第２回 社 会 教 育 委 員 会 議 次 第
日 時：令和元年 11 月 22 日（金）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 今期の協議テーマについて（協議事項）

２ 第３次札幌市生涯学習推進構想の実施状況について（報告事項）
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○今期(R01～R02 年度)社会教育委員会議の協議テーマ（事務局案）
～協議の方向性及び協議テーマの文言（タイトル）について～
１

前回の会議の振り返り

【合意事項】
・今期の会議では「防災（災害対策）」を取り扱うこと
※「防災という文言には災害が起きる前までの行動という印象が強い」との指摘
を踏まえ、かっこ書きで災害対策と標記している。
・「地域づくり」を視野に入れて協議を行うこと
【次回以降の検討事項】
・協議をどのように進めていくか
・協議テーマの文言（タイトル）をどのようなものにするか

２

協議の方向性
「地域課題の一つの例として防災（災害対策）を取り上げ、様々な課題に対応可能
な地域づくりを見据えつつ、災害に強い地域づくりのために社会教育行政からでき
るアプローチについて協議する。」
【提案理由】
・多様化・複雑化する地域課題を背景に、地域住民自らが地域課題へ向かい合うこ
との重要性が高まっている。
・前回の会議にて多くの意見が出されたように、
「防災（災害対策）
」はどの地域に
も共通の課題であると考えられる。
・「防災（災害対策）」に対する方策には、他の様々な地域課題に通用するものがあ
ると考えられる。

３

協議の流れ

(1) 札幌市の防災（災害対策）における社会教育の現状の把握（第３回会議）
(2) 災害に強い地域をつくるうえでの課題の整理（第４回会議）
(3) 災害に強い地域をつくるための具体的方策についての協議（第５～６回会議）
(4) (3)の協議から得られた具体的方策の整理（第７～８回会議）
(5) 報告書への落とし込み（第９回会議）

令和元年（2019年）11月22日
第２回社会教育委員会議 資料１

◎協議の流れのイメージ（いずれも社会教育の観点から協議を行う）

(1) 現状の把握（第３回会議）
・各地域の「防災（災害対策）」の取り組みについて
・胆振東部地震の検証結果等の確認
・普段の生活の振り返り etc.

(2) 課題の整理（第４回会議）
・災害に強い地域とは
・災害に強い地域を目指すうえで必要なこととは etc.

(3) 具体的方策の協議（第５～６回会議）
(2)での協議を踏まえ

方策案
て、具体的な方策案を
アイディア出し

(3)で出た方策案をグルーピング

(4) 具体的方策の整理（第７～８回会議）
この過程で生まれた

方策案

グループは、「様々な
課題に対応可能な地
域」づくりに活かせる
のでは？

(5) 報告書への落とし込み（第９回会議）
・事務局が協議内容をとりまとめ、会議の場でブラッシュアップ
・「災害に強い地域」に向けた取り組みが、「様々な課題に対応可能な地域」づく
りに繋がることにも言及

令和元年（2019年）11月22日
第２回社会教育委員会議 資料１

４

協議テーマの文言（タイトル案）

・災害に強い地域と社会教育の在り方について
～災害対策から考える課題解決力の高い地域づくり
・災害に強い地域づくりから考える地域の課題解決力の向上について
・地域課題に向き合う社会教育～災害に強い地域づくりを例に
（防災の言いかえ、類義語、関係語等）
減災、災害対策、災害への備え、災害に強い地域づくり
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今後の会議スケジュールについて
＜令和元年度＞
第１回 社会教育委員会議（令和元年８月 29 日）※実施済
○今期の協議事項について協議、決定
○サッポロサタデースクールの事業概要説明
第２回 社会教育委員会議（令和元年 11 月 22 日）
○【協議テーマ】今後の協議の方向性について
〇第３次札幌市生涯学習推進構想の実施状況について（報告）
第３回 社会教育委員会議（令和２年１月予定）
○【協議テーマ】札幌市における地域防災の現状の把握について（仮）
○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年度実施方針案（協議）
第４回 社会教育委員会議（令和２年３月予定）
〇【協議テーマ】災害に強い地域をつくるうえでの課題の整理について（仮）
○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年度実施方針案（報告）
○令和２年度札幌市教育費予算について（報告）

＜令和２年度＞
第５回 社会教育委員会議（令和２年５月予定）
○【協議テーマ】災害に強い地域をつくるための具体的方策について①（仮）
第６回 社会教育委員会議（令和２年７月予定）
○【協議テーマ】災害に強い地域をつくるための具体的方策について②（仮）
第７回 社会教育委員会議（令和２年９月予定）
○【協議テーマ】具体的方策の整理について①（仮）
第８回 社会教育委員会議（令和２年 11 月予定）
○【協議テーマ】具体的方策の整理について②（仮）
〇第３次札幌市生涯学習推進構想の実施状況について（報告）
第９回 社会教育委員会議（令和３年 1 月予定）
○【協議テーマ】報告書案について
○サッポロサタデースクール令和２年度実施状況及び令和３年度実施方針案（協議）
第 10 回 社会教育委員会議（令和３年３月予定）
○【協議テーマ】予備回（進捗に応じて調整）
○サッポロサタデースクール令和２年度実施状況及び令和３年度実施方針（報告）
○令和３年度札幌市教育費予算について
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第３次札幌市生涯学習推進構想
（平成 30 年度実施報告）

札幌市教育委員会

はじめに
札幌市においては、時代の変化等に対応した生涯学習推進の基本的な考え方と方向性
を整理し、関連する施策を総合的・計画的・体系的に進めていくことを目的として、平
成 29 年（2017 年）３月に第３次札幌市生涯学習推進構想を策定しました。
本計画では、実施状況について、内部委員会である「札幌市生涯学習総合推進本部」
が把握し、構想の推進に必要な事項の検討調整を行うとともに、毎年度ホームページ等
で適宜公表することとしています。
施策体系
基本施策

施策の方向性

1

基
本
施
策
Ⅰ

学びを生かして
未来を創造する
人づくり

2

3

基
本
施
策
Ⅱ

4
学びで育む
つながりづくり
5

施策の展開

各世代のニーズに応じた
学びの推進

1

乳幼児期からの育ちを支える学びの充実

2

青少年期を育む学びの充実

3

成人期の多様なニーズに対応するための学びの充実

4

高齢期を豊かに過ごす学びの充実

5

現代的・社会的な課題に対応した学習機会の充実

6

スポーツ・健康に関する学びの充実

7

文化芸術に関する学びの充実

8

ふるさと札幌に関する学びの充実

9

就労へ向けた学びの充実

多様な学習機会の提供

社会で活躍できる力を
育む学びの推進

多世代が関わる学びを
通じた絆づくりの推進

学びを地域づくりに生かす
取組の推進

10 まちの活力を高める学びの推進
11 学習成果の発表や学びをきっかけにした交流の場の充実
12 地域と学校が連携する取組の推進
13 地域づくりに向けた学びの推進
14 学んだ成果を地域で生かす取組の充実
15 学び直しなどを支える環境づくり
16 全ての人に開かれた学びの環境づくり

6
基
本
施
策
Ⅲ

いつでも学べる環境づくり
17 情報提供・学習相談体制の充実
18 学びを支える人材の発掘・紹介、出前講座の展開

学びを支える
環境づくり

19 学びをコーディネートする人材の育成・活用

7

まちのどこでも学べる
環境づくり

20 身近な地域で学びを深められる環境の整備
21 時代の変化に対応した生涯学習関連施設の運営、機能強化
22 多様な主体が連携した学びの場づくり

基本施策ごとの実施状況
今回の実施報告では、これまでに調査した関連事業を中心に、平成 30 年度の実施結
果と、今後の取組の方向性を取りまとめました（事業総数 226 事業（再掲有））。基本
施策及び施策の方向性ごとに実施状況を総括し、それぞれ関連する事業例を取り上げて
います。

