々の資質向上に努めます。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

生涯学習センターでは、人材バンクを運営していたが、必ずしも市民の使いやすいものとはな

っていなかった。そこで、Ｈ25年度に、指定管理者である（公財）札幌市生涯学習振興財団が人

材バンクのリニューアルを実施した。 

具体的には、既存の登録者に改めて更新の意向を確認するとともに、同センターを拠点に実施

しているさっぽろ市民カレッジの「ご近所先生企画講座」で経験を積んだ市民講師を中心に様々

な分野の講師情報を「ちえりあ市民講師バンク」として集約し直した。 

「ちえりあ市民講師バンク」は同センター内の学習相談コーナーや生涯学習センターホームペ

ージ等において案内している。 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果 Ｈ27年度の取組結果・成果 Ｈ27年度の取組結果・成果 Ｈ27年度の取組結果・成果 

■「ちえりあ市民講師バンク」の市民向け広報の実施 

○市民まちづくり局と連携し、市内全ての単位町内会、連合町内会、まちづくりセンターへ事

業リーフレット及び講師リストを送付した。また、サッポロサタデースクール研修会、家庭

教育学級開設説明会等の社会教育事業でもリーフレットを配布した。 

■「ちえりあ市民講師バンク」の運用 

○登録者が町内会や「家庭教育学級」等で講師として活用されることで、市民による学びの場

づくりを支援できた。 

 登録者数：158人 

 活用された講師数及び講座数：12人・13講座 

 市民講師の声（パソコン講師） 

・ご近所先生をしていたときにバンクのことを聞き登録しました。依頼が来るか半信半疑

でしたが、地域の方から声がかかってうれしかったです。 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■地域における活用の促進 

○登録者数に対し、実際に活用された事例は１割程度に留まっている。今後は、登録された講

師のスキルアップや魅力づくりのため、生涯学習センターにおける研修等の充実を目指すと

ともに、市民向けのＰＲはもちろんのこと、関係部局での活用を促すべくＰＲを行う。 
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【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○第３次札幌市生涯学習推進構想の策定による施策の方向づけ 

○市民及び関係部局への活用促進に向けた広報 

 

 

 

 

 

 ちえりあ市民講師バンクの利用方法（生涯学習センター広報誌「ら・ちえりあって VOL.44」より抜粋） 
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施策2-3-1 施策2-3-1 施策2-3-1 施策2-3-1 各生涯学習関連施設の管理・運営 各生涯学習関連施設の管理・運営 各生涯学習関連施設の管理・運営 各生涯学習関連施設の管理・運営 

 生涯学習環境の一層の充実を目指し、生涯学習センター、青少年科学館、青少年山の家、定山渓

自然の村等の施設を円滑かつ効率的に運営します。 

これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）これまでの動向（背景、現状など）    

 札幌市では、これまで市民の生涯学習活動を支援するため、生涯学習センターをはじめとする

各種施設の設置など環境の整備に努めてきた。 

各施設については、現在、指定管理者制度

29

により管理運営を行っており、指定管理者の提案

により、施設の特性を生かした多様な事業が展開されている。 

Ｈ26年度には生涯学習センター、青少年科学館（天文台を含む）、月寒公民館、青少年山の家、

定山渓自然の村、Ｈ27年度には市民ホールの指定管理期間を更新した。 

 

生涯学習関連施設 

施設名称 所在区施設名称 所在区施設名称 所在区施設名称 所在区    
開館年開館年開館年開館年

月月月月    

主主主主なななな事業 指定管理者 事業 指定管理者 事業 指定管理者 事業 指定管理者 

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター    西区 Ｈ12.8 

さっぽろ市民カレッジ、広報誌「ら・ちえりあって」

発行、ちえりあフェスティバル、サークル発表会 

（公財）札幌市生

涯学習振興財団 青少年科学館 青少年科学館 青少年科学館 青少年科学館 厚別区 Ｓ56.10 

展示物・プラネタリウム観覧、科学実験、工作会、

特別展の開催、移動天文台事業、さっぽろ星まつり 

天文台 天文台 天文台 天文台 中央区 Ｓ33.７ 昼間（太陽）観望会、夜間観望会、天体現象観望会 

市民市民市民市民ホール ホール ホール ホール 中央区 Ｈ20.12 貸室事業（大ホール・会議室） 大和リース（株） 

月寒公民館 月寒公民館 月寒公民館 月寒公民館 豊平区 Ｓ50.１ 

高齢者教室（創造学園）、公民館講座、文化祭、菊花

展 

札幌市月寒公民

館運営委員会 

青少年山青少年山青少年山青少年山のののの家 家 家 家 南区 Ｈ１.９ 

利用者への野外活動プログラム提供、防災キャンプ、

ボランティア養成講習会 

（公財）さっぽろ

青少年女性活動

協会 
定山渓自然定山渓自然定山渓自然定山渓自然のののの村 村 村 村 南区 Ｈ10.６ 

利用者への野外活動プログラム提供、親子の自然遊

び、ファミリーキャンプ 

 

