
第１回 社会教育委員会議 次第 

日 時：令和元年８月29日（木）10時から 

場 所：札幌市教育委員会４階 教育委員会会議室 

１ 教育長あいさつ 

２ 社会教育委員 自己紹介 

３ 事務局紹介 

 ４ 議長及び副議長の選出について 

 ５ 協議事項 

   ・今期の協議テーマの決定について 

 ６ 報告事項 

・サッポロサタデースクール事業について（事業説明） 

７ その他 

【配布資料】 

 ・札幌市社会教育委員条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

 ・札幌市社会教育委員条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

・社会教育委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

 ・今期（令和元～２年度）社会教育委員会議の協議テーマ（事務局案） 

・・・・・・・・・資料４ 

 ・サッポロサタデースクール事業概要に係る資料・・・・・・・・・・・資料５ 

・令和元年度会議スケジュール（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・資料６ 

 ・第３次札幌市生涯学習推進構想・・・・・・・・・・・新任の委員様のみ添付 

 ・前期社会教育委員会議報告書・・・・・・・・・・・・新任の委員様のみ添付 
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令和元年（2019年）８月29日 

第１回社会教育委員会議 資料１

○札幌市社会教育委員条例 

昭和37年３月31日条例第24号 

改正

平成26年２月27日条例第11号 

札幌市社会教育委員条例 

（設置） 

第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条第１項の規定に基づき、本市に社会教育委員（以

下「委員」という。）を置く。 

（委嘱の基準） 

第２条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。 

(１) 学校教育の関係者 

(２) 社会教育の関係者 

(３) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(４) 学識経験のある者 

（定数） 

第３条 委員の定数は、10人以内とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（施行細目） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則

この条例は、昭和37年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年条例第11号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。



令和元年（2019年）８月29日 

第１回社会教育委員会議 資料２

○札幌市社会教育委員条例施行規則 

昭和37年11月24日教育委員会規則第９号 

札幌市社会教育委員条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、札幌市社会教育委員条例（昭和37年条例第24号）の施行について必要な事項

を定める。 

（会議） 

第２条 社会教育委員（以下「委員」という。）の会議に委員の互選により、議長及び副議長各１

名を置く。 

２ 議長は、会議を代表し、議事その他会議の事務を総理する。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第３条 会議は、必要に応じて議長が招集する。 

２ 委員の半数以上から書面で会議に付すべき事件を示して請求があつたときには、議長は、会議

を招集しなければならない。 

（会議の成立及び議事） 

第４条 会議は、委員の過半数が出席したときに成立し、議事はその過半数により決する。可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