1

基本施策Ⅰ

学びを生かして未来を創造する人づくり

少子高齢化や情報化・グローバル化の進展といった社会情勢の変化に伴い、
市民が抱える課題が多様化・複雑化する中で、自ら解決していく力を身につけ
ていくことが求められている。
基本施策Ⅰにおいては、関連事業として計 158 事業（再掲含）を実施した。
特に、重点施策「施策の展開 10 まちの活力を高める学びの推進」の主要事業
であるさっぽろ市民カレッジを中心に、市民がそれぞれのライフスタイルや関
心事に合わせて学習活動に臨めるよう、多種多様な学習機会の充実と学んだ成
果を生かして活躍できる市民の育成に取り組んだ。
施策の方向性１

各世代のニーズに応じた学びの推進

【今年度の取組結果】
母親教室・両親教室や絵本の読み聞かせなど、親子が交流しながら学べる子育
て世代向けのイベントを複数実施した。また、円山動物園での各種体験事業をは
じめ、青少年を対象とした多様な体験学習を提供したほか、社会人や高齢者向け
の社会参加の支援など、各世代の市民が、年齢やそれぞれのライフスタイルに応
じて学べる機会を提供した。
【今後に向けて】
世代や地域の特性を踏まえながら、引き続き市民ニーズに即した事業を展開
していくとともに、効果的な広報等の実施により、より多くの市民に学習機会
を提供できるよう努めていく必要がある。
施策の展開
１ 乳幼児期からの育ちを支える学びの充実
14 事業
〔事業例〕えほん図書館の運営
乳幼児期の子どもと保護者の読書活動推進を目的に、「多くの絵本に囲
まれ、幼児が読書を楽しみ学べる場」と、「幼児の読書活動を通じた子育
てを支援する場」という２つの機能を有するえほん図書館を運営。
年齢別おはなし会（106 回開催。延べ参加者数 3,743 人）や、図書館デ
ビュー（12 回開催。延べ参加者数 1,580 人）など、子どもが楽しみながら
読書に親しむ場を提供したほか、平成 30 年度から小学校入学前までに絵本
を 1,000 冊読むことに挑戦するプログラム「めざせ！えほんマイスター」
を実施し、平成 30 年度末時点で 1,180 人が参加、うち 83 人が 1,000 冊読

2

み終えるなど、乳幼児とその保護者が、読書を楽しみながら、学びを深め
る機会を提供した。
２

青少年期を育む学びの充実
25 事業
〔事業例〕円山動物園教育普及事業
動物の飼育と展示を通じた環境教育の場として、動物園を有効活用する
ため、小中学校の総合的な学習時間における施設見学の受け入れや、貸出
用を含む教材の開発・製作を実施した。
小中学生を対象とした環境教育、動物園の役割紹介のほか、バックヤー
ドツアー等の体験学習を、当初の目標値を上回る 164 件実施し、5,442 人
が参加した。

３

成人期の多様なニーズに対応するための学びの充実
11 事業
〔事業例〕若者の社会的自立促進事業
教育格差に起因する経済格差解消のため、平成 30 年度から実施。概ね
15 歳以上の高校中退者等に対し、高卒認定資格取得及び再入学を目標とし
た学習相談・学習支援を行っており、延べ 96 件の学習相談を実施し、21
人が学習支援に参加。そのうち４名が高卒認定試験を科目合格した。

４ 高齢期を豊かに過ごす学びの充実
14 事業
〔事業例〕地区ウォーキングによる健康づくり推進事業
地域のボランティアグループを中心に実施されている「地区ウォーキン
グ」の運営を支援し、ウォーキング人口を増やすとともに、地域で健康づ
くり活動を広める担い手の育成を推進。定期的な地区ウォーキングを実施
し 3,021 人が参加したほか、新規参加者の拡大のため、区役所１階ロビー
において「地区ウォーキングパネル展」を実施するなど、高齢者の社会参
加や、健康増進に取り組んだ。
施策の方向性２

多様な学習機会の提供

【今年度の取組結果】
北海道胆振東部地震の経験から必要性や関心が高まった防災に関する学習
や、環境教育や人権教育など、現代的・社会的な課題について学べる機会を提
供した。

3

また、オリンピックミュージアムや、10 月にオープンした市民交流プラザを
活用したイベントや講座の実施など、市民が親しみやすいスポーツや文化・芸
術といった分野の学びの充実にも取り組んだ。
ほかにも、博物館活動センターでのイベントのように、自然や歴史、文化と
いった札幌の特徴や魅力に触れられる機会の提供を行うなど、多様化する市民
ニーズに即した学習機会の充実に取り組んだ。
【今後に向けて】
少子高齢化や情報化・グローバル化の進展といった社会情勢の変化に伴い、
多様化・複雑化する課題に柔軟に対応する力を身につけられるよう、引き続
き、市民に取って有益な学習機会を拡充していくとともに、スポーツや文化・
芸術など、生涯学習の入り口となるような、親しみやすい分野の学びを引き続
き充実させていく必要がある。
施策の展開
５

現代的・社会的な課題に対応した学習機会の充実
17 事業
〔事業例〕防災リーダー研修
町内会等の自主防災活動の中核を担う防災リーダーを養成するため、防
災に関する知識啓発や、防災資機材の取扱方法や救出・救護等の技術の習
得等に関する研修を、各区 1 回程度実施し 1,022 名が受講した。

６

スポーツ・健康に関する学びの充実
24 事業
〔事業例〕オリンピック・パラリンピック教育推進事業
スポーツの意義や価値等に触れる機会の充実を図ることを目的として、
オリンピアン・パラリンピアン等の講話、オリンピック・パラリンピック
種目の体験、オリンピックミュージアムを活用した学習を 75 校で行い、
7,896 名が参加した。

７ 文化芸術に関する学びの充実
20 事業
〔事業例〕札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業
札幌市における多様な文化芸術活動の拠点としての機能と、多くの人が
交流する場としての機能を合わせ持つ札幌市民交流プラザを整備し、平成
30 年 10 月７日にオープンした。当初の年間目標である 1,000,000 人を大
きく上回る 1,129,107 人が来館し、市民が多様な文化芸術に触れる機会を
提供した。

4

８ ふるさと札幌に関する学びの充実
10 事業
〔事業例〕博物館活動センター運営
「サッポロカイギュウ」をはじめとする化石などの調査・研究を行い、
自然史系分野を中心に９万点を超える資料を収集・保存。札幌の自然や歴
史に関する企画展示・体験学習会など、主に小・中学生等を対象とした事
業を展開するとともに、化石クリーニングボランティアといった市民との
協働による事業も実施している。
センターの周知を目的とした普及・交流活動を積極的に行った結果、来
館者が 14 年ぶりに 1 万人を超え延べ 10,619 人、館外での事業参加者を含
めると延べ 11,839 人となるなど、多くの市民に札幌の魅力を再発見でき
る、学習機会を提供した。
施策の方向性３

社会で活躍できる力を育む学びの推進

【今年度の取組結果】
全ての市民が、生き生きと活躍できる社会の実現を目指し、高齢者の社会参
加支援等を行ったほか、障がい者や子育て中の女性など、働くことに壁を感じ
ている市民のサポートを行うなど、就労支援の充実に取り組んだ。
また、重点施策であるまちの活力を高める学びの推進として、さっぽろ市民
カレッジ等の各種事業において、障がいを持つ方や高齢者のサポートといった
「福祉」や、地域産業、中小企業振興といった「産業振興」など、現代的課題
の解決や、経済の成長につながる学習機会を多数提供し、主体的にまちづくり
に参画できる市民の育成に取り組んだ。
【今後に向けて】
引き続き、講座内容や支援メニューを充実させ、まちづくりや就労に効果的
な学習機会の拡充に取り組むとともに、市民が主体的に学んだ成果を生かせる
よう、さらなる気運の醸成や活躍の場の充実に取り組んでいく必要がある。
施策の展開
９

