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第１回検討会議 資料６「３ これまでの教育施策の成果と課題」（修正） 

 

（１）学校教育に関する成果と課題 

ア 学ぶ力の育成 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 学ぶ力の育成にあたっては、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

力等の育成を目指し、「授業づくり」「習慣づくり」「環境づくり」の三つのポイントから教育

活動の工夫改善を図ってきた。 

・ 札幌市の子どもたちについては、各種学力調査の結果などから、市全体の傾向として、基

礎的・基本的な知識・技能が概ね身に付いている状況や、読書への意欲に向上が見られるな

どしている。また、各種調査からは、全国的な状況等との関連で、思考力・判断力・表現力

等の育成には、札幌市がこれまで推進してきた問題解決的な学習等の成果が見られている。 

≪課題≫ 

・ 一方、学習習慣の確立や自ら学ぼうとする学習意欲の向上には課題があるとともに、思考

力・判断力・表現力等の育成については、「事実を基にして自分の考えをもつこと」などの力

が、知識・技能ほどには十分に身に付いているとは言えない状況が見られる。 

・ このため、分かる・できる・楽しい「授業づくり」の充実や、学校、家庭が一体となった

「習慣づくり」及び「環境づくり」を進めるとともに、それら取組の実施状況等を教育委員

会として検証し改善すること、また、そのサイクルを確立していくことが必要。 

 

【参考】 

○学校で好きな授業があるという子どもの割合 

小学校 H20：92.3％⇒H23：96.8％ 

中学校 H20：76.2％⇒H23：89.3％ 

（＊関連データ（参考資料９）P15■学校で好きな授業があるという子どもの割合） 

○教科（国語、算数・数学、理科）の勉強が好きな子どもの割合 

小学校 国語 H19：63.1％（全国59.6％）⇒H24：64.6％（全国63.0％） 

算数 H19：62.5％（全国65.0％）⇒H24：63.7％（全国64.9％） 

理科 H24：83.9％（全国81.5％）※H24から調査 

中学校 国語 H19：57.9％（全国56.8％）⇒H24：62.3％（全国58.6％） 

数学 H19：53.2％（全国51.0％）⇒H24：54.9％（全国52.1％） 

理科 H24：65.5％（全国61.6％）※H24から調査 

○授業の内容がよく分かる子どもの割合 

小学校 国語 H20：78.5％（全国78.0％）⇒H24：84.2％（全国83.1％） 

算数 H20：74.4％（全国78.4％）⇒H24：75.7％（全国79.1％） 

理科 H24：87.1％（全国86.0％）※H24から調査 

中学校 国語 H20：67.3％（全国66.8％）⇒H24：74.6％（全国71.2％） 

数学 H20：64.2％（全国65.5％）⇒H24：67.9％（全国64.9％） 

理科 H24：66.3％（全国64.1％）※H24から調査 

（＊関連データ（参考資料９）P15■授業の内容がよく分かる子どもの割合） 
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○学力調査の結果（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P16■学力調査の結果概要（国語、算数・数学、理科）） 

○学習到達度調査の結果（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P17■学習到達度調査結果の概要（社会、英語） 

○一斉読書をしている学校数（実施している学校の割合） 

小学校 H20：75.8％⇒H24：100％、中学校 H20：39.8％⇒H24：97.9％ 

（＊関連データ（参考資料９）P19■一斉読書をしている学校数） 

○読書が好きな子どもの割合 

小学校（第６学年） H19：72.0％（全国：71.3％）⇒H24：76.3％（全国：72.6％） 

中学校（第３学年） H19：66.5％（全国：67.9％）⇒H24：75.4％（全国：69.7％） 

○学校の授業時間以外での普段（月～金）の学習時間（１時間以上学習している児童生徒の割合） 

小学校（第６学年） H19：46.9％（全国：57.9％）⇒H24：50.2％（全国：59.5％） 

中学校（第３学年） H19：67.3％（全国：65.0％）⇒H24：67.9％（全国：66.4％） 

（＊関連データ（参考資料９）P18■学校の授業時間以外での学習時間数） 
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イ 豊かな心の育成 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 豊かな心の育成にあたっては、調和のとれた豊かな人間性や社会性を育むことを目指し、

自己を肯定的に受け止めることや、他人を思いやり、自他の命を大切にする指導を充実させ

ることや、５年生を対象に子どもの美術体験事業、小学校６年生を対象に「kitaraファース

トコンサート」を実施したことなど、自然体験や文化的な体験等を通して思いやりや美しい

ものに感動する感性を育む教育活動の充実が図られてきている。 

≪課題≫ 

・ いじめや不登校、子どもの自殺等の問題に対しては、命を大切にする指導の充実やいじめ

の問題の未然防止・早期発見・早期対応に向けた取組の充実、関係機関との連携体制や相談・

支援体制の強化などを図っているが、全国的な傾向と同様、札幌市においてもこれらの問題

は、引き続き喫緊の課題となっている。 

・ こうしたことから、一人一人の子ども理解を踏まえ、子どもが自己肯定感を高めたり、自

他の生命を大切にする意識を高めたりする指導を一層充実していくことが必要。 

 