（施行細目） 

第５条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



令和元年（2019年）８月29日 

第１回社会教育委員会議 資料３

札幌市社会教育委員名簿 

（任期 令和元年7月1日～令和３年６月30日） 

令和元年７月１日現在 

氏   名 区  分 所 属 団 体  等 

牧内
まきうち

 奈
な

保
お

巳
み

（新 任） 
学校教育関係者 

札幌市中学校長会 

（札幌市立手稲東中学校 校長） 

土田
つ ち だ

 修
おさむ

（再 任） 
社会教育関係者 

札幌市ＰＴＡ協議会 

会長 

原田
は ら だ

 貴代子
き よ こ

（新 任） 
〃 公募委員 

山口
やまぐち

 久枝
ひ さ え

（新 任） 
〃 公募委員 

一戸
いちのへ

 美代子
み よ こ

（再 任） 
家庭教育関係者 

ＮＰＯ法人 あじさいサポートネット 

代表理事 

安田
や す だ

 香織
か お り

（新 任） 
〃 

ＮＰＯ法人 子どもの未来・にじ色プレイス 

代表理事 

臼井
う す い

 栄三
えいぞう

（新 任） 
学識経験者 

北海道教育大学  

岩見沢校 講師 

佐久間
さ く ま

 章
あきら

（再 任）  
〃 

札幌国際大学  

スポーツ人間学部スポーツビジネス学科 教授 

鈴木
す ず き

 克
かつ

典
のり

（再 任） 
〃 

北星学園大学 

経済学部経営情報学科 教授 

辻
つじ

 智子
と も こ

（再 任） 
〃 

北海道大学 

大学院教育学研究院 准教授 

※区分順 



令和元年（2019年）８月29日 

第１回社会教育委員会議 資料４

○今期(R01～R02 年度)社会教育委員会議の協議テーマ（事務局案） 

１ 背景 

  2018 年（平成 30 年）９月６日未明に発生した北海道胆振東部地震では、札幌市内

で観測史上初めて震度６弱を観測した。その後に発生した北海道内全域停電は市民生

活に大きな影響を与え、地震に伴う液状化等の被害により、今なお、被災した市民の

中には生活の再建途上にある方もいる。 

  地震だけではなく、近年では大規模な風水害も全国的に頻発している。札幌でも

2014年（平成26年）９月11日の豪雨の際には道内で初めて大雨特別警報が発令され、

幸い、人的被害はなかったものの、道路冠水や、床上浸水などの物的被害が発生した。 

  札幌は比較的災害の少ない街というイメージがあったが、近年の災害状況から、災

害はいつ、どこにでも起こりうるという意識が市民の間にも醸成されてきている。地

震のような自然災害の発生を防ぐことはできないが、被害を最小限にとどめるために

「防災・減災」の重要性が改めて認識されている。 

２ 現状 

  札幌市では、防災に関する知識の普及啓発として、危機管理対策室や保健福祉局に

よる出前講座を実施している。また、公益財団法人札幌市防災協会でも防災に関する

講座を実施しており、講師の派遣などを行っている。 

また、地域における自主防災の取り組みとして、主体的に避難訓練や災害時の避難

所運営訓練などに取り組んでいる町内会や連合町内会などもある。 

  生涯学習センターで開催される市民カレッジにおいては、年に数回、防災に関する

講座が開催されている。 

  そのほか、防災について学べる施設として白石区に札幌市民防災センターがある。 

３ 具体的な協議内容（例） 

 ・現在の札幌市における防災に関する社会教育の取組について 

 ・現在ある資源を生かすための方策について 

 ・防災に関する知識の普及啓発のための方策について 

 ・防災とコミュニティづくりについて 

防災に資する社会教育について 



令和元年（2019年）８月29日 

第１回社会教育委員会議 資料５

サッポロサタデースクール事業実施要領 

平成 29 年 3 月 8 日 生涯学習部長決裁 

最近改正 平成 31年３月 11日

１ 事業目的 

 (1) 子どもたちにとって、土曜日を始めとした休日を充実したものとするため、魅力

あるプログラムを実施する。

(2) 地域と学校の連携・協働の仕組みを整え、プログラム実施を通して、地域全体で

子どもを育てる環境を醸成する。

２ 対象者 

  原則、実施校の児童生徒とする。但し、プログラムの内容に応じて保護者や就学前

の子ども（保護者同伴に限る。）などの参加も可とする。 

３ 実施日 

  土曜日、日曜日、祝日、長期休業期間とする。 

４ 実施回数 

  年間３回以上とし、上限を 10 回とする。但し、運営委託料の範囲内において、上限

回数を超える実施も可能とする。 

５ 参加費 

  無料とする。但し、実費相当の材料費等については、この限りではない。 

６ 事業内容 

多様な経験や技能を持つ地域人材や企業等の外部人材の協力を得て、子どもたちに

学びの場や体験の場を提供するプログラムを行う。 

プログラム実施の際、下記活動分野のいずれかが含まれるよう、学校や地域の実情

に合わせて実施する。 

(1) 学習支援 

学ぶ楽しさや学ぶ意義を感じ、学習意欲の向上や学習習慣の形成を図る。 

(2) 体験活動 

歴史・伝統のある文化・芸術体験や自然体験、民間企業による職業体験など様々

な学びを体験する。 

(3) 地域交流 

幅広い世代で行える交流ゲームや地域伝統の祭りなどの活動を通じて、地域のつ

ながり・絆を深める。 

(4) 体育振興 

スポーツ選手や地域のクラブ活動指導者による専門的なスポーツ指導や講座な

ど体力向上を図る。 



７ 実施方法 

  実施主体は札幌市とし、事業の運営は、学校区単位等に設置した運営協議会に委託

する。 

 (1) 運営協議会 

 学校や地域の団体・人材などで構成する協議会。なお、既存の組織等を活用する

ことも可とする。 

ア 代表者 

  委員の中から互選する。 

イ 委員 

 実情に応じて、学校教職員、地域住民、地域団体の代表者、ＰＴＡ役員、ＮＰＯ

の代表者など幅広い分野の方々の参画を得て実施するよう努める。 

 ウ 協議内容 