就労へ向けた学びの充実
11 事業
〔事業例〕女性の多様な働き方支援窓口運営事業
平成 30 年 10 月に開設された、女性の多様な働き方支援窓口「ここシェ
ルジュ SAPPORO」において、子育て女性の希望する多様な就労を支援する
ため、個別相談やセミナーを 18 回開催し 241 人が参加したほか、職場体験
を実施し参加者のうち 38.9％が職場体験先に就労した。
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10

まちの活力を高める学びの推進 【重点施策】 12 事業
〔事業例〕さっぽろ市民カレッジ
ボランティアや市民活動、まちづくり等に関して学ぶ「市民活動系」の
講座を計 38 講座実施した。
例えば、『心の病を持つ方と学ぶ「働くこと」「活動すること」』で
は、実際に障がいを持つ方を講師として招き、受講者と意見交換をするこ
とで、それぞれが困っていることを理解するなど、実際に地域社会で協働
していくために必要となる学びを提供した。
また、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」の講座についても、計 38 講座実施した。
例えば、『ビール工場の歴史とＣＳＲ活動を知ろう！』では、企業と連
携し実際の工場見学等を通じてＣＳＲの取組を体験する機会を提供するこ
とで、市民が地域の産業や、環境問題への配慮といった持続可能な社会の
発展について考えるきっかけづくりを行った。

基本施策Ⅱ

学びで育むつながりづくり

人口減少時代を迎え、地域が様々な問題に直面する中で、誰もが安心して生
活でき、活力あるまちづくりを進めていくことが求められている。
基本施策Ⅱにおいては、関連事業として計 27 事業（再掲含）を実施した。
重点施策である「施策の展開 12 地域と学校が連携する取組の推進」を中心
に、学校・家庭・地域といった多世代が関わる学びの場や、地域づくりに資す
る学習機会を提供し、地域での学び合いを通じたつながりづくりを支援した。
施策の方向性４

多世代が関わる学びを通じた絆づくりの推進

【今年度の取組結果】
札幌市の生涯学習の中核施設である生涯学習センターを中心に、市内の生涯
学習施設において、学習成果の発表や学びを通じた交流の場を提供すること
で、市民が互いに学びを深める機会の充実に取り組んだ。
また、サッポロサタデースクール事業や学校図書館の地域開放等の学校と地域
が連携した事業の実施を通じ、学びを通じた地域コミュニティの形成を進め
た。
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【今後に向けて】
引き続き、学びを通じた人や地域のつながりづくりを進めるため、生涯学習
関連施設同士の連携の強化や、事業参加者の増加に向けて取り組んでいく必要
がある。
施策の展開
11 学習成果の発表や学びをきっかけにした交流の場の充実
７事業
〔事業例〕生涯学習センター運営
生涯学習センターにおいて、ホールや研修室等の各種貸室を貸し出し、
505,405 人の市民に、学習活動の場所の提供を通してサークル等の活動場
所を設けた。
また、サークル発表会（作品展示：17 団体、舞台発表：67 団体、観覧者
数：2,110 人）やロビーコンサート（計 8 回 参加団体：8 団体、来場者
数：905 人）、ちえりあフェスティバル（延べ参加者数：12,080 人）の開
催など、学習成果の発表や、生涯学習関連施設同士の交流の場を創出し
た。
12

地域と学校が連携する取組の推進 【重点施策】 ７事業
〔事業例〕地域の拠点としての学校図書館活用事業
学校図書館を拠点として、学校・家庭・地域が連携し、読書活動を通じ
て大人と子ども、大人相互の交流の場を広げ、地域の教育力の向上に役立
てるため、学校図書館の地域開放に取り組んだ。
新たに小学校２校で新規開設し、計 119 の小中学校（小 118、中１）で
開放事業を実施した。4,627 名のボランティアが運営に携わり、学校教育
と連携した読み聞かせや、地域の人々が参加できるボランティア体験講
座、工作会、古本市など、4,048 回の行事を開催し、一般利用者（貸出・
来館合計）は延べ 66,550 名となった。
このほか、ボランティア向け情報誌を７回発行し、各開放校の取組紹介
や事務手順の共有を図った。

施策の方向性５

学びを地域づくりに生かす取組の推進

【今年度の取組結果】
町内会や商店街といった地域に関わる団体などとの連携・支援を通じて、地
域づくりにつながる学びの機会を提供した。
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また、地域で活動していくために必要となるノウハウや知識等を提供し、学
んだ成果を地域課題解決に生かせる市民の育成に取り組んだ。
【今後に向けて】
学んだ成果を地域で生かすために、社会情勢、市民ニーズを把握したプログ
ラムや学んだ成果を生かして活躍できる機会について、関係団体などとの連携
強化等の手法で拡充していく必要がある。
施策の展開
13

地域づくりに向けた学びの推進
８事業
〔事業例〕エコまち西区推進事業
住民による環境活動が定着・継続・発展するまちを実現するため、区民協
議会である「西区環境まちづくり協議会」が中心となり、西区の自然の中で
季節に応じた自然体験を行う「エコキッズ・プログラム」など、子ども向
け・親子向けの学習機会を、区と協議会が連携しながら提供し、計 12,516 人
の市民が参加した。

14

学んだ成果を地域で生かす取組の推進
５事業
〔事業例〕さっぽろ市民カレッジ
さっぽろ市民カレッジにおいて、市民ファシリテーターを育成する『ファ
シリテーションってなんだ！？』を実施し、地域や職場での話し合いを円滑
に進めるための考え方、進め方を実践形式で学ぶことで、地域において、学
び合いの中核を担える人材の育成に取り組んだ。
また、同事業の一環として、学んだ成果を生かして活躍したい市民自らが
講師となって、講座を企画・運営する「ご近所先生企画講座」を、生涯学習
センターをはじめ、市内の各地域で 138 講座を実施し、1,988 人が受講し
た。
学んだ成果が地域コミュニティでの活動や発展的な学習につながるよう、
受講者に働きかけることで、カレッジ修了後も、講師が中心となってサーク
ルを立ち上げ、更に学びを深める市民が出るなど、一定の成果を挙げてい
る。
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基本施策Ⅲ

学びを支える環境づくり

時間的な余裕がないなど、様々な理由から学習することに壁を感じている市
民にとっても、生涯学習に関わるきっかけが得られるよう、市民の誰もが学べ
る環境を整えていくことが求められている。
基本施策Ⅲにおいては、関連事業として計 41 事業（再掲含）を実施した。
重点施策である「施策の展開 20 身近な地域で学びを深められる環境の整備」
を中心に、身近な地域における学習の場や、学習相談等の支援体制の充実に取
り組むことで、市民がいつでも・どこでも学んだり、活動したりすることので
きる環境づくりを支援した。
施策の方向性６

いつでも学べる環境づくり

【今年度の取組結果】
復職や資格取得といったスキルアップにつながる学習機会の提供や、ワー
ク・ライフ・バランスの推進のためのセミナー、障がい者の学習支援など、市
民がそれぞれのライフスタイルに合わせて、いつでも学べる環境づくりに取り
組んだ。
また、市内全域で行われている多様な生涯学習の機会について、ＨＰ等を用
いて市民に広く発信したほか、ボランティアや講師を務めたいといった、意欲
ある市民の登録・需給調整などにも取り組み、市民の学習に対する動機付けや
学習支援に取り組んだ。
【今後に向けて】
ライフスタイルの多様化や急速な ICT 機器の普及といった社会情勢の変化に
伴い、市民が望む学習機会の在り方や、情報の受け取り方等が多様化している
ため、市民のニーズに即した効果的な情報発信の方法を検討するなど、学びを
支える環境づくりを一層推進する必要がある。
施策の展開
15

学び直しなどを支える環境づくり
４事業
〔事業例〕保育士等支援事業
保育士として復職を目指す市民を対象とした保育所見学バスツアーや、
高校生を対象とした保育職場体験事業を実施し、復職や求人へのマッチン
グに関する支援を実施。新規登録事業者数が 135 法人、求人件数が 1,175
件、求職登録者数は 231 人となった。
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16