 

Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果Ｈ27年度の取組結果・成果    

■協定書に基づく施設の管理・運営 

○市民ホールでは、指定管理者の更新と同時に、ネーミングライツ

30

協賛企業を募集し、㈱わ

くわくホリデーと契約した。愛称は「わくわくホリデーホール」とした。 

○各施設において、利用者アンケート調査等での意見を生かしながら、協定書に基づき指定管

理者による管理・運営を行った。 

  生涯学習関連施設の利用者満足度： 88.8％ 

                                                
29

 指定管理者制度 

多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図

るとともに、経費の節減を図ることを目的とした制度。 
30

 ネーミングライツ 

命名権。企業からの協賛による収入を得て、施設の持続可能な運営などに役立てるため、体育施設や文化施設などの施設の名称に企

業名や商品名などをつける権利。 
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 利用者からの意見を踏まえ、生涯学習センター内のメディアプラザにジャズＣＤの紹介コ

ーナーを新設した。 

■施設の維持・管理のため保全・修繕の実施 

○施設の円滑な運営を維持するため、以下の施設について、更新時期が到来した設備・機器

や老朽化した建物本体の整備・改修を行った。 

 生涯学習センター（ちえりあ外壁）、青少年科学館（プラネタリウム）、市民ホール（舞

台設備）、月寒公民館（体育室屋根）、青少年山の家（広場舗装補修）、定山渓自然の村

（テントハウス前室屋根） 

 

課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

■時代の変化や市民の多様なニーズへの対応等 

○毎年度行われる指定管理者の実施事業の評価・検証等の結果を踏まえ、市民のニーズに対応

した事業の実施に努める。 

○指定管理期間は４年間であり、市民ホールを除く施設はＨ30年度に指定管理者の一斉更新時

期を迎える。更新に向け、指定管理業務の見直しを行い、各施設において効果的・効率的な

運営を目指す。 

■施設の長寿命化に向けた計画的な修繕 

○生涯学習関連施設については、都市局で策定した保全計画に基づき計画的な修繕工事を実施

しているが、施設のほとんどは、開設から15年以上経過していることから、突発的な建物の

修繕や機器・設備の更新という事態が発生する可能性が高い。 

○引き続き、定期的な検査の実施による早期発見・対応により、施設の長寿命化を図るととも

に、円滑な施設運営により市民へのサービスの確保を目指す。 

■施設の魅力づくり 

○青少年科学館は、展示物やプラネタリウムの更新を随時行ってきたが、一部展示物では故障

で長期間使用できないものや、時代に合わないものも見られる。展示物の現状を改めて調査

し、科学館としての全体的な統一感や、時代に合った在り方を検討する。 

 

【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容【参考】Ｈ28年度の主な取組内容    

○生涯学習センターの壁改修工事及び駐車場漏水防止工事 

○青少年科学館プラネタリウムのリニューアルオープン 

○青少年科学館展示物等に関する現況調査を実施 

○Ｈ30年度の指定管理者一斉更新に向けた指定管理業務内容等の見直し（市民ホールを除く） 
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点検・評価に当たって、事業・取組についてより理解を深め、効果や課題を的確に把握する

ことを目的に、山の手南小学校及び教育支援センター宮の沢において、教育長及び教育委員が

授業視察（施設視察）や児童等との意見交換を行った。 

≪ 山の手南小学校 ≫ ≪ 山の手南小学校 ≫ ≪ 山の手南小学校 ≫ ≪ 山の手南小学校 ≫ 

 山の手南小学校では、毎月16日を「こころの日」（５＋５＋６＝16）と定めて、全学級一

斉に道徳の学習に取り組んでおり、保護者や地域の方々にも、年１回、授業を公開している。 

 また、平成27年度札幌市研究開発事業における研究課題「道徳教育の充実」の研究推進校

として「『豊かな心をはぐくむ道徳教育』の推進」をテーマに研究を進めた。 

 

１ 日時 

平成28年６月16日（木）10：30～13：20 ※こころの日 

 

２ 関連する主な事業・取組 

道徳教育の充実（48ページ） 

 

３ 授業視察 

５学年の学級において、道徳の授業を視察した。 

 

４ 児童との意見交換 

○５学年の児童27人と視察者が５つのグループに分かれ、それぞれ意見交換を行った。 

○児童からは以下のような発言があった。 

・相手の気持ちを考えることができ、道徳は楽しい。 

・決まった答えがなく、自分で考えるところが、他の教科

と違うと思う。 

・道徳の授業を受けた後、電車で席を譲ったことがある。 

・相手の立場を自分に置き換えて考えるのが難しい。 

 

５ 教員との意見交換 

○視察した授業の担当教員等と視察者が意見交換を行った。 

○教員からは、道徳教育に係る校内での研究に関することや

授業の構成・ねらいなどについて説明があった。 

○視察者からは、教材や授業の流れのほか、教科化に向けた

課題などについて質問や意見が出された。 

 