   運営協議会では、以下について協議する。 

  ・ プログラムの計画 

  ・ 人材確保、広報活動、安全管理等の方策の検討 

   ・ コーディネーターの選任 

・ 講師となり得る人材及び企業等の情報共有 

・ 各団体の行事などの情報共有 

・ 各実施校における事業の検証・評価 等 

(2) プログラムの実施体制 

ア コーディネーター 

   プログラムの企画や関係者等との調整を行うものとして配置する。（複数配置可） 

業務内容 

・ 実施内容や方法等の計画及び広報活動の調整 

  ・ 講師及び運営スタッフの確保・配置・連絡調整 

・ 学校・地域・家庭や企業、地域団体との連絡調整 

    ・ 実施校の協力による参加者の取りまとめ 

・ 実施日の進行管理 

  イ 運営スタッフ 

    町内会、商店街、ＰＴＡなどを含む、様々な地域住民の参画を得る。 

   業務内容 

・ 当日の運営（会場設営、後片付け、受付、講師の補助等） 

ウ 講師 

地域人材、企業関係者、大学等研究者（学生を含む。）、スポーツ関係者等。 

８ 運営経費 

 (1) 委託料 

札幌市が支払う委託料の使途は、コーディネーター及び講師の謝金、通信運搬費、

印刷製本費、消耗品費、交通費等運営に要する経費とする。但し、飲食物費及び交

際費に該当する経費は除く。 



 (2) 謝金単価（1時間あたりの額） 

  ア コーディネーター   1,200 円 

  イ 地域人材の講師    2,200 円以内 

  ウ その他外部講師    札幌市自治研修センターの講師謝礼基準を適用 

 (3) 経理 

   適正な支出管理を行うため、出納簿を整備する。 

９ 保険 

(1) 傷害保険 

 ア コーディネーター、運営スタッフ及び講師 

学校教育部教育課程担当課で加入する傷害保険の対象 

 イ プログラム参加者（上記ア対象者を除く） 

生涯学習部生涯学習推進課で加入する傷害保険の対象 

(2) 生産物賠償責任保険 

 ア プログラム参加者全員 

   生涯学習部生涯学習推進課で加入する賠償責任保険の対象 

10 学校施設の開放に伴う管理 

「札幌市学校施設の開放に関する規則」（昭和 50 年 12 月 23 日教育委員会規則第 12

号）第３条第３項に定める「管理責任者」は、教育委員会生涯学習推進課の課長の職

をもってこれに充てる。 

なお、実施校の教職員が施設管理のために出勤する場合は、公務とする。 

11 教育委員会の取組 

(1) 本事業に係る総合的な在り方の検討 

社会教育委員会議において、以下について検討する。 

・ 本事業の実施方針の検討、事業の検証・評価等 

(2) 運営協議会への支援 

教育委員会は、コーディネーター及び運営者に対する研修を実施するほか、実践

事例等の情報提供を行い、運営協議会の活動を支援する。 

12 その他 

本要領に定めのない事項については、教）生涯学習部長が定めるものとする。 

附則（平成 29 年３月８日） 

この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附則（平成 30 年４月５日） 

この要領は、平成 30 年４月５日から施行する。 

附則（平成 31 年３月 11 日） 

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。



サッポロサタデースクール事業について

令和元年８月29日

札幌市教育委員会生涯学習部

生涯学習推進課



札幌ふるさと再発見（STV）
「土曜日もよく遊びよく学べ」



事業概要
■目的

①子どもたちにとって、土曜日を始めとした休日を充実したものとす

るため、魅力あるプログラムを実施する。

②地域と学校の連携・協働の仕組みを整え、プログラム実施を通し

て、地域全体で子どもを育てる環境を醸成する。

■対象者

原則、実施校の児童生徒。ただし、プログラムの内容に応じて、

保護者や就学前の子どもなどの参加も可

■実施日

土曜日、日曜日、祝日、長期休業期間

■実施回数

年間３回以上（上限は１０回）

■参加費

無料



プログラム内容

■学習支援

学ぶ楽しさや学ぶ意義を感じ、学習意欲の向上や学習習慣の形成

を図るプログラム

■体験活動

歴史・伝統のある文化・芸術体験や自然体験、民間企業による職

業体験など様々な学びを体験するプログラム

■地域交流

幅広い世代で行える交流ゲームや地域伝統の祭りなどの活動を通

じて、地域のつながり・絆を深めるプログラム

■体育振興

スポーツ選手や地域のクラブ活動指導者による専門的なスポーツ

指導や講座など体力向上を図るプログラム



実施体制概念図



地域学校協働活動



社会教育委員会議

■学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領

２ 事業の内容

（２） 学校を核とした地域力強化プラン（指定都市対象）

②地域学校協働活動の推進に資する取組

推進委員会の設置～地域学校協働活動の総合的な在り方

の検討を行う推進委員会を設置する

■社会教育委員会議を、この「推進委員会」と位置づけ

本事業の実施方針の検討や事業の検証・評価を行う

⇒年２回開催

・１月会議：翌年度の実施方針を協議

・３月会議：今年度の実施状況を報告



実施校の推移
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参加人数（小学校）の推移
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参加人数（中学校）の推移
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参加人数（全体）の推移
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プログラム別の割合
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令和元年度実施校（小学校）
※赤字は新規実施校