全ての人に開かれた学びの環境づくり
４事業
〔事業例〕障がい者 IT サポートセンター運営事業
障がい者の情報通信技術の利用機会を設け、自立と社会参加の促進を図
るため、障がい者 IT サポートセンターを設置し、IT に関する利用相談・
情報提供、パソコン講習の開催、パソコンボランティアの養成及び派遣等
を実施。IT に関する利用相談件数が 220 件、パソコンボランティア派遣件
数が 357 件、パソコン講習受講数が 117 人となった。

17

情報提供・学習相談体制の充実
７事業
〔事業例〕ボランティア振興事業
ボランティア活動の普及・啓発やボランティア団体の円滑な活動を支援
するため、ボランティア活動センターにおいて、広報誌や活動手引書によ
る情報提供、ボランティアに関する相談業務を実施。
ほかにも、ボランティア団体等の登録・需給調整（団体登録総数 609
団体（37,090 人）、個人登録総数 1,910 人）や、ボランティア活動のた
めの研修等（参加者数 14,200 人）も実施し、意欲ある市民に学びを深
め、活動につなげる機会を提供した。

18

学びを支える人材の発掘・紹介、出前講座の展開
７事業
〔事業例〕文化財等に関する普及講演・出前講座
文化財保護指導員が講師となり、地域の歴史・文化や文化財等に関する
普及講演・出前講座を 17 回実施し、746 名が参加した。実施する地域や受
講者の希望に応じてその都度内容を変更して実施しており、市民の多様な
ニーズに即した学習機会を提供した。

施策の方向性７

まちのどこでも学べる環境づくり

【今年度の取組結果】
市民自らが学びの場をコーディネートし学びを深められるよう、さっぽろ市
民カレッジやサッポロサタデースクールにおいて、学びの場をコーディネート
する人材の育成に取り組んだほか、多様な主体との連携による事業内容の充実
を図った。
また、図書・情報館をはじめ、図書館やコミュニティセンターにおいて、市
民が身近な地域で学びを深められる環境を整備するとともに、研修等を通じて
レファレンスサービス等の機能向上に取り組んだ。
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【今後に向けて】
引き続き生涯学習センターが中核となり、図書館やコミュニティ施設等の生
涯学習関連施設同士の連携を強化するとともに、市内各部局等の関係機関との
連携により、身近な地域で学びを深められる環境を充実させることで、市民一
人一人のニーズに合わせて、どこでも学習に取り組める環境づくりに取り組ん
でいく必要がある。
施策の展開
19

学びをコーディネートする人材の育成・活用
２事業
〔事業例〕サッポロサタデースクール
子どもたちの豊かで有意義な土曜日の実現と地域・学校の連携による地
域の教育力の向上を目的としたサタデースクールの実施にあたり、プログ
ラム企画や連絡調整を担うコーディネーターの人材確保・育成と運営全般
に係る指導・助言等を行うため、研修会の開催やアドバイザーの派遣を行
った。

20 身近な地域で学びを深められる環境の整備 【重点施策】 ９事業
〔事業例〕図書館の「知の拠点化」推進
生涯学習の「知の拠点」である図書館において、市民が身近な地域で学
習を深められるよう、セミナーや図書館の蔵書を活用した講座等を実施し
た。
また、学校や地域に向けて、より効果的な読書活動の支援ができるよ
う、学校司書や地区センター司書なども参加できる研修を５回開催し、地
域との連携強化や広報・企画等の充実に取り組んだ。
〔事業例〕「図書館との連携を核とした新たな生涯学習推進体制の方針」の
推進
身近な地域で学びを深められる環境の整備に向け、平成 30 年４月に「図
書館との連携を核とした新たな生涯学習推進体制の方針」を策定した。
また、本方針を踏まえ、札幌市生涯学習センターと、生涯学習の「知の
拠点」である図書館との連携強化を図るため、生涯学習センターにおい
て、図書館と連携したさっぽろ市民カレッジ講座を５講座開催したほか、
受講者が学びを深めるためのより良い連携の在り方について検討した。
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21 時代の変化に対応した生涯学習関連施設の運営、機能強化
４事業
〔事業例〕図書・情報館の運営
平成 30 年 10 月７日に開館した図書・情報館において、札幌の魅力をデ
ジタルコンテンツ等により発信し、都心の賑わい・活力維持に寄与すると
ともに、利用者の調べものや交流を促進する空間を創出した。
あわせて、セミナーも 22 回開催し、開館からおよそ半年間で当初想定し
ていた年間 300,000 人を大きく上回る 660,000 人余りが来館した。
22

多様な主体が連携した学びの場づくり
４事業
〔事業例〕幼保小連携なかよしキャンプ
翌年度に小学校に入学する幼児とその小学校に通う４・５年生の児童
が、自然体験活動を一緒に行うことで、小学生になることへの憧れと期待
感や、年少者への思いやりと責任感を育むことを目的に、地元の企業や地
域にある施設など多様な資源を活用して５区６校の会場で実施し、118 人
（小学生 49 人、幼児 69 人）が参加した。
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第３次札幌市生涯学習推進構想

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

親子で学ぶ消費者
教育推進事業

1

2

・子育てサロン実施地区数：61地区
・異世代交流実施地区数：57地区

1

勤労初妊婦とその配偶者を対象に、妊娠期の健康管 平日の日中に開催して
理や育児に関する正しい知識の普及・啓発と情報提 いる母親教室への参加
供等を行い、妊娠・出産・育児と就労の両立を支援 が難しい勤労初妊婦を
対象とした教室への
ニーズはあるため、引
き続き講座内容等を充
実させながら継続して
いく必要がある。

全面委託による事業を継続。
講座内容やプログラムを充実させ、より
対象者のニーズに合ったものとしてい
く。
【平成30年度実施予定】
全6回予定

【実施回数】6回
【参加人数】318名（うち夫婦で参加134組、妊婦のみ参加60組、夫のみ
参加1組）
【アンケート結果】全てのプログラムにおいて「参考になった」と回答
した人の割合70％以上

継続して実施。
各区の特性に合わせて内容を充実させて
いく。

1

初めて出産を迎える夫婦に、妊娠・出産・育児の知 妊娠・出産に必要な知
識を普及し、親としての意識が高まるよう、「講
識の提供だけではな
義・実習・交流会」等を実施
く、交流の場とするこ
とで、出産後も孤立せ
ず地域の中で子育てを
していけるよう、各区
の特性に合わせた事業
展開が必要。

【母親教室】
回数：91コース、268回
参加人数：延3,998人
【両親教室】
回数：41コース、41回
参加人数：延2,782人

幼児や児童が調理を体験する機会を増やして、食へ なし
の関心を高めることを目的に子ども用調理器具の貸
出を実施

継続して実施する。

放課後子ども総合プランに基づく、児童会館の運営 ３次構想を踏まえ、乳
（クラブ・サークル活動・各種つどい・野外活動・ 幼児期からの育ちを支
合同行事・子育て支援事業など）
える学びを充実させる
必要がある。

指定管理者による運営を継続するととも
に、多くの児童に利用してもらえる事業
を引き続き実施する。
【平成30年度実施予定】
・実施館数：107館

児童会館107館を運営し、年間2,203,595人（高校生までの利用者数累
計）の児童が利用した。

Ｈ30年度は昨年度と同程度の規模で事業
の実施を図っていく。

プレーパーク参加者数4,362人
プレーパーク開催回数82回

1

子どもの自主性・創造性・協調性を育むことを目的
として、地域住民等が規制を極力排除した公園等に
おいて開催・運営する「プレーパーク」を推進

1

地域主体の子育てサロンを立ち上げる団体への、遊
具の貸し出し、会場の提供などの立ち上げ及び継続
運営支援

子育てしやすい街づくりのために、地域
主体の子育てサロンの運営の支援を継続
して行う。

・地域主体の子育てサロン設置か所数：168カ所
・利用者数：70,066人
・地域主体の子育てサロン助成団体数：130団体

絵本の読み聞かせを通じて乳幼児と親が心ふれあう
ひとときをもつきっかけをつくることを目的とし、
乳幼児10か月健診の際に行う絵本の読み聞かせに併
せ、0歳～1歳児向け絵本を１冊、市長からのメッ
セージカード､｢絵本とともだち」(おすすめ絵本の
紹介冊子)を配布