【参考】 

○人の気持ちが分かる人間になりたいと答えた子どもの割合（肯定的な回答をした児童生徒の割合） 

小学校（第６学年） H19：89.5％（全国：91.0％）⇒H24：93.6％（全国：94.1％） 

中学校（第３学年） H19：90.9％（全国：91.8％）⇒H24：94.7％（全国：94.9％） 

○人の役に立つ人間になりたいと答えた子どもの割合（肯定的な回答をした児童生徒の割合） 

小学校（第６学年） H19：90.9％（全国：91.9％）⇒H24：93.6％（全国：94.7％） 

中学校（第３学年） H19：88.8％（全国：89.6％）⇒H24：93.2％（全国：93.9％） 

○児童・生徒のボランティア活動への関心 

（「とても関心がある」または「少し関心がある」と答えた児童生徒の割合） 

小学校 H17：76.4％⇒H23：82.0％ 

中学校 H17：60.4％⇒H23：63.7％ 

高等学校 H17：51.3％⇒H23：51.4％ 

（＊関連データ（参考資料９）P29■児童・生徒のボランティア活動への関心） 

○自分には、良いところがあると答えた子どもの割合（肯定的な回答をした児童生徒の割合） 

小学校（第６学年） H19：70.7％（全国：71.5％）⇒H24：76.2％（全国：76.8％） 

中学校（第３学年） H19：62.5％（全国：60.5％）⇒H24：70.2％（全国：68.2％） 

（＊関連データ（参考資料９）P21■自分には、良いところがあると思うと答えた子どもの割合） 

○ハロー！ミュージアム（小学校５年生を対象とした芸術体験事業）参加校数 

H20：14校⇒H24：178校 

○kitara ﾌｧｰｽﾄｺﾝｻｰﾄ（小学校６年生を対象としたオーケストラ演奏の鑑賞等の機会）参加校数 

H16：198校⇒H24：全校 

○いじめはどんな理由があってもいけないと思う子どもの割合（肯定的な回答をした児童生徒の

割合） 

小学校（第６学年） H19：93.1％（全国：94.7％）⇒H24：95.0％（全国：95.4％） 

中学校（第３学年） H19：85.5％（全国：87.9％）⇒H24：90.9％（全国：93.0％） 

（＊関連データ（参考資料９）P22■いじめはどんな理由があってもいけないと思う子どもの割合） 
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○いじめの認知件数 

小学校 H18：326⇒H23：134、中学校 H18：598⇒H23：496 

（＊関連データ（参考資料９）P22■いじめの認知件数の推移） 

○いじめの千人あたりの認知件数 

小学校 H18：3.4（全国：8.5）⇒H23：1.5（全国：4.8） 

中学校 H18：12.5（全国：14.2）⇒H23：10.7（全国：8.6） 

（＊関連データ（参考資料９）P22■いじめの千人あたりの認知件数） 

○不登校児童生徒数 

小学校 H12：264⇒H23：310、中学校 H12：1,251⇒1,390 

（＊関連データ（参考資料９）P25■不登校児童生徒数の推移） 

○不登校児童生徒出現率 

小学校 H12：0.26⇒H23：0.33、中学校 H12：2.24⇒H23：3.00 

（＊関連データ（参考資料９）P26■不登校児童生徒出現率） 

○スクールカウンセラー（※）の配置時間数 

小学校 H19：18時間⇒H25：51時間 

（※スクールカウンセラー：児童生徒の不安や悩みの相談にあたるとともに、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。） 

○スクールソーシャルワーカー（※）の配置数 

H20：２人⇒H25：７人 

（※スクールソーシャルワーカー：社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家

庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する専門家。） 

○心のサポーター（相談支援パートナー・相談支援リーダー）（※）の配置校数 

相談支援パートナー（中学校のモデル校に配置）H24：20校⇒H25：40校 

相談支援リーダー（小学校のモデル校に配置）H24：２校⇒H25：５校 

（※心のサポーター：子どもに寄り添い、関係機関と連携しながら継続的に不登校の子どもを支援する、教員以外の第三者的な立場

の者。） 

○教育支援センター（不登校の子どもの支援施設）の設置数 

H25：１箇所 
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ウ 健やかな身体の育成 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 健やかな身体の育成にあたっては、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、現在の子どもの体力や健

康状態等を的確に把握するとともに、幼児児童生徒向けの啓発リーフレットの配布やシンポ

ジウムの開催、体力向上に関する学習についての実践研究など、体力向上を図る取組を推進

するとともに、望ましい食生活の在り方を含め、健康に生活するための知識と実践力を育む

教育を推進してきた。 

≪課題≫ 

・ 各種体力や運動能力、運動習慣等の調査においては、札幌市の子どもたちの体力・運動能

力の現状は、全国平均よりも低い傾向にあること、運動・スポ-ツに対する関わりについては

二極化が進行していることが課題となっている。 

・ 以上のような状況を踏まえ、子どもたちが四季を通じて自ら進んで運動・スポーツに親し

むことができる取組や楽しく運動する機会の充実を進めるなど、健やかな身体の育成に向け

た取組の一層の充実していくことが必要。 

 

【参考】 

○児童生徒の体位（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P８■小・中・高校児童生徒の平均体格と全国および10年前との比較） 

○運動能力テストの結果（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P８～９■運動能力テスト項目の推移） 