視察した授業 

コ コ ロ 

＜参考資料＞ 授業視察（施設視察）及び児童等との意見交換の概要＜参考資料＞ 授業視察（施設視察）及び児童等との意見交換の概要＜参考資料＞ 授業視察（施設視察）及び児童等との意見交換の概要＜参考資料＞ 授業視察（施設視察）及び児童等との意見交換の概要 

児童との意見交換 

教員との意見交換 
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≪ 教育支援センター宮の沢 ≫ ≪ 教育支援センター宮の沢 ≫ ≪ 教育支援センター宮の沢 ≫ ≪ 教育支援センター宮の沢 ≫ 

 教育支援センター宮の沢では、主に仲間と関わる楽しさを味わえる体験活動を通して、不

登校児童生徒の不安や悩みを和らげ、一人一人の状況に合わせて、学校への登校意欲が高ま

るよう支援している。具体的には、集団での軽運動や調理体験、ものづくりといった体験活

動のほか、ゲーム的な要素のある学習活動などを実施している。 

 

１ 日時 

平成28年６月21日（火）10：30～12：00 

 

２ 関連する主な事業・取組 

教育支援センター機能の充実（40ページ） 

 

３ 施設視察 

教育支援センター宮の沢の「学習室」「プレイルーム（卓球や縄跳び等の運動で使用）」

「みんなの部屋（室内ゲームや工作などの活動で使用）」などの施設のほか、通室する児童

生徒が実際に活動している様子を視察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 不登校対策相談指導員との意見交換 

○通室する児童生徒を、様々な体験活動を通して支援する非常勤職員である「不登校対策

相談指導員」と視察者が意見交換を行った。 

○指導員からは、教育支援センター宮の沢での支援体制や

活動内容、児童生徒への関わり方のほか、通室による児

童生徒の変化の様子などについて説明があった。 

○視察者からは、通室する児童生徒が不登校となった要因

や背景、学校や他機関との連携などに関する質問や意見

が出された。 

 

 

 

 

通路にある掲示板 

不登校対策相談指導員との意見交換 

手作りの表示 学習室の視察 
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３ 学 識 経 験 者 か ら の 意 見３ 学 識 経 験 者 か ら の 意 見３ 学 識 経 験 者 か ら の 意 見３ 学 識 経 験 者 か ら の 意 見    

(1) 佐久間 章 氏（札幌国際大学 教授）からの意見(1) 佐久間 章 氏（札幌国際大学 教授）からの意見(1) 佐久間 章 氏（札幌国際大学 教授）からの意見(1) 佐久間 章 氏（札幌国際大学 教授）からの意見 

今年度の点検・評価報告書は、14の基本施策に設定している全21項目の成果指標の動

向を基に総括し、その上で、「学びのセーフティネットの充実」「共に生きる喜びを実感

できる学習活動の推進」「市民の学習活動を支える生涯学習の推進」の３つの個別項目を

選定し、取組結果・成果の検証を行っている。 

選定した個別項目は、いずれも、今日的な教育的課題を内包する重要な施策によって

構成されている。特に、いじめの認知件数の増加や上昇傾向にある子どもの相対的貧困

率などの憂慮すべきデータが示される昨今、子どもが安心して学び成長していけるよう

な環境を整えることは喫緊の課題であり、まさに「学びのセーフティネットの充実」な

どは時宜を得た選定といえる。 

また、参考資料として、「授業視察（施設視察）及び児童等との意見交換の概要」が添

えられている。点検・評価に当たって、事業・取組について理解を深め、効果や課題を

的確に把握することを目的に、教育長及び教育委員が授業視察や児童等との意見交換を

行っている。現場を重視する教育委員会の姿勢には大いに敬意を表したい。 

以下、総括及び個別項目の取組に対する点検・評価結果について意見を付す。 

総 括総 括総 括総 括    

基本施策に設定している全21項目の成果指標には、学年・学校種別に目標値を設定し

ているものもあり、そのすべてカウントすると「47」となる。これらの達成区分を見る

と、すでに達成しているものが「７」、近づいているものが「28」、遠ざかったものが「12」

となっている。達成・近づいている指標が全体の７割を超え、計画的かつ着実に取り組

まれ、堅実に成果を挙げていることがうかがえる。 

しかし、「基本施策１－３ ふるさと札幌のよさを実感し、豊かな創造力を育む学習活

動の推進」の成果指標「札幌には、好きな場所やものがあると答えた子どもの割合」に

ついては、小５・中２・高２のいずれの学年も目標値に比して遠ざかっている。札幌市

の教育が目指す人間像「自立した札幌人」は、ふるさと札幌への思いを心にもつことを

目指しており、本施策における取組の一層の充実を期待したい。 

 