引き続き、絵本を通して親子がふれあう
機会のきっかけづくりを行う。

絵本の配布を受けた家庭に対して１歳６か月健診時に行ったアンケート
によると、読み聞かせが習慣化している家庭の割合が非常に高く、この
事業が継続して絵本と触れ合っていくことに大変効果的である結果が出
ている。
絵本配布件数：12,933冊

1
児童会館運営

6

1

プレーパーク推進
事業
7
子育てサロン支援
8
さっぽろ親子絵本
ふれあい事業
9

子育て支援総合セ
ンター運営
（１）子育てボラ
ンティアの育成活
動及び子育て支援
者の活動支援
10 （２）子育てアド
バイザーの活動支
援
(3) 次世代育
成支援

実施結果

地域福祉活動の推進のため、今後とも地
区福祉のまち推進センターにへの補助を
継続する。

子ども用調理器具
の貸出
5

平成30年度

実施予定

地区福祉のまち推進センターが実施する地域福祉活 子育てサロン等の地域
動（子育てサロンや異世代交流事業、健康普及啓発 福祉活動の担い手が固
事業などを含む）に対し補助金を交付
定化している。

1

母親教室・両親教
室
4

【前回回答】
平成30年度

平成30年度も実施予定。（1）の子どもの
事故防止に係る講座については、講座回
数を30回に増やす。
また、より広く市民へ製品事故防止の意
識向上について伝えるため、啓発パンフ
レットを作成予定。

ワーキングマタニ
ティスクール
3

【前回回答】
平成30年度までの課題

◎：事業実施により、想定以上の成果が得られたもの
○：概ね予定通り事業実施ができたもの
▲：目標値を大きく下回る等、予定通り事業実施ができなかったもの

（１）各区の子育てサロン等に消費者被害防止ネッ より広く市民へ周知す
トワークの消費生活推進員を派遣し、絵本の読み聞 る手法を考える必要が
かせを通じた、子どもの事故防止に係る講座を実施 ある。
（２）年1回程度、子どもの事故防止や消費者教育
に関する親子向けのイベントを「消費者キッズフェ
スタ」として実施
（３）子育て関係事業者向けに、子どもの事故防止
に係る講座を実施

1

福祉のまち推進事
業

事業概要

関連事業一覧

1

1

(1）ボランティア活動の場を提供するとともに、必
要な技術を学ぶための各種研修等を開催。
(2)子育て・家族支援者として専門的な知識、技能
を習得した子育てアドバイザーの育成と地域におけ
る子育て支援の場を提供。
（3）児童、生徒、学生に子育てに関する多様な体
験の機会を提供するほか、複合施設の機能を有効に
活用し、小学校や保育所と合同事業や、小学生対象
の赤ちゃんとのふれあい体験「赤ちゃんってすご
い！」事業を実施。

・子育てボランティア
の担い手不足及び子育
てアドバイザーの減少
に伴う支援者の育成。

（１）各区の子育てサロン、児童会館等において、幼児とその保護者向
けに子どもの製品事故防止に関する出張講座を実施した。
【平成30年度実績】
・実施講座数：30回
・受講者数：336組
（２）札幌コンベンションセンター主催の「ＳＯＲＡこそだてフェス
ティバル2018」に出展し、親子で遊びながら製品事故等の消費者教育に
ついて学べるイベントを開催した。
【平成30年度実績】
・来場者数：3,900人
（３）子育て関係事業者向けに「保育現場での事故防止～チームの力で
子どもの命を守る～」と題した講座を開催した。
【平成30年度実績】
・受講者数：52人

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年（2019年）11月22日
第２回社会教育委員会議 資料３-２

令和元年度

〇

〇
〇

地域福祉活動の推進のため、今後とも地区福祉 保）総務課
のまち推進センターにへの補助を継続する。
全面委託による事業を継続。
保）健康企画
講座内容やプログラムを充実させ、より対象者 課
のニーズに合ったものとしていく。
【令和元年度実施予定】
全6回予定

継続して実施。
保）健康企画
各区の特性に合わせて内容を充実させていく。 課

〇
継続して実施する

子ども用調理器具の貸出回数：32回

(1)・子育てアドバイザーを含む子育て支援者を対象とした合同研修会を
２回実施。
・子育て支援総合センター登録ボランティアを対象とした研修・交流会
を１回実施。
・平成30年度登録子育てボランティア活動支援数～登録 65名、活動 548
件
(2)平成30年度登録子育てアドバイザー17名に、「日曜ファミリー子育て
広場（サンデーサロン）」等での活動の場を提供。
(3)・次世代育成支援 来所者数～49件180名
・「赤ちゃんって すごい！」等の次世代育成支援数～18件649名

1

所管課

より広く市民へ周知する手法 令和元年度も実施予定。
市）消費生活
を考える必要がある。
（1）の子どもの事故防止に係る講座について 課
は、講座回数を40回に増やす。
また、より広く市民へ製品事故防止の意識向上
について伝えるため、啓発パンフレットを作成
予定。

〇

・「日曜ファミリー子育て広場（サン
デーサロン）」を実施し活動の場を提
供。
・子育てアドバイザーを含む子育て支援
者を対象とした合同研修会の実施。

実施予定

〇

指定管理者による運営を継続するとともに、多 子）放課後児
くの児童に利用してもらえる事業を引き続き実 童担当課
施する。
【令和元年度実施予定】
・実施館数：108館
同規模実施予定。

〇
〇

保）健康企画
課

子）子どもの
権利推進課

子育てしやすい街づくりのために、地域主体の 子）子育て支
子育てサロンの運営の支援を継続して行う。
援課

引き続き、絵本を通して親子がふれあう機会の 子）子育て支
きっかけづくりを行う。
援課

〇

〇

(1)・子育てアドバイザーを含む子育て支援者を 子）子育て支
対象とした合同研修会を２回実施。
援総合セン
・子育て支援総合センター登録ボランティアを ター担当課
対象とした研修・交流会を１回実施。
・様々な子育てボランティア活動の受入れと支
援。
(2)令和元年度登録子育てアドバイザー16名に、
「日曜ファミリー子育て広場（サンデーサロ
ン）」等での活動の場を提供。
(3)・次世代育成支援（職業体験、実習、研究等
の活動）の受入れと支援。
・「赤ちゃんって すごい！」事業の実施。

番号

事業・取組名

家庭教育事業
（１）家庭教育学
級
（２）親育ち応援
11 団事業

施策の
展開項目

1

保護者啓発支援事
業
12

1

保護者啓発支援事
業（講座、イベン
ト、講演会）

13

（１）家庭における教育力向上のため、子どもの心
や体の理解・親の役割などについて、親等が自主学
習する場として、幼稚園、小・中学校で開設
（２）家庭教育の重要性について意識啓発を図るた
め、仕事を持つ保護者等も参加しやすい講演会の開
催、家庭教育に関する情報発信などを実施

14

子どもの文化芸術
体験事業

16

・市立幼稚園９園にて、平日と長期休業中合せて236日実施
・利用者総数13,948名
・預かり保育を通した子どもの育ちや、子育てに関する情報を、配布物
やホームページで定期的に保護者に発信

保護者や市民を対象とした市立幼稚園における子育
て講座(ポロップひろば)や幼児教育に関する理解啓
発を図るためのイベント(さっぽろ・ようちえん・
こどもえんにこにこフェスティバル)、講演会(幼児
教育講演会)を実施