○運動やスポーツが好きな子どもの割合（肯定的な回答をした児童生徒の割合） 

小５男子 H20：90.8％⇒H24：95.7％（参考 全国H22：93.5％） 

中２男子 H20：88.8％⇒H24：93.9％（参考 全国H22：89.9％） 

小５女子 H20：91.6％⇒H24：89.5％（参考 全国H22：86.4％） 

中２女子 H20：81.7％⇒H24：78.8％（参考 全国H22：78.1％） 

（＊関連データ（参考資料９）P10■運動やスポーツが好きな子どもの割合） 

○運動やスポーツの実施状況（週に１～２回以上と回答した児童生徒の割合） 

小５男子 H20：90.4％⇒H24：88.9％（参考 全国H22：89.5％） 

中２男子 H20：85.8％⇒H24：87.8％（参考 全国H22：91.1％） 

小５女子 H20：85.6％⇒H24：80.4％（参考 全国H22：79.6％） 

中２女子 H20：63.8％⇒H24：67.3％（参考 全国H22：72.3％） 

（＊関連データ（参考資料９）P11■運動やスポーツの実施状況） 

○冬の間のスポーツの実施状況（週に１～２回以上と回答した児童生徒の割合） 

小５男子 H24：83.8％（※札幌市独自のH24からの調査のため、比較対象はなし。） 

中２男子 H24：77.3％ 

小５女子 H24：64.5％ 

中２女子 H24：56.0％ 

（＊関連データ（参考資料９）P12■冬の間のスポーツの実施状況） 

○スキー学習の実施校数 

小学校 H20：207校（100％）⇒H24：202校（100％） 

中学校 H20：29校（29.6％）⇒H24：88校（90.7％） 

（＊関連データ（参考資料９）P12■スキー学習実施校数） 
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○毎日、朝食をとっている子どもの割合（肯定的な回答をした児童生徒の割合） 

小学校（第６学年） H19：94.4％（全国：95.2％）⇒H24：94.8％（全国：96.1％） 

中学校（第３学年） H19：91.3％（全国：91.6％）⇒H24：93.8％（全国：93.6％） 

（＊関連データ（参考資料９）P14■毎日、朝食をとっている子どもの割合） 
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エ 信頼される学校の創造 

○ 家庭や地域とともに進める学校づくり 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 家庭や地域の信頼に応え、それらとともに進める開かれた学校づくりに向けては、全ての

市立幼稚園・学校において自己評価及び学校関係者評価による学校評価を実施するなど、学

校・家庭・地域が連携した取組を推進してきた。 

・ 市立幼稚園・学校においては、地域にお住まいの方や企業の方、学生ボランティアなど、

14,000人を超える地域人材等の協力・支援を得ながら教育活動を推進している。 

・ 各学校においては、保護者、地域住民等に学校の教育目標や教育計画等の情報を積極的に

提供するとともに、保護者や児童生徒などへのアンケートを活用して学校評価を実施するな

ど、学校評価システムの確立が進んできた。 

≪課題≫ 

・ 今後においても、学校評価システムを生かして教育活動の改善を進めるなど、各学校のニ

ーズに対応した保護者や地域住民の理解や教育活動の参画を一層得ながら、家庭や地域とと

もに進める学校づくりを一層推進していくことが求められている。 

 

【参考】 

○幼稚園・学校の学校評価（自己評価及び学校関係者評価）の実施 

H17：－⇒H24：全ての幼稚園・学校（H22から実施） 

○総合的な学習の時間等で保護者や地域の人材等を活用している学校の割合 

小学校 H18：98％⇒H23：100％ 

中学校 H18：63％⇒H23：71％ 

（＊関連データ（参考資料９）P28■総合的な学習の時間等で保護者や地域の人材等を活用している学校の割合） 

○小中学校における地域人材等の活用人数 

小学校 H18：9,195人⇒H23：12,557人 

中学校 H18：1,064人⇒H23：1,713人 

小中学校 H18：10,259人⇒H23：14,270人 

（＊関連データ（参考資料９）P28■小中学校における地域人材等の活用人数） 
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○ 教職員の指導力や資質の向上 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 教職員の指導力や資質の向上に向けては、法定研修である「初任者研修」と「10年経験者

研修」に加えて、教職経験５年及び15年を経過した教員研修を実施することにより、教職経

験に応じて５年ごとに研修する体制を整備した。さらに、平成19年度からは、各学校の校内

研究を基盤として教職員が主体的に実践研究に取り組む「札幌市教育研究推進事業」を実施

し、実践的な指導力を高めることにより、教員研修の一層の充実を図ってきた。 

≪課題≫ 

・ 今後においても、実践的指導力の向上に資する研修を目指し、研修内容・方法等の工夫改

善に努めるとともに、札幌市における喫緊の教育課題に対応した実効性の高い研修の充実を

図るなど、教職員の資質・能力の一層の向上を図る必要がある。 

 