学びのセーフティネットの充実学びのセーフティネットの充実学びのセーフティネットの充実学びのセーフティネットの充実    

●施策２－５－１「子どもが安心して学べる支援体制の充実」 

【学校教育相談体制の充実】 

学校と教育相談室の連携により、学校と保護者の円滑な関係構築に効果が挙がっ

ていることが報告されている。また、不登校対策連絡会議には、多数の学校から継

続を望む要望が寄せられるなど、着実に取組の成果が挙がっている。今後も学校と

保護者の連携、小中の連携を一層強化し、取り組むことを期待したい。 

【スクールカウンセラーの活用】 

小学校へのスクールカウンセラーの年間配置時間を３時間増加させるなど、取組の

充実が図られている。しかしながら、相談件数は依然として増加傾向にあり、課題と 
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今後の方向性に示されているように、更に多くの児童や保護者に対応するため、今後

もスクールカウンセラーの年間配置時数の拡充を期待したい。 

●施策２－５－２「学びに困難を抱える子どもへの対応の充実」 

【学校ネットトラブル等対策】 

子どもがインターネット上のトラブルに直接巻き込まれる危険性が増してきている

今日、ネットパトロールの実施など堅実な取組が行われている。また、子ども、保護

者、教職員を対象とするネットトラブルの研修等も成果を挙げている。しかし、事業

の実施対象校区が限られていることが課題となっている。実施校区の拡大とともに、

研修内容等の普及啓発が期待される。 

【心のサポーターの配置】 

相談支援パートナーの活用は、全ての配置校がパートナーの活用の有効性を評価し

ており、さらに、子どもの質的な状態や登校状況にも改善が見られ極めて大きな成果

を挙げている。 

【悩みやいじめに関するアンケート調査の実施】 

アンケート調査の回答を基にした聞き取り調査等で把握したいじめについて99.9％

を解消しており、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に大きな成果を挙げている。

しかし、アンケートによって発見できないケースもあるので、今後の方向性に示され

るように、スクールカウンセラーの有効活用、校内における教育相談体制の充実とと

もに、児童生徒への各種相談窓口の周知などは、継続して取組を進めていくことが重

要である。 

 

共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進    

●施策１－２－１「命を大切にする指導の充実」 

【道徳教育の充実】 

平成30年度以降、道徳が「特別の教科」として実施されることから、スムーズな移

行のためにも、道徳教育推進教師の研修の充実など、今後の方向性に掲げている体制

整備等の充実には大いに期待したい。 

●施策１－２－２「豊かな人間性や社会性を育む学びの充実」 

【子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進】【民族・人権教育の推進】 

研究推進校における取組の成果を、教育委員会ホームページに掲載するなど、啓発

に努めている。 

【性に関する指導の充実】 

こちらについても、実践研究の成果である「性に関する指導の手引」の普及啓発に

努めてもらいたい。 

【ボランティア活動等の体験的な学習の充実】 

９割程度の小中学校がボランティア活動に取り組んでおり、着実に体験活動の充実

が図られている。今後は、実施校の拡大から、実施による成果(子どもの変容)に視点

を当てていくことが必要であろう。今後の課題と方向性に示されているボランティア

活動等の取組前と後の子どもの意識の変化を把握する実践研究には、大いに期待した 
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い。 

【生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実】 

いずれの施設も利用者の満足度が90％を超え、充実したプログラムの提供がなされ

ている。課題と今後の方向性には、野外教育施設の閑散期における利用促進を指摘し

ている。閑散期対策として、施設の有する教育プログラムを、職員自らが学校等へ積

極的に出前(アウトリーチ)することなども一方策として検討に値するのではないだろ

うか。 

 