それぞれの取り組みを見直した上で、幼
児教育に関する情報発信を効果的に行え
るように、ポロップひろばやイベント等
を実施する。

・ポロップひろば
参加者総数：5,325名（市立幼稚園9園にて129回開催）

2

食育推進事業
2

広く保護者や市民に幼
児教育に関する理解啓
発を図るために、より
効果的な発信の場の見
直しや情報の吟味が必
要である。

【平成30年度実績】
(1) 学級数 143学級（うち新設２学級）
(2) 講演会２回、講座12回

平成32年度から小学校
でのプログラミング教
育が必須になるという
背景があり、プログラ
ミング体験を含むデジ
タル絵本ワークショッ
プへの参加率が高く、
今後この事業を充実し
ていく必要がある。

（１）南区の小金湯にあるアイヌ文化交流センター なし
において、市内の小中高校生などを対象に、アイヌ
の人々による伝統楽器の演奏、古式舞踊の披露、ア
イヌ伝統文化の体験、展示解説などを提供
（２）アイヌ文化交流センターから遠隔地にあるな
ど、体験プログラム参加が困難な学校に対して、出
前方式でのプログラムを提供

生活保護受給世帯及び就学援助受給世帯の中学生に
対し、「貧困の連鎖」を防ぐために、学習習慣の定
着を図り高校進学を実現するとともに、自己肯定感
を持てるような居場所の提供を行うことを目的とし
た学習支援を実施

乳幼児とその保護者の読書活動を促進す
るため、平成29年度の実施内容を継続す
るほか、デジタル絵本ワークショップの
開催回数を５回に拡充する。

青少年期を育む学びの充実の観点から、
引き続き次のとおり実施予定
【平成30年度実施予定】
・実施講座数：75講座
・受講者数：5,280名
(2)小中高校生団体出前体験プログラム
【平成30年度実施予定】
・実施講座数：40講座
・受講者数：3,800名

にこにこフェスティバル

乳幼児とその保護者が多くの絵本に触れ、読書を楽しみ、学べる場と
なるよう主に以下の事業を実施した。
・年齢別おはなし会
（106回開催。延べ参加者数3,743人）
・図書館デビュー
（12回開催。延べ参加者数1,580人）
・デジタル絵本ワークショップ
（8回開催。延べ参加者数817人）
・読書活動推進プログラム
「めざせ！えほんマイスター」
（参加登録者数1,180人）
・登録ボランティア団体によるおはなし会
（80回開催。延べ参加者数2,520人）

【平成30年度実績】
・実施講座数：48講座
・受講者数：3,258名
(2)小中高校生団体出前体験プログラム
【平成30年度実績】
・実施講座数：28講座
・受講者数：2,298名

おとどけアートは、助 各事業とも平成29年度と同規模での実施
成金の活用等により財 となる見込みである。
源の充実を図り、実施
校数の増加を目指す。
また、各学年の全児童
を対象に実施している3
事業は、本市教育委員
会ほか関係機関とも連
携のうえ、引き続き全
児童が参加できるよう
事業運営を図る。

・おとどけアート…3小学校で実施し、1,203人の児童が参加。
・ハロー!ミュージアム…市内の全小学5年生を対象に実施し、200校から
14,491人の児童が参加。
・子どものミュージカル体験…市内の全小学6年生を対象に実施し、202
校から15,011人の児童が参加。
・キタラファーストコンサート…市内の全小学6年生を対象に実施し、
210校から14,720人の児童が参加。

子どもたちの社会的・
職業的自立に必要な力
を育むためには、子ど
もやその世帯が抱える
課題に応じた支援が必
要であるため、他部局
との連携を含めた支援
の充実を検討する必要
がある。

委託により前年度と同規模の事業を継続
するとともに、引き続き高校中退防止に
向けた取り組みを行っていく。
【平成30年度実施予定】
・会場数 市内40会場
・事業参加者数 600人

平成30年度実績
・会場数 市内40会場
・事業参加者数 522人
・年度末時点での進学率

継続して実施する。
【平成30年度実施予定】
・お弁当レシピコンテスト 中・高校生
の部応募数：200作品以上
・本気めしプロジェクト 実施回数：10
回以上

・お弁当レシピコンテスト 中・高校生の部応募数：570作品、一般の部
応募数：102作品
・本気めしプロジェクト 実施回数：28回
・ヘルシーランチモニター事業 栄養成分表示を参考にしているモニ
ター事業参加者の割合：72％

若い世代の食生活の改善を図るため、高校生・大学 なし
生等への各区での食育事業や事業所給食施設利用者
への食育支援事業等を実施

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

〇

▲

〇

100％

〇

2

◎

実施予定

所管課

【令和元年度実施予定】
(1) 学級数 140学級
(2) 講演会２回、講座10回程度
・様々な家庭の状況に対応し、市立幼稚園9園で 教）幼児教育
平日と長期休業中の預かり保育を実施する。
センター担当
・園と家庭が連携したより良い子育ての在り方 課
について発信する。

〇

〇

令和元年度

既存事業を継続するとともに、関係部局との連 教）生涯学習
携を深め、一体的な家庭教育支援を図るととも 推進課
に、引き続き多様な機会を捉えた情報発信に努
める。

〇

・幼児教育講演会
参加者数：145名
・さっぽろ ようちえん・こどもえん
参加者数：151名

2

17

実施結果

・様々な家庭の状況に対応し、市立幼稚
園9園で平日と長期休業中の預かり保育を
実施する。
・園と家庭が連携したより良い子育ての
在り方について発信する。

感性豊かな子どもたちが優れた文化芸術に触れる機
会の充実を図り、創造性を育むことを目的とし、市
内の小学生を対象に、おとどけアート、ハロー！
ミュージアム、子どものミュージカル体験、キタラ
ファーストコンサートの各事業を実施

札幌まなびのサ
ポート事業

平成30年度

実施予定

様々な家庭の状況に対応した預かり保育を実施
・預かり保育の内容や
預かり保育の実践を通して園と家庭が連携したより 子どもの育ちに関する
良い幼児期の子育ての在り方について発信
ことなどを保護者と共
有し、より良い子育て
の在り方について引き
続き発信する必要があ
る。

乳幼児期の子どもと保護者の読書活動推進を目的
に、「多くの絵本に囲まれ、幼児が読書を楽しみ学
べる場」と、「幼児の読書活動を通じた子育てを支
援する場」という２つの機能を有するえほん図書館
を運営

2

共働き世帯が増え続け
る中、学級数及び学級
生数が年々減少してい
る。家庭教育に関して
学ぶ機会の確保が困難
にならないよう、親育
ち応援団事業の質・量
ともに向上させていく
必要がある。

【前回回答】
平成30年度

既存事業への参加が難しい親等に対しても、家庭教育の重要性を広く伝
えるため、ウェブサイト・ＳＮＳ・新聞等を活用した啓発事業により情
報発信を強化した。
既存事業の実績については、以下のとおり。

1

アイヌ文化体験
（１）小中高校生
団体体験プログラ
ム
（２）小中高校生
15 団体出前体験プロ
グラム

【前回回答】
平成30年度までの課題

既存事業を継続するとともに、家庭教育
の意義や重要性について、広く市民に周
知し啓発を図るため、新規で普及啓発事
業を実施する（局マネ事業）。
【平成30年度実施予定】
(1)学級数 143学級(うち新設 2学級）
(2)講演会２回、講座12回

1

えほん図書館の運
営

18

事業概要

・幼稚園体験の機会として実
施してきた「さっぽろ よう
ちえん・こどもえん にこに
こフェスティバル」について
は、各幼稚園における体験事
業などが十分に行われてお
り、年々参加者が減少してき
た経緯を踏まえ、実施の有無
も含めた見直しを図る。

・「さっぽろ ようちえん・こどもえん にこ 教）幼児教育
にこフェスティバル」は開催せず、幼稚園体験 センター担当
の機会として、各区市立幼稚園のポロップひろ 課
ば（4月～3月）で実施する。
・全市の市民向けの理解啓発の機会として、幼
児教育講演会を開催する。