【参考】 

○教職経験に応じた研修 

・教職経験者研究協議会Ⅰ（５年経験者研修）：初任者研修、10 年経験者研修との研修内容

の整合性を図るため、H18に大幅な見直しを実施 

・教職経験者研究協議会Ⅱ（15年経験者研修）：H19から実施 

○札幌市教育研究推進事業（※）による研修：H19から教育委員会主催事業として実施 

H24（実施状況）：研究集会２回（６、10月）、研究推進会議13回、事業推進協議会１回 

（※札幌市教育研究推進事業：小・中・特別支援学校（小・中学部）の教職員が、「札幌市学校教育の重点」等を踏まえた研究実践

を通じてそれぞれの資質の向上と各学校における教育の一層の振興を図るため、研修会・学習会等を実施している。） 
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○ 安全・安心な学校づくり 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 交通事故や災害、不審者等から子どもたち自ら身を守る力を育むとともに、家庭や地域等

と連携した登下校時の見守り活動や学校給食の安全確保の取組、学校施設の耐震対策、改築・

改修等の整備を図ってきた。 

≪課題≫ 

・ 今後、多数の施設が老朽化を迎えることから、適切な維持管理により子どもたちの安全や

より良い教育環境を確保するとともに、関係機関や地域との連携による防災対策を推進し、

基幹避難所としての機能を確保するなど、安全・安心な学校づくりに向けた取組の一層の充

実が必要。 

 

【参考】 

○地域ぐるみの学校安全体制の整備 

・スクールガード（※）登録者数 

H17：464人⇒H24：1,998人 

（※スクールガード：地域、PTAの方々で組織されたスクールガードによる登下校時の見守り活動を実施し、児童生徒の安全確保

に努めている。） 

・スクールガードリーダー（※）の委嘱 

H17：27人⇒H24：50人 

（※スクールガードリーダー：警察官OBに委嘱しているスクールガードリーダーを介して学校と地域や関係機関との連携強化を

図り、地域の自主的な防犯活動の定着を推進している。） 

○学校施設の耐震化の状況 

・Iｓ値（※）0.7未満工事完了校数（H19以降順次実施） 

H24年度末：86校（最終目標175校） 

（※Is 値：建物の耐震性能を表す指標。一般にこの数値が大きいほど耐震性能が高い。建物の強度や粘り強さ、計上、経年状況

等を考慮して算出。） 

（＊関連データ（参考資料９）P3■Is値0.7未満工事完了校数推移） 
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オ 札幌らしい特色ある学校教育 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ ふるさと札幌に立脚して、「生きる力」を育み「自立した札幌人」の育成を目指すため、知

徳体の調和のとれた学びを推進していく「札幌らしい特色ある学校教育」について、その中

核をなす三つのテーマ「北国札幌らしさを学ぶ【雪】」「未来の札幌を見つめる【環境】」「生

涯にわたる学びの基盤【読書】」に関する取組を全ての学校が共通に取り組むとともに、地域

環境の特色を生かしながら、創意工夫ある取組を進めてきている。 

・ これらの取組により、節電などエコ活動に取り組む子どもが増えたり、子どもの読書量が

増えたりするなど、札幌らしい特色ある学校教育に関わる子どもたちの意識が高まってきて

いる。 

≪課題≫ 

・ 生涯にわたり学び続けようとする意欲を高めたり、課題を解決する思考力や判断力、表現

力等を身に付けたりできるよう、地域等と連携した豊かな体験的な活動を取り入れるととも

に、育てたい力を明確にしながら、これらの学習活動を一層充実させることが必要。 

 

【参考】 

○「札幌らしい特色ある学校教育」を教育課程に位置付けた学習活動の取組校数 

H17：－⇒H25：全ての幼稚園・学校（H21から実施） 

○スキー学習の実施校数【再掲】 

小学校 H20：207校（100％）⇒H24：202校（100％） 

中学校 H20：29校（29.6％）⇒H24：88校（90.7％） 

（＊関連データ（参考資料９）P12■スキー学習実施校数） 

○エコライフリポート（※）の提出校数 

小学校 H20（夏休み）：112校（57.6％）⇒H24（夏休み）：202校（100％） 

中学校 H20（夏休み）：28校（28.0％）⇒H24（夏休み）：97校（100％） 

（※エコライフレポート：家庭内で身近にできるエコ行動を記載したチェック表を活用して、子どもたちに対してエコ行動を意識し、

実践するよう働きかけていく取組。） 

○農業体験を実施した小中学校 

小学校 H23：135校⇒H24：132校 

中学校 H23：61校⇒H24：94校 

○子どもの省エネルギーやリサイクルへの意識（肯定的な回答をした児童生徒の割合） 

小学校（第５学年） H17：84.9％⇒H23：89.8％ 

中学校（第２学年） H17：70.1％⇒H23：82.3％ 

高等学校（第２学年） H17：67.1％⇒H23：81.5％ 

○一斉読書をしている学校数（実施している学校の割合）【再掲】 

小学校 H20：75.8％⇒H24：100％、中学校 H20：39.8％⇒H24：97.9％ 

（＊関連データ（参考資料９）P19■一斉読書をしている学校数） 

○読書が好きな子どもの割合【再掲】 

小学校（第６学年） H19：72.0％（全国：71.3％）⇒H24：76.3％（全国：72.6％） 

中学校（第３学年） H19：66.5％（全国：67.9％）⇒H24：75.4％（全国：69.7％） 

 

  



11 

カ 特別支援教育 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 継続した専門的な教育の推進と子どもが地域で学び育つための取組を進めるため、全校に