市民の学習活動を支える生涯学習の推進市民の学習活動を支える生涯学習の推進市民の学習活動を支える生涯学習の推進市民の学習活動を支える生涯学習の推進    

●施策１－５－１「総合的・体系的な学習機会の提供と自発的な学習活動の促進 

【さっぽろ市民カレッジの充実】 

札幌市唯一の生涯学習の拠点施設である生涯学習センターは、市西部の宮の沢に位

置することから、その移動を考えると、市民にとって利用しやすい施設であるとは言

い難い面がある。生涯学習センターを会場とした「市民カレッジ」の開催は、少なか

らず学習機会の地域間格差が懸念される。そこで、取組結果に示されている各区のコ

ミュニティ施設等の地域会場を利用した「ご近所先生企画講座」などの学習機会の提

供は、こうした課題解決の糸口になるものである。今後も地域会場との連携を強化し、

市民への学習機会の提供の充実に大いに期待したい。 

●施策２－３－１「市民の自発的な学習活動を支える生涯学習関連施設の充実」 

【地域における生涯学習活動を支援する人材登録制度の構築】 

平成25年にそれまでの「人材バンク」を「ちえりあ市民講師バンク」としてリニュ

ーアルしているが、登録者158人に対して活用された講師数12人で１割程度に留まって

いる。今後の活用促進が大きな課題である。今後の方向性に示される登録講師のスキ

ルアップの研修が重要であることは言うまでもないが、現在の指導領域・内容を中心

とした講師情報から、指導展開例・必要な教材教具・実際の指導例や実績などの情報

も付加して提供するなどの工夫も必要ではないかと思う。今後は、バンク全体の登録

者数の充実から、登録者個々の指導に関わる情報を充実させ、市民にとって利用しや

すいバンクの検討についても期待したい。 

札幌市は、人口190万を超える大都市であるが故に、教育課題が多様で広範なものとな

るのは必然である。平成27年度は、こうした課題にしっかりと対峙し、堅実に取り組み

着実に成果を挙げているといえる。しかし、施策によっては、全市のすべての学校への

人材配置や、事業の実施が難しい取組も少なくない。これは大都市の宿命と言えるのか

もしれない。 

そこで、全市的には一部の学校の取組となってしまうが、この限られた実践や研究の

中から得られた知見を、効果的に普及啓発し市全体で共有することが、大都市札幌の今

後の方向性としてますます重要となってくるのではないだろうか。今後の検討と取組に

大いに期待したいと思う。以上、総括及びそれぞれの個別項目の取組に対する意見とす

る。 
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(2) 並川 寛司 氏（北海道教育大学 教授）からの意見 (2) 並川 寛司 氏（北海道教育大学 教授）からの意見 (2) 並川 寛司 氏（北海道教育大学 教授）からの意見 (2) 並川 寛司 氏（北海道教育大学 教授）からの意見 

今年度の事務点検・評価の対象となる個別項目は、「札幌市教育振興基本計画」に関連

する「施策」の中から、施策の進行状況や今後の展開、社会情勢や教育行政の動き、過

去の点検・評価での選定状況等を考慮して、「学びのセーフティネットの充実」「共に生

きる喜びを実感できる学習活動の推進」「市民の学習活動を支える生涯学習の推進」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かつ多様な取組を行ってお

り、その取組にふさわしい成果を挙げている。また、それぞれに課題と今後の方向性も

適切に示されている。 

総 括総 括総 括総 括    

成果指標の動向から見た場合、目標値に「到達した」あるいは「近づいた」項目が総

じて多くみられ、取組が成果を挙げていることが分かる。 

今年度、個別項目として選定されていない基本施策を成果指標の動向から見た場合、

基本施策１－１の「１週間の総運動量が60分未満の子どもの割合」、基本施策２－２の「市

立小中学校における特別支援学級の整備率」、基本施策３－２の「家の人と学校での出来

事について話をする子どもの割合」などの項目で目標値に達していることは特に評価す

べき点である。 

また、基本施策２－１に関わる「子どもが自ら身を守ろうとする態度や能力を育む安

全教育を実施した学校の割合」が目標値に近づいていることは評価できるが、この項目

については災害等への対応から早期の目標値（100％）達成が望まれる。 

 

学びのセーフティネットの充実学びのセーフティネットの充実学びのセーフティネットの充実学びのセーフティネットの充実    

総括における成果指標の動向に示されているように、「いじめなどの不安や悩みを身近

な人に相談する子どもの割合」が小・中・高共に目標値に近づいていることは、本個別

項目に関する取組の成果である。一方、「不登校児童生徒の在籍率」は全国と同様に増加

傾向にあることから、不登校あるいは不登校になる可能性のある児童生徒への対応に関

わる取組に着目する必要がある。 

 本個別項目に関わる３つの施策のうち、施策２－５－１及び２－５－２は、相互に関

連する内容を含むことから、この２つの施策については以下にまとめて記述する。 

●施策２－５－１「子どもが安心して学べる支援体制の充実」、施策２－５－２「学びに

困難を抱える子どもへの対応の充実」 

子どもが安心して学べる学校の条件として、【学校教育相談体制の充実】の「これまで

の動向」に書かれているように、困った時に相談しやすく、寄り添いながら解決の方法

を教えてくれるような日常的な教育相談体制づくりが必要である。この点に関し、スク

ールカウンセラー、相談支援リーダー・相談支援パートナー、スクールソーシャルワー

カーなどの配置とその拡充に取り組むとともに、その機能を充実させるための協議会等

（例えば「スクールカウンセラー連絡協議会」）を開催し、担当者間での情報交換や事例

研究に取り組んでいる。これらの取組の成果が、成果指標の動向（「近づいた」）として 
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表れていると考えられる。これらの取組のうち、日常的な教育相談として、また早い段