平成30年度から開始した小 乳幼児の読書活動推進のため、平成30年度の 教）利用サー
学校入学前までに絵本を
実施内容を継続する。
ビス課
1,000冊読むことに挑戦する
プログラム「めざせ！えほん
マイスター」により、えほん
図書館に来館する乳幼児の読
書習慣の定着には一定の効果
があったと考えられる。
今後は、未だ絵本、読書と
あまり接点のない乳幼児やそ
の保護者に対し、乳幼児期か
らの読書活動を浸透させてい
く必要がある。

【令和元年度実施予定】
・実施講座数：80講座
・受講者数：5,308名
(2)小中高校生団体出前体験プログラム
【令和元年度実施予定】
・実施講座数：50講座
・受講者数：3,758名

市）アイヌ施
策課

おとどけアートは、助成金の 各事業とも平成30年度と同規模での実施となる 市）文化振興
活用等により財源の充実を図 見込みである。
課
り、実施校数の増加を目指
す。また、各学年の全児童を
対象に実施している3事業
は、本市教育委員会ほか関係
機関とも連携のうえ、引き続
き全児童が参加できるよう事
業運営を図る。

委託により前年度と同規模の事業を継続すると 保）保護自立
ともに、引き続き高校中退防止に向けた取り組 支援課
みを行っていく。
【令和元年度実施予定】
・会場数 市内40会場
・事業参加者数 600人

継続して実施する
保）健康企画
【令和元年度実施予定】
課
・お弁当レシピコンテスト 中・高校生の部応
募数：500作品以上
・本気めしプロジェクト 実施回数：10回以上

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

子ども食品Ｇメン
体験事業
19

ミニ児童会館96館を運営し、年間1,491,996人（小学生の利用者数累計）
の児童が利用した。

業務委託による運営を継続する。
【平成30年度実施予定】
・実施館数：４か所

放課後子ども教室3ヶ所、放課後子ども館１か所を運営した。

2

児童会館・ミニ児童会館が利用しにくい地域等にお ３次構想を踏まえ、青
いて、放課後子供教室・放課後子ども館を運営し、 少年期を育む学びを充
放課後の子どもの居場所を確保する事業の実施
実させる必要がある。

補助金の交付により各団体の運営を助成
する。
【平成30年度実施予定】
・実施館数：46団体

民間児童育成会47団体に補助金を交付した。

2

留守家庭児童の健全育成を図るために設置された、 ３次構想を踏まえ、青
「民間児童育成会」への補助
少年期を育む学びを充
実させる必要がある。

国際感覚を身につけた青少年の育成を図るため、市
内の中高生を対象とした姉妹都市（ノボシビルスク
市・大田広域市）やシンガポールとの相互派遣・受
入を実施

Ｈ30年度
ノボシビルスク市 10名派遣
シンガポール 14名受入

ノボシビルスク市 10名派遣
シンガポール 14名派遣

旧真駒内緑小学校跡施設「まこまる」において、プ
レーパークや昔遊びなど、多様な体験機会を子ども
に提供する子どもの体験活動の場「Ｃｏミドリ」の
運営を支援

Ｈ30年度は昨年度と同程度の規模で事業
の実施を図っていく。

開館日数
来場者数

札幌市児童育成会
運営補助

少年国際交流事業
23

2

子どもの体験活動
の場支援事業
24

2

ものづくり学校祭
【R元よりワク！
WORK！学校祭へ
と名称変更】

25

札幌市内のものづくり企業等による高校生を対象と
した「ものづくり体験イベント」。様々なものづく
り体験を通して、”ものづくりの楽しさ・やりが
い”、”キラリと光る市内ものづくり企業”の魅力
を発信。

国際ビジネス人材
育成事業

ものづくりの魅力をよ
り多くの子どもたちに
発信できるよう、イベ
ント内容などを工夫す
る必要がある。

高校生と留学生との交流事業や長期留学費用補助を 特になし。
実施し、国際理解を推進
2

市場施設の見学

27

市場の持つ役割と機能に対する理解を深めてもらう
こと、食育を推進すること等を目的に、見学者通路
や展示室を整備し、個人から町内会学校等の団体ま
で一般市民の見学を実施

2

円山動物園教育普
及事業
2

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

7月と1月の2回開催し、24組48名が参加

令和元年度

実施予定

平成30年度と同規模で実施予定

所管課
保）食の安全
推進課

〇
〇
〇
〇
〇

179日
15,790人

業務委託による運営を継続するとともに、多く 子）放課後児
の児童に利用してもらえる事業を引き続き実施 童担当課
する。
【令和元年度実施予定】
・実施館数：92館
業務委託による運営を継続する
【令和元年度実施予定】
・実施館数：４か所

子）放課後児
童担当課

補助金の交付により各団体の運営を助成する。 子）放課後児
【令和元年度実施予定】
童担当課
・実施館数：46団体

大田広域市 10名派遣
シンガポール 14名派遣

子）子どもの
権利推進課

同規模実施予定。

子）子どもの
権利推進課

〇

2

26

実施結果

業務委託による運営を継続するととも
に、多くの児童に利用してもらえる事業
を引き続き実施する。
【平成30年度実施予定】
・実施館数：96館

放課後子ども教室
等事業

22

平成30年度

実施予定

放課後子ども総合プランに基づく、ミニ児童会館の ３次構想を踏まえ、青
運営（クラブ・サークル活動・各種つどい・野外活 少年期を育む学びを充
動・合同行事など）
実させる必要がある。
2

21

【前回回答】
平成30年度

平成29年度と同規模で実施予定。

ミニ児童会館運営

28

【前回回答】
平成30年度までの課題

食の安全についての知識や理解を深めてもらうた
見学等受入先の確保。
め、小学３年生～６年生の親子を対象に、中央卸売
市場や食品工場等における食の安全・安心への取組
を現地で見学しながら、「食品Ｇメン（食品衛生監
視員）」の仕事を体験

2

20

事業概要

㈱マイナビ主催の高校生向け進学イベン
トと同日開催し、相乗効果を生むこと
で、参加人数を大幅に増やし、多くの子
どもたちに、ものづくりなどの職業体験
の機会を提供する。
【平成30年度実績】
・実施日数：2日
・出展数：17の企業及び団体
・参加数：3,863名

㈱マイナビ主催の高校生向け進学イベントと同日開催し、相乗効果を生
むことで、参加人数を大幅に増やし、多くの子どもたちに、ものづくり
などの職業体験の機会を提供した。
【平成30年度実績】
・実施日数：2日
・出展数：17の企業及び団体
・参加数：3,863名

高校生の国際理解を促進するため、「市
立高校生と在札幌留学生との交流事
業」・「高校生留学支援事業」を実施す
る。
【平成30年度実施予想】
交流事業
市立高校生25名
市内在住留学生15名
長期留学費用補助
10名

高校生の国際理解を促進するため、「市立高校生と在札幌留学生との交
流事業」・「高校生留学支援事業」を実施した。
【平成30年度実績】
交流事業
市立高校生14名
市内在住留学生15名
長期留学費用補助
10名

例年1,000人近い学校関 次年度以降、見学者案内時のマニュアル
係者の見学を受け入れ の検討や、展示室の整理を行う予定。
ているが、早朝の見学
も含め市場流通の実際
の現場を体感できる取
組を行っている。
今後は見学者がより分
かりやすい・興味を持
ちやすい施設見学のあ
り方を検討する。

環境教育の場として動物園を有効活用するため小中 環境教育プログラムの
学校の総合的な学習時間の受け入れ、貸し出し用を 充実を図る必要があ
含む教材の開発・製作などを実施
る。

事業は同規模で継続して実施する。
【平成30年度実施目標】
130件、4,000人

〇

〇

【30年度実績】
見学者数：3,389人
うち、小学生など学校関係：920人"

㈱マイナビ主催の高校生向け進学イベントと同 経）立地促
日開催し、相乗効果を生むことで、参加人数を 進・ものづく
大幅に増やし、多くの子どもたちに、ものづく り産業課
りなどの職業体験の機会を提供する。
【令和元年度予定】
・事業名を「ワク！WORK！学校祭」へと変更。
・ものづくりを中心としつつ、業種を全業種へ
と拡大して実施。
・実施日数：2日
・出展数：40の企業及び団体
・参加生徒数：7,000名程度を予定