校内学びの支援委員会の設置と特別支援教育コーディネーターの指名を行うなど、特別支援

教育の推進体制整備に努めてきた。 

・ 特別支援教育巡回相談員の配置や有償ボランティアである学びのサポーターの活用を進め

ることで、障がいのある子どもの困りを適切に把握し、学校全体で育んでいくことができる

ような校内支援体制の充実に努めてきた。 

・ 多くの学校に特別支援学級の設置を進めるともに、平成21年には発達障がい等に対応した

通級指導教室である「まなびの教室」を新設するなど、地域で学ぶ教育環境の整備拡充を進

め、特別支援学級を設置している学校は、小、中学校の7割以上となっている。 

・ 特別支援学校に看護師を配置するなど、障がいの重度・重複化や多様化等にも対応し、障

がいのある子ども一人一人が学び育つためのニーズに応じた適切な教育の推進が図られてき

ている。 

≪課題≫ 

・ 今後においても、「共生社会」の形成に向けた国の動向等を踏まえながら、関係機関との連

携をより一層進め、一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進に努めていくことが必要。 

 

【参考】 

○特別支援学級設置数（設置率） 

小学校 H15：64校（30.6％）⇒H24：160校（78.4％） 

中学校 H15：31校（32.0％）⇒H24：62校（62.6％） 

小中合計 H15：95校（31.0％）⇒H24：222校（73.2％） 

（＊関連データ（参考資料９）P４■平成24年度障がい別特別支援学級在籍数） 

○障がい別通級指導教室設置数 

・言語障がい H15：小学校９、中学校１⇒H24：小学校10、中学校２ 

・難聴 H15：小学校３、中学校１⇒H24：小学校４、中学校２ 

・弱視 H15：小学校１、中学校１⇒H24：小学校１、中学校１ 

・発達障がい H21：小学校１、中学校１⇒H24：小学校６、中学校２（※H21から新設） 

（＊関連データ（参考資料９）P４■平成24年度障がい別特別支援学級在籍数） 

○特別支援教育巡回相談員の人数（訪問回数（延べ数）） 

H15：３（46回）⇒H24：10人（876回） 

○学びのサポーター（※）の活用校数 

H20：139校⇒H24：248校（※H20から実施） 

（※学びのサポーター：特別な教育的支援が必要な子どもに学校生活上の支援を行う有償ボランティア。） 
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キ 幼児教育 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 幼児教育振興を図る「新たなしくみ」を構築し、札幌市全体の幼児教育の水準向上を図る

ため、平成20年度に幼児教育センターを設置するとともに、平成23年度より市立幼稚園の

研究実践園化を進めてきた。これらが中核的な役割を担い、私立幼稚園との緊密な連携のも

と、幼保小の連携体制整備を行いながら、幼児教育に係る研究・研修、幼児期の特別支援教

育を推進する教育相談支援、幼児教育の理解を図る保護者等啓発支援等の取組を推進してき

た。 

≪課題≫ 

・ 今後においては、「新たなしくみ」に基づく取組をさらに充実させるとともに、子ども・子

育てに関する国の動向等を踏まえつつ、関係部局と連携を図りながら、幼児期の学校教育及

び保育の総合的な提供や、質の高い幼児教育の在り方について検討していくことが必要であ

る。 

 

【参考】 

○札幌市幼児教育センター（※）の開設（H20開設） 

（※札幌市幼児教育センター：幼児教育の水準向上を図ることを目的とした、幼稚園教育の実践研究の実施・成果提供、情報収集・

提供、教員研修、相談・支援などの機能を持つ組織。） 

○各区１園の市立幼稚園の研究実践園（※）化（H23から実施） 

（※研究実践園：私立幼稚園と連携しながら、多様な研究テーマを設定のうえ、実際の幼稚園教育を通して実践を行い、成果を幼

稚園教育に活かす機能を持つ市立幼稚園。） 

○認定こども園にじいろの開園（H21開園） 

○幼児期の特別支援教育推進の取組 

・幼稚園訪問支援・地域教育相談の実施（H21から実施） 

・私立幼稚園特別支援教育事業（※）の実施（H22から実施） 

（※私立幼稚園特別支援教育事業：私立幼稚園に対して、人件費の一部を補助するなどして特別な教育的支援を必要とする幼児

の円滑な受け入れを推進。） 

・幼稚園・保育所・小学校連絡会（※）の開催（H21から） 

（※幼稚園・保育所・小学校連絡会：各区において、幼稚園、保育所、小学校それぞれの担当者が一堂に会し、修学に向けた支

援内容等について引き継ぎを行うもの。） 

○幼稚園・保育所・小学校の連携推進 

・幼保小連携推進協議会の開催（H25から） 

○３～５歳児の幼児人口・就園児数・就園率（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P6■３～５歳児の幼児人口・就園児数・就園率） 

○施設別５歳児受入割合（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P6■施設別５歳児受入割合） 

○施設別３歳児受入割合（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P6■施設別３歳児受入割合） 
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ク 高等学校教育 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 高等学校教育については、生徒の主体的で意欲的な学習を促進し、個性を伸ばし豊かな人