階での問題解決に資するという点で、専門的な知識や経験を持つスクールカウンセラー

の配置時間の拡充と活用の推進が求められる。【スクールカウンセラーの活用】における

「課題と今後の方向性」として同様のことが示されていることから、目標値の達成に向

けて確実な実行を期待する。 

成果指標の動向から見た課題の１つとして、「不登校児童生徒の在籍率の増加」がある。

このことは、スクールカウンセラーの相談内容の内訳やスクールソーシャルワーカーの

相談内容の内訳にもよく表れている。この課題への対応のうち教室に入れない生徒への

支援として、相談支援パートナーあるいは相談支援リーダーがその解決に大きな役割を

担っていることが示されている。これらの活動は、不登校を未然に防ぐという点におい

て大事であり、より一層の充実が求められる。また、不登校児童生徒への対応として、

教育支援センターの取組が、その改善に堅実に寄与していることが示されている。さら

に、学校だけでなく家庭環境も含めた解決が必要な子どもに対しては、スクールソーシ

ャルワーカーの果たす役割が大きいことも示されている。これらの活動を今後一層充実

させることが、不登校児童の在籍率を減少させることにつながると考えられるので、そ

の実現に向けた一層の努力を期待したい。 

上に示していない事業・取組については、それぞれ一定の成果を挙げていると同時に、

課題も適確に示されているので、今後の改善を望む。 

最後に、特に今後一層の取組が必要な事項として「ネットパトロール」及び安全なイ

ンターネット利用のための「子ども、保護者、教職員を対象とした啓発」が挙げられる。

ネットトラブルに対する取組は比較的最近（平成21年度から）始まり、「子ども達の安全

なインターネット利用のための地域密着型教育啓発実証事業」は２つの中学校区に限ら

れている。最近の子どもたちをめぐるネット環境の変化は大きく、ネットパトロールの

継続と、安全なインターネット利用のための啓発事業の拡充が特に重要である。 

●施策２－５－３「教育機会均等のための経済支援」 

【奨学金】【就学援助】については、その意義と効果等について広く周知し、市民の理

解と財源の確保に努めることが必要である。 

 

共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進    

本個別項目は、学校教育法施行規則の改正による道徳の教科化に関わる事項を含むと

ともに、いじめ防止への根本的な対応としても重要な施策を含んでいる。成果指標の動

向を見ると、子どもの自己肯定感及び自己有用感に関する成果指標は概ね目標値に近づ

いており、取組に一定の成果があったと評価できる。 

●施策１－２－１「命を大切にする指導の充実」 

【道徳教育の充実】では、研究推進校（２校）、研究協力校（10校）での取組、「道

徳教育推進教師」を対象とする研修会の実施などによって道徳教育の充実が図られて

いる。平成30年度の「特別の教科 道徳」の全面実施に向けて「課題と今後の方向性」

に示されている事項の確実な実行が必要である。 
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●施策１－２－２「豊かな人間性や社会性を育む学びの充実」、施策１－２－３「未来

へつながる思いを育む学びの充実」 

【子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進】では、研究推進校において「ピア・

サポート」の考え方や方法が、いじめの防止、人間関係づくり、温かな学級・学校風土

の醸成に一定の効果があり、結果的に自尊感情の向上へとつながったことが明らかにさ

れていることから、ピア・サポートを中心としたこの施策に関わる取組の普及や拡充が

求められる。また、【民族・人権教育の推進】では、人権教育に関わる「人権教育推進検

討プロジェクト推進会議」（兼「札幌市人権教育フォーラム」）で確認された３つの事項

の具現化に期待する。特に、「教師自らが人権意識を高めていくこと」は、重要な指摘で

あると考える。 

【性に関する指導の充実】【ボランティア活動等の体験的な学習の充実】【幼保小連携

なかよしキャンプの推進】【生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実】【「環境」に関

する学習活動の推進】【平和に関する学習の推進】については、継続的な取組（性に関す

る指導、生涯学習関連施設の活用、「環境」に関する学習活動）、ほとんどの学校で実施

されている取組（ボランティア活動、「環境」に関する学習活動）、新しい取組（なかよ

しキャンプ、平和に関する学習）となっており、それぞれ一定の成果を挙げている。今

後もその充実を図りながら、継続していくことが必要である。 

 