区 小学校

中央 中央小、山鼻南小

北 幌北小、新琴似北小

東 元町小、栄南小、伏古小、札苗緑小

白石 東札幌小、北都小

厚別 信濃小、青葉小、もみじの丘小、ひばりが丘小、厚別西小

豊平 みどり小、福住小、平岸高台小

清田 清田緑小

南 北の沢小、藤野南小

西

琴似小、琴似中央小、発寒小、山の手小、手稲東小、発寒西小、

二十四軒小、発寒南小、西野第二小、福井野小、山の手南小、

西園小、平和小

手稲 手稲中央小、新陵東小

計 36校



令和元年度実施校（中学校・特別支援学校）
※赤字は新規実施校

区 中学校 特別支援学校

中央 宮の森中

北 新琴似北中

東 栄中、栄南中

白石

厚別

豊平

清田 真栄中、平岡中

南 定山渓中 みなみの杜高等支援

西 琴似中、福井野中

手稲 手稲西中

計 10校 １校



算数道場【学習支援】

■学校名 新琴似北小学校

■場 所 視聴覚室 空き教室

■講 師 北海道大学院生、保護者等

■内 容 長期休業期間の個別学習を支援。また、頭の体操

ナゾトキ問題を用意し、子どもも大人も対等に

チャレンジした。



自然探検【地域人材活用】

■学校名 もみじの丘小学校

■場 所 熊の沢公園

■講 師 熊の沢公園の自然を親しむ会、青少年活動協会

■内 容 幼保小連携事業なかよしキャンプとの共同企画。

自然の中で、林に自生する植物について教わると

ともに、幼児と児童のふれあう場にもなった。



イザ！カエルキャラバン【地域人材活用】

■学校名 平岸高台小学校

■場 所 体育館

■講 師 校区内町内会、高校生、札幌市防災協会等

■内 容 様々な団体と連携して、楽しみながら防災を学ぶ

防災訓練を開催。毛布担架トライアルや持出品ク

イズなどゲーム感覚の体験を通して、防災の知識

や知恵を学んだ。



秋のおたのしみ会【地域人材活用】

■学校名 手稲中央小学校

■場 所 体育館

■講 師 開放図書館ボランティア、子ども育成会

■内 容 プロジェクター映写での読み聞かせ、ボードビル

人形劇を鑑賞し、身体と頭を動かす大型カルタを

体験した。



交通安全教室【企業連携】

■学校名 清田緑小学校

■場 所 グラウンド

■講 師 ＪＡＦ

■内 容 家庭教育学級との共催。運転席からの死角や巻き

込み事故、守るべき交通ルールを学ぶほか、シー

トベルト効果体験車で、衝突時の衝撃を体感した。



テレビ局見学【企業連携】

■学校名 中央小学校

■場 所 TVhテレビ北海道

■講 師 テレビ局職員

■内 容 番組リハーサルや施設を見学し、１つの番組が制

作されるまでのスタッフそれぞれの役割、工夫、

苦労などを知り、「仕事」ついて考える機会と

なった。



理容師・美容師職業体験【企業連携】

■学校名 発寒西小学校

■場 所 理科室

■講 師 理容美容専門学校教員、美容院経営者

■内 容 理容と美容の違い、専門家が使う道具、シャン

プーの正しい仕方を教わり、マネキンを用いてク

シとハサミでカットを体験した。



ダンス【体育振興】・英会話【学習支援】

■学校名 元町小学校

■場 所 体育館・教室

■講 師 校区内のダンスインストラクター、英会話講師

■内 容 ヒップホップダンスの基本ステップや動きを教わ

り、覚えていく達成感や全員で踊る楽しさを体感

英会話はジェスチャーやゲームで、動きを交えな

がら身体で学び、英語への興味を高める体験した。



アダプテッド・スポーツ【体育振興】

■学校名 西園小学校

■場 所 体育館

■講 師 北海道教育大学岩見沢校准教授

■内 容 障がいがあっても、誰もが楽しめるスポーツを学

び、車いすバスケやブラインドサッカーなどを体

験した。



令和元年（2019年）８月29日 

第１回社会教育委員会議 資料６

令和元年度社会教育委員会議スケジュール（案） 

○第１回 社会教育委員会議（令和元年８月 29日） 

 ・協議テーマの決定 

 ・サッポロサタデースクールの事業概要の説明 

○第２回 社会教育委員会議（令和元年 11 月予定） 

・協議テーマについて① 

○第３回 社会教育委員会議（令和２年１月予定） 

・協議テーマについて② 

・サッポロサタデースクール：令和元年度実施状況及び令和２年度方針案について 

○第４回 社会教育委員会議（令和２年３月予定） 

・協議テーマについて③ 

・サッポロサタデースクール：令和元年度実施状況及び令和２年度方針（報告） 

 ・令和２年度札幌市教育費予算について 