間性を育む教育の推進を目指し、単位制や専門学科・専門コース、新しいタイプの定時制高

等学校の設置など特色ある制度を導入し、市民に多様な選択肢を提供するとともに、市立高

等学校共通の取組として、進路探究学習・国際教育・情報教育・カウンセリング体制の充実

を進めてきた。市立高等学校卒業生等のアンケートの結果によると、これまでの取組のねら

いは概ね達成されている。 

≪課題≫ 

・ 全日制高等学校における新たな制度等の導入については、その取組をさらに充実・発展さ

せるための検討が必要であり、新しいタイプの定時制高等学校については、多様な生徒への

支援として外部人材の協力体制等の構築が必要である。 

 

【参考】 

○市立高等学校における特色ある学習活動 

・旭丘高校：単位制導入（H16.4～） 

・開成高校：コズモサイエンス科導入（H16.4～） 

・藻岩高校：環境を柱とした学習活動を展開（H18.4～） 

・清田高校：グローバルコース導入（H17.4～） 

・新川高校：フロンティア・エリア制導入（H21.4～） 

・平岸高校：デザイン・アートコース導入（H17.4～） 

・啓北商業：未来商学科導入（H17.4～） 

・大通高校：新しいタイプの定時制高校（H20.4～開校） 

（＊関連データ（参考資料９）P４■札幌市立高等学校の概要） 

○市立中学校卒業後の進学状況と就職状況（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P５■平成23年度市立中学校卒業後の進学状況と就職状況） 

○市立高等学校卒業後の進学状況と就職状況（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P５■平成23年度市立高等学校卒業後の進学状況と就職状況） 
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（２）生涯学習に関する成果と課題 

ア 多様な生涯学習への支援拡充 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ これまでの札幌市における生涯学習の推進は、平成12年８月に開設した札幌市生涯学習セ

ンター（以下「生涯学習センター」という。）を中核施設として、あわせて区民センター・地

区センター等の各コミュニティ施設、各部局において学習機会を提供してきた。 

・ 主にこれから学ぼうとする人や学び始めたばかりの人を対象とした講座や学習関連事業を

積極的に行ってきたことにより、多くの学習ニーズに対応してきた。 

≪課題≫ 

・ 今後においては、生涯学習を行おうとする人や始めたばかり人への対応の充実を図りつつ

も、未だ学習を行っていない潜在的な学習者の掘り起こしも行う必要があるとともに、未来

の札幌を担う市民を育む視点から、市民活動を行う人や職業人等も対象に、大学、企業、NPO

等との連携の強化を図りながら、より高度で実践的な学習機会の提供等を行うことが求めら

れている。また、このように多くの市民が生涯学習を行える環境を整えるために、学習の段

階に応じた適切な支援を行うことが大切。 

 

【参考】 

○生涯学習関連施設の利用状況（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P34■生涯学習センター利用状況） 

（＊関連データ（参考資料９）P35■青少年科学館観覧者数） 

（＊関連データ（参考資料９）P36■札幌市民ホール利用状況） 

（＊関連データ（参考資料９）P36■月寒公民館利用状況等） 

（＊関連データ（参考資料９）P36■定山渓自然の村利用状況） 

（＊関連データ（参考資料９）P37■資料館入館者数、開館日数） 

（＊関連データ（参考資料９）P37■資料館ミニギャラリー利用状況） 

○生涯学習への取り組み状況 

「していない」：42.1％ 

（＊関連データ（参考資料９）P32■生涯学習への取り組み状況） 

○学習の活動や目的（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P32■学習の活動や目的） 

○学んだり活動したりしていない理由 

「時間的に余裕がない」：48.9％ 

「費用がかかる」：19.6％ 

「興味がない」：14.1％ 

（＊関連データ（参考資料９）P33■学んだり活動したりしていない理由） 

○市民カレッジ講座数 

H18：136講座(うち文化・教養系：105講座)⇒H24：299講座(うち文化・教養系：234講座) 

（＊関連データ（参考資料９）P35■札幌市民カレッジ講座数） 

○市民カレッジ受講者数 

H18：3,520人⇒H24：4,574人 

（＊関連データ（参考資料９）P35■札幌市民カレッジ受講者数） 
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イ 生涯学習を通じたまちづくりの支援 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 平成12年９月から開講された総合的・体系的な学習機会である「さっぽろ市民カレッジ」

においては、文化・教養系の講座が半数以上を占めており、これらの講座の開講により、市

民の多様な学習ニーズに応えるとともに、学習者の生きがいづくりや自己充実の実現を図っ

てきた。 

≪課題≫ 

・ 今後においては、個人の学習ニーズの充足だけでなく、学んだ成果を地域に活かす取組、

地域のまちづくりを担う人材の育成支援、さらには社会課題・地域課題の解決に資する学習

への支援など、学習機会の提供に止まらない、総合的な学習支援及び実効的な仕組みづくり

を進めることが必要。 

・ そのためには、生涯学習センターが単独で事業を企画・実施するだけでなく、学んだ後の

活動の場を用意したり、各部局が所管する施策上の課題解決に結び付く学習支援を行ったり、

さらには各部局が行う人材育成に協力したりするなど、関係部局や区等と密接に連携しなが

ら、市の施策・事業と連結した取組を進めることが重要。 

 