市民の学習活動を支える生涯学習の推進市民の学習活動を支える生涯学習の推進市民の学習活動を支える生涯学習の推進市民の学習活動を支える生涯学習の推進    

本個別項目では、学びの継続と学んだ成果を生かせる場や機会を作っていくことを目

標とした取組がなされている。成果指標の動向では、「さっぽろ市民カレッジの受講に満

足している受講者の割合」が目標値に近づいているのに対し、「図書館の利用に満足して

いる利用者の割合」は目標値から遠ざかっている。図書館での取組として、「読み聞かせ」

「文化人による講演会」などが示されているが、これらの取組が利用の満足度に必ずし

も結びついていないことがうかがえる。電子ブックの普及など図書に関わる環境の変化

がある中、図書そのものの魅力についての啓発が必要であると考えられる。 

●施策１－５－１「総合的・体系的な学習機会の提供と自発的な学習活動の促進」 

「さっぽろ市民カレッジ」は、平成12年からの長い取組で、受講者数が開設時から継

続して増加傾向にあることは、この間、「ご近所先生企画講座」「学社融合講座」を設け

るなどのプログラム改善の不断の努力の成果として評価できる。また、最初に述べたよ

うに、学んだことを生かせる取組として「ちえりあ市民講師バンク」を設けたことも評

価される。残念ながら、登録者数に対して実際に活用された事例は１割程度に留まって

いることについて、「課題と今後の方向性」に示されている事項の実施によって改善が図

られることを期待する。 

●施策２－３－１「市民の自発的な学習活動を支える生涯学習関連施設の充実」 

生涯学習関連施設の管理・運営が、「利用者アンケート調査等」での意見を生かしなが

ら協定書に基づいて指定管理者によって行われた結果、利用満足度が88.8％と高い割合

になっていることは評価される。今後も指定管理者による管理・運営が適切に行われる

ことを期待する。 
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(3) 学識経験者からの意見を受けて(3) 学識経験者からの意見を受けて(3) 学識経験者からの意見を受けて(3) 学識経験者からの意見を受けて  

「事務点検・評価の結果」における成果や課題、今後の方向性などについて、佐久間氏

及び並川氏それぞれから、概ね教育委員会と同様の認識に立った意見をいただいた。 

中でも、教育委員会が示した小学校におけるスクールカウンセラーの年間配置時数の拡

充を図るという方向性に対しては、両氏からもその必要性が強く指摘された。 

学識経験者それぞれの意見として、佐久間氏からは、事務点検・評価の結果全体を通し

て、教育課題が多様で広範になっている中、「課題にしっかりと対峙し、堅実に取り組み

着実に成果を挙げている」との評価をいただいた。また、大都市としての特性に着目し、

一部の学校における実践や研究の中から得られた知見を、効果的に普及啓発し市全体で共

有することの重要性を指摘いただいている。 

また、特に指摘のあった事項として、札幌市の教育が目指す人間像「自立した札幌人」

がふるさと札幌への思いを心にもつことを掲げる中、基本施策１－３に関わる成果指標

「札幌には、好きな場所やものがあると答えた子どもの割合」が目標値から遠ざかったこ

とを受け、これに係る取組の一層の充実に対する期待が示されている。 

並川氏からは、事務点検・評価の結果全体を通して、各施策において「様々な課題の解

決に向けて適切かつ多様な取組を行っており、その取組にふさわしい成果を挙げている」

との評価をいただくとともに、課題と今後の方向性についても「適切に示されている」と

の評価をいただいた。 

また、特に指摘のあった事項として、基本施策２－１に関わる「子どもが自ら身を守ろ

うとする態度や能力を育む安全教育を実施した学校の割合」が目標値に近づいていること

に対する評価と共に、「災害等への対応から早期の目標値（100％）達成が望まれる」との

意見をいただいた。このほか、最近のインターネット環境の変化の大きさを背景に、ネッ

トパトロールの継続や安全なインターネット利用のための啓発事業の拡充が特に重要と

の指摘をいただいた。 

両氏からの意見を生かしながら、事務点検・評価の結果を踏まえ、今後、各事業・取組

を更に充実・推進してまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

-84-



Ⅲ 札幌市教育委員会の概要Ⅲ 札幌市教育委員会の概要Ⅲ 札幌市教育委員会の概要Ⅲ 札幌市教育委員会の概要    

 

１ 組 織 及 び 主 な 職 務 権 限１ 組 織 及 び 主 な 職 務 権 限１ 組 織 及 び 主 な 職 務 権 限１ 組 織 及 び 主 な 職 務 権 限    

(1) 組織(1) 組織(1) 組織(1) 組織 

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教育長及び５人の委員で組織さ

れています。 

＜札幌市教育委員会（平成28年８月30日現在）＞ ＜札幌市教育委員会（平成28年８月30日現在）＞ ＜札幌市教育委員会（平成28年８月30日現在）＞ ＜札幌市教育委員会（平成28年８月30日現在）＞ 

    氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 就任年月日 就任年月日 就任年月日 就任年月日 

教育長 長岡 豊彦 平成27年５月25日 

委員 山中 善夫 平成16年10月11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 佐藤 淳 平成28年４月１日 

 

(2) 主な職務権限(2) 主な職務権限(2) 主な職務権限(2) 主な職務権限    

・ 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。 

・ 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。 

 

２ 平 成 27 年 度 の 活 動 状 況 等２ 平 成 27 年 度 の 活 動 状 況 等２ 平 成 27 年 度 の 活 動 状 況 等２ 平 成 27 年 度 の 活 動 状 況 等    

(1) 教育委員会会議の開催状況及び審議状況(1) 教育委員会会議の開催状況及び審議状況(1) 教育委員会会議の開催状況及び審議状況(1) 教育委員会会議の開催状況及び審議状況    

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27年度は、定例

会・臨時会合わせて30回の会議を開催し、下表のとおり82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事務局から報告を受けており、平成27年度

は５件を取り扱いました。 
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＜教育委員会会議の審議件数一覧表＞ ＜教育委員会会議の審議件数一覧表＞ ＜教育委員会会議の審議件数一覧表＞ ＜教育委員会会議の審議件数一覧表＞ 

事 項 事 項 事 項 事 項 議案審議件数 議案審議件数 議案審議件数 議案審議件数 主主主主なななな内容 内容 内容 内容 

教育に関する事務の執行管理

の基本方針 

８件 平成28年度札幌学校教育の重点 等 

教育委員会規則等の制定及び

改廃 

８件 札幌市教育委員会会議規則案 等 

職員の人事に関すること 16 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 

10 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  ４件 平成28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 

14 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  ８件 

札幌市教科用図書選定審議会に関する諮

問 

その他 14 件 

平成27年度札幌市奨学生（補充及び継続採

用者）の選定 等 

合計 82 件 

 

 

(2) 教育委員会会議以外の活動内容(2) 教育委員会会議以外の活動内容(2) 教育委員会会議以外の活動内容(2) 教育委員会会議以外の活動内容 

ア 協議会の開催（25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

等の研究及び委員間での協議を行いました。 

イ 市議会への出席（29回） 

本会議、常任委員会等に出席しました。 

ウ 各協議会への出席（３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、

定期総会や協議会に出席しました。 

なお、札幌市教育委員会の教育長は、北海道都市教育委員会連絡協議会の会長を務め

ており、道内各市の要望の集約を行い、北海道教育委員会の教育長に要望書を手交しま

した。 

エ 学校等の視察（３回） 

教育委員会事務点検・評価の一環として、栄町小学校及び陵北中学校を視察しました。 

また、札幌市教育研究推進事業における公開授業等を実施した伏見小学校及び宮の森

中学校を視察しました。 

オ その他行事への出席等（２回） 

開成中等教育学校開校式・第１回入学式に来賓として出席したほか、教育実践功績表

彰式等の式典に出席しました。 
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Ⅳ 参考 Ⅳ 参考 Ⅳ 参考 Ⅳ 参考 

 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）    

（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26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（同上第４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。 

 

２ 事務点検・評価に係る協議等の過程 ２ 事務点検・評価に係る協議等の過程 ２ 事務点検・評価に係る協議等の過程 ２ 事務点検・評価に係る協議等の過程 

    

回回回回    年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 内 容 内 容 内 容 内 容 

１ 平成28年２月10日 平成28年度教育委員会事務点検・評価実施要領を議決 

２ 平成28年５月13日 協議１回目（総括・個別項目「学びのセーフティネットの充実」） 

３ 平成28年５月17日 

協議２回目（個別項目「共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進」

「市民の学習活動を支える生涯学習の推進」） 

） 

４ 平成28年６月14日 協議３回目（総括・「学びのセーフティネットの充実」） 

５ 平成28年６月28日 

協議４回目（個別項目「共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進」

「市民の学習活動を支える生涯学習の推進」） 

 

６ 平成28年８月２日 協議５回目（報告書の全体構成及び学識経験者からの意見等について） 

７ 平成28年８月30日 平成28年度教育委員会事務点検・評価報告書を議決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議の様子 
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３ 過去５年間の事務点検・評価対象 ３ 過去５年間の事務点検・評価対象 ３ 過去５年間の事務点検・評価対象 ３ 過去５年間の事務点検・評価対象 

    

年 度年 度年 度年 度    内 容 内 容 内 容 内 容 

27 

①総括 

②特別支援教育の推進 

③教職員の資質・能力の向上 

④学校における情報化の推進 

26 

①幼稚園教育の質的向上 

②健やかな身体の育成（からだ【体】の充実） 

③【雪】に関する学習活動の推進 

25 

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 

24 

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 

23 

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 
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【札幌らしい特色ある学校教育のキャラクター】 【札幌らしい特色ある学校教育のキャラクター】 【札幌らしい特色ある学校教育のキャラクター】 【札幌らしい特色ある学校教育のキャラクター】 

札幌の子どもたちが「札幌らしい特色ある学校教育」の【雪】【環境】【読書】札幌の子どもたちが「札幌らしい特色ある学校教育」の【雪】【環境】【読書】札幌の子どもたちが「札幌らしい特色ある学校教育」の【雪】【環境】【読書】札幌の子どもたちが「札幌らしい特色ある学校教育」の【雪】【環境】【読書】

にかかわる学習に親しみをもって取り組めるよう 2010 年に誕生しました。 にかかわる学習に親しみをもって取り組めるよう 2010 年に誕生しました。 にかかわる学習に親しみをもって取り組めるよう 2010 年に誕生しました。 にかかわる学習に親しみをもって取り組めるよう 2010 年に誕生しました。 

ちっきゅん ちっきゅん ちっきゅん ちっきゅん 

ゆっぽろゆっぽろゆっぽろゆっぽろ    

おっほん おっほん おっほん おっほん 