【参考】 

○市民カレッジ講座数【再掲】 

H18：136講座(うち文化・教養系：105講座)⇒H24：299講座(うち文化・教養系：234講座) 

（＊関連データ（参考資料９）P35■札幌市民カレッジ講座数） 

○市民カレッジ受講者数【再掲】 

H18：3,520人⇒H24：4,574人 

（＊関連データ（参考資料９）P35■札幌市民カレッジ受講者数） 

○学習や活動の成果をどのような形で生かしたいと思っているか 

「社会貢献活動に生かしたい」：16.7％ 

「他の人の学習や活動の指導に生かしたい」：5.3％ 

（＊関連データ（参考資料９）P33■学習や活動の成果をどのような形で生かしたいと思っているか） 

○札幌市としてどのような人材を育成していくべきか 

「地域活動、ボランティア活動および市民活動を継続的に支える人材」：32.2％ 

「学習成果を生かしたい人とそれを求める人や場所とを結び付ける人材」：24.8％ 

（＊関連データ（参考資料９）P34■札幌市としてどのような人材を育成していくべきか） 
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ウ 地域生涯学習の活発化 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ これまで生涯学習センターを中核施設として札幌の生涯学習を推進し、地域においても区

民センター、地区センター等のコミュニティ施設で各種学習関連事業を実施するなど、生涯

学習の普及と裾野の拡大が徐々に進んできた。 

≪課題≫ 

・ これからは生涯学習推進の次の段階として、地域を重視し、地域に立脚した、より一層き

め細かな学習支援が求められる。 

・ そのため、学校の余裕教室をはじめ、地域の施設を有効活用した生涯学習の展開や学習交

流の場の設置により、多世代間の自発的な学び合いを促進し、地域における生涯学習をより

一層活発化することが求められる。 

 

【参考】 

○市民カレッジ講座数【再掲】 

H18：136講座(うち文化・教養系：105講座)⇒H24：299講座(うち文化・教養系：234講座) 

（＊関連データ（参考資料９）P35■札幌市民カレッジ講座数） 

○市民カレッジ受講者数【再掲】 

H18：3,520人⇒H24：4,574人 

（＊関連データ（参考資料９）P35■札幌市民カレッジ受講者数） 

○ご近所先生企画講座数 

H21：105講座⇒H24：159講座 

（※H21年２月（H20年度）から開始） 

○ご近所先生企画講座受講者数 

H21：1,692人⇒H24：2,319人 

○学習や活動の成果をどのような形で生かしたいと思っているか【再掲】 

「社会貢献活動に生かしたい」：16.7％ 

「他の人の学習や活動の指導に生かしたい」：5.3％ 

（＊関連データ（参考資料９）P33■学習や活動の成果をどのような形で生かしたいと思っているか） 

○札幌市としてどのような人材を育成していくべきか【再掲】 

「地域活動、ボランティア活動および市民活動を継続的に支える人材」：32.2％ 

「学習成果を生かしたい人とそれを求める人や場所とを結び付ける人材」：24.8％ 

（＊関連データ（参考資料９）P34■札幌市としてどのような人材を育成していくべきか） 
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エ 学校教育と生涯学習（社会教育）の連携・融合の推進 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 子ども及び地域の読書活動を盛んにするため、PTA や地域住民などによる学校図書館の運

営支援や地域への開放を行い、平成24年度には104校の学校で実施した。さらに地域ぐるみ

で子どもたちを育むため、学校・地域・家庭が一体となり、学習活動や地域活動、地域ぐる

みによる学校教育支援の推進などを行う学校・地域連携事業の取組をこれまで延べ60校の学

校で実施した。これらの取り組みにより、学校教育と生涯学習（社会教育）が連携した子ど

もたちの健全育成に成果を挙げた。 

≪課題≫ 

・ 活動の担い手不足や活動の不活発化、実施希望校数の減少などがみられ、見直しの時期に

来ていることから、学校・地域・家庭の連携を取り持つコーディネーター役を事業に組み入

れるなどして仕組みの再構築を図ることが必要。 

 

【参考】 

○学校図書館地域開放校数 

H18：87校（小学校86校、中学校１校）⇒H25：106校（小学校105校、中学校１校） 

○学校・地域連携事業実施校数 

H18：40校（小学校36校、中学校４校）⇒H25：60校（小学校53校、中学校7校） 

○総合的な学習の時間等で保護者や地域の人材等を活用している学校の割合【再掲】 

小学校 H18：98％⇒H23：100％ 

中学校 H18：63％⇒H23：71％ 

（＊関連データ（参考資料９）P28■総合的な学習の時間等で保護者や地域の人材等を活用している学校の割合） 

○小中学校における地域人材等の活用人数【再掲】 

小学校 H18：9,195人⇒H23：12,557人 

中学校 H18：1,064人⇒H23：1,713人 

小中学校 H18：10,259人⇒H23：14,270人 

（＊関連データ（参考資料９）P28■小中学校における地域人材等の活用人数） 
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オ 家庭教育の推進 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 家庭教育の推進にあたっては、学級生が自主学習する場としての家庭教育学級を実施し、

平成24年度には184学級が開設され全市で約4,600名が参加している。さらに、平成23年

度からは、日中仕事をしていて学習する機会がない親などにも、家庭教育の大切さについて

考えほしいことから、きっかけづくりの場となる「親育ち応援団事業」を実施してきた。 

≪課題≫ 

・ 共働き世帯の増加等の社会的要因を背景として、日中、子育てにじっくり向き合う時間が

ない等により関心が薄れ、家庭教育学級生数も年々減少していることから、きっかけづくり

となる親育ち応援団事業の実施方法を工夫し、これまで家庭教育にあまり関心のなかった親

や日中仕事をしている親も参加しやすい事業を展開するなどして、保護者全体の家庭教育力

の向上へとつなげていくことが必要。 

 

【参考】 

○家庭教育学級（※）の開設 

H18：206校（参加者数約5,800人）⇒H24：184学級（参加者数約4,600人） 

（※家庭教育学級：家庭の教育力の向上を図るため、子どものとの接し方・子どもの心や体の理解・親の役割など家庭教育に関する

ことについて、親同士自主的に学び合う場。） 

○親育ち応援団事業（※）の実施（H23から実施） 

H24:講座 実施回数10回・参加者数116人、講演会 実施回数２回・参加者数132人 

（※親育ち応援団事業：「親の育ちが子の育ち」の考えから、親の育ちを応援する取組として、子どもを持つ保護者を対象に、家庭

教育の必要性や重要性について分かりやすく伝え、一緒に学んでいく“キッカケづくり”の事業として、講座や講演会を開催して

いる。） 
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カ 市立図書館における読書・学習環境の充実 

≪これまでの取組及びその成果≫ 

・ 市立図書館ではこれまで、中央図書館をはじめ、各区に地区図書館、また、区民センター

や地区センター図書室など合わせて40を超える図書施設を整備することにより、市民の身近

な学習施設として、より多くの方に気軽に利用されるよう、市内全域にきめ細かいサービス

を提供してきた。 

・ また同時に、他の図書施設にある資料でも、最寄りの図書施設に取り寄せ、借りることが

できるよう、電算システムと物流システムにより各図書施設をネットワーク化してきた。 

・ さらに、平成18年４月には、開館日、夜間開館時間の拡大及び貸出冊数の上限を従来の４

冊から10冊に増加させたほか、平成18年８月からは、通勤・通学に便利な地下鉄駅直近に

本の受取や返却のサービスポイントとして中央図書館大通カウンターを開設、また、平成20

年８月からは、情報化時代に対応して利便性を向上させるためインターネット予約を開始し

た。 

・ その成果として、この10年間で貸出冊数は1.5倍、予約冊数はインターネット予約開始前

と比べ約２倍と大きく増加した。 

≪課題≫ 

・ 貸出登録者数が市民の約３割にとどまっており、また、レファレンスサービスをはじめと

する図書館各種サービスを知らない市民が多いなど、図書館の機能や魅力が十分に認知され

ていない状況がある。そのため、これまで図書館を利用していない層の利用の掘り起こしも

含め、図書館がより多くの市民から有効利用されるよう、市民の学習意欲を高め、新たな活

動のきっかけづくりとして、普及事業を充実させるなど、図書館の魅力や機能を高めるとと

もに、積極的に広報することが課題。 

・ あらゆる世代が、本を借りたり、調べものが簡単にできたりするよう、多様な資料を収集

するとともに、情報化の進展にも対応するため紙媒体と併せて、電子媒体による情報提供も

進めることが必要。 

・ 身近な学びの施設として、誰もが気軽に、快適に利用できるよう、施設や設備のユニバー

サル化やサービスの充実を図ることが必要。 

・ 子どもが生涯にわたり読書をする習慣が身に付くよう、「子どもの読書活動推進計画」に基

づき、読書をするきっかけづくり、読書をする環境づくりを推進することが必要。 

・ 資料や情報の提供を充実させていくうえで、より大きな効果を得ることができるよう、他

の図書館や関係機関、ボランティアとの連携をさらに進めること。また、時代の変化にも対

応しながら、サービスを維持・発展させることができるよう、業務の効率化や人材の育成に

さらに努めることが必要。 

 

【参考】 

○図書館利用実績（関連データ参照） 

（＊関連データ（参考資料９）P38■図書館利用実績） 

○蔵書数の推移 

H14：2,092,966冊⇒H23:2,529,101冊 

（＊関連データ（参考資料９）P39■蔵書数の推移） 
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○貸出登録者数と貸出数の推移 

・貸出登録者数 H14：616,195人⇒H23:675,522人 

・貸出数 H14：4,928,585冊⇒H23：7,560,594冊 

（＊関連データ（参考資料９）P39■貸出登録者数と貸出数の推移） 

○年間ネット経由予約数 

H20：416,374件⇒H23:1,054,533件（※H20からインターネット予約を開始） 

（＊関連データ（参考資料９）P39■年間ネット経由予約数） 

○年間児童書貸出冊数と幼児・児童１人あたりの年間児童書貸出冊数 

・年間児童書貸出冊数 H14：約124万冊⇒H23:約 220万冊 

・幼児・児童１人あたりの年間児童書貸出冊数 H14：6.0冊⇒H23：11.0冊 

（＊関連データ（参考資料９）P39■年間ネット経由予約数） 

 

 

 

 