国際感覚豊かな人材を育むために「高校生留学 経）経済戦略
支援事業」を実施する。
推進課
【令和元年度実施予定】
長期留学費用補助
10名

今年度以降、見学者案内時のマニュアルの検討 経）管理課
や、展示室の整理を行う予定。

〇

小中学生を対象とした、環境教育、動物園の役割紹介及びバックヤード
ツアー等を164件5,442人に対し実施した。

3

◎

来年度以降、多人数を受け入 150件、5,000人
れられる教育プログラムの実
施を検討する。

環）飼育展示
課

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

路面電車の日記念
事業

29

2

水道記念館運営

30

【前回回答】
平成30年度までの課題

31

2

サッポロサタデー
スクール事業
（再掲:132、164、
171、209、224）

32

2

林間学校
33

2

青少年山の家運営
2

【前回回答】
平成30年度

平成30年度

実施予定

実施結果

「路面電車の日」（6/10）を記念し、幼稚園児を招 これまで、沿線幼稚園
待して貸切電車乗車体験や工場見学、マナー教室等 を対象に実施していた
を実施
が、普段路面電車に触
れる機会のない中央区
外の幼稚園にも参加し
てもらい、より多くの
子どもたちに学びの機
会を提供できるよう、
募集方法や実施時間な
ど、ニーズに対応した
実施方法を検討する必
要がある。

【平成30年度実績】
全市の幼稚園に直接チラシを配布し、参
加希望を募った結果、2園中1園は中央区
外の幼稚園の参加となった。
・実施日：平成30年6月8日
・参加者数：70名（2幼稚園）

市民と水道事業のコミュニケーションを育む接点と
なることを目指し、水道の仕組みや水道と自然環境
の関わりを楽しく学ぶことができる参加・体験型の
展示室等の運営

隣接する藻岩浄水場の見学ツアーを行
い、浄水過程に関する展示等とリンクさ
せることにより、利用者の学習効果をよ
り一層高める機会を提供する。
【平成30年度実施予定】
・来館者者数目標：94,000人

【平成30年度実績】
・来館者数：80,309人

※平成30年度は防水改修工事実施のた
め、例年より２か月ほど早く休館
・例年の開館期間 4月中旬～11/15
・平成30年度開館期間 4/14～9/9

※胆振東部地震の影響により、例年１万人ほどの来客が見込める「水道
記念館秋まつり」の開催を中止したことで、大幅に来館者数目標を下
回った。

（１）防火・防災教育を通じて団体活動による連帯 なし
意識を養い、将来の地域の防火・防災活動の担い手
としての基礎を築くことを目的として小学生、中学
生及び高校生を対象に活動を実施
（２）地域の防災力の向上のため、全市の小学校４
年生の社会科単元授業において、講師として消防職
員が教壇に立ち、体験型の授業を行い、体験を通じ
た基礎的な防火・防災教育を実施
（３）心身ともに発達した中学生が体験を通じ自
助・共助の精神を学び、災害に直面した時に自らの
身の安全を確保する能力と、災害時の初期消火、負
傷者の搬送や救命処置など、大人と同等の対応能力
を高めるため、より「実践」を意識した体験型の活
動支援教育を実施し、地域における防火・防災の担
い手を育成
（４）将来の生き方や進路について考えさせるとい
う学校側からの依頼に基づいた職場体験学習を通
じ、防火・防災教育の一環として、災害能力の向上
及び地域貢献意識の醸成を図ることを目的に実施

実施結果の検証を踏まえながら事業を
進める。

(1)少年消防クラブ
市内の48クラブが、防火パトロール、福祉施設への訪問等の活動を515
回実施した。

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊か 子どもたちへ多様な学
な社会資源を活用したプログラムを、土曜日等に学 びの場を提供し、地域
校施設等を活用して実施
全体で子どもたちを育
てる環境の醸成を推進
する必要がある。
事業に関わる教職員の
負担増やコーディネー
ターの担い手不足が課
題となっていることか
ら、運営者への活動支
援が必要である。

実施校の更なる拡大を図るとともに、実
践事例等の情報提供や研修をを実施し、
運営に係る支援の充実を図る。
また、地域活動推進員及び社会教育指導
員、地域人材とのつながりや調整のノウ
ハウをもつＮＰＯ等の人材を派遣し、指
導助言等の支援を実施する。
【平成30年度実施予定】
・実施校 43校

43の小中学校（小33、中10）で、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プログラムを294回実施し、延べ
16,380人の児童生徒が参加した。
運営者への活動支援のため、ＮＰＯ等市民活動団体の人材を派遣し、企
画・運営に関する指導助言等の支援を実施した。
企画・運営等情報提供や未実施校への普及啓発を図るため情報発信を強
化した。

小学校や野外教育施設などを会場として、夏休みと
冬休みに市内の小・中学生を対象に、テント泊や野
外炊事、いかだ作り、雪中登山などの野外活動の機
会を提供

・参加希望者のニーズ
に合致したコース設定
・障害者差別解消法へ
の対応

特別支援学級の児童の参加が可能なコー
スについて、対象を5・6年生から、4・
5・6年生の児童に拡大して実施。

・夏季11コース、冬季9コースで実施。
・参加者数：夏季653人、冬季454人

野外活動の普及振興を図る拠点施設として、定員
閑散期における利用の
400人の大型宿泊施設を運営し、各学校の宿泊学習 促進
や、一般団体の研修等を受入れ。また、周囲の広大
な自然環境を生かした、体験活動に関する多様なプ
ログラムや事業を実施

青少年の集団生活・野外活動等に関する
調査研究や、施設利用団体の利用動向調
査を実施し、ニーズに応じたプログラム
の開発と提供を進める。

・団体数：810団体
・利用人数：44,612人

2

火災予防推進事業
（１）少年消防ク
ラブ
（２）教えて！
ファイヤーマン事
業
（３）ジュニア防
火防災スクール
（４）インターン
シップ受け入れ

34

事業概要

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

・実施日：平成30年6月8日
・参加者数：70名（2幼稚園）
全市の幼稚園に直接チラシを配布し、参加希望を募った結果、2園中1園
は中央区外の幼稚園の参加となった。

【平成31年度実施予定】
遠方からの参加の場合、午後の部の参加
が難しいため、午前中に2園実施できるよ
う検討を行う。

令和元年度

実施予定

遠方からの参加の場合、午後 【令和元年度実施済】
の部の参加が難しいため、午 ・実施日
前中に2園実施できるよう検
令和元年6月6日 10:00～11:30
討を行う必要がある。
令和元年6月7日 10:00～11:30
・参加者数
47名（2幼稚園）

〇

所管課
交）営業課

2日間に分けて午前の部を2回実施したところ、2
園とも中央区外の幼稚園の参加が可能となっ
た。
【令和2年度以降】
上下分離により、路面電車の利用促進・愛着醸
成事業は、（一財）札幌市交通事業振興公社の
所管となるため、交通局主催としての実施は令
和元年度で終了。

※平成30年度は防水改修工事実施のため、例年より２か月ほど早く休館
・例年の開館期間 4月中旬～11/15
・平成30年度開館期間 4/14～9/9

▲

隣接する藻岩浄水場の見学ツアーを行い、浄水 水）総務課
過程に関する展示等とリンクさせることによ
り、利用者の学習効果をより一層高める機会を
提供する。また、小学校の団体客が減少する秋
季には、町内会向けに防災意識を喚起するキャ
ンペーンを実施する。
【令和元年度実施予定】
・来館者者数目標：110,000人
・令和元年度開館期間

継続して実施する。

4/13～11/15

消）予防課

(2)教えて！ファイヤーマン事業
小学校204校（私立、国立等を含む)中、204校で実施した。
(3)ジュニア防火防災スクール
中学校106校（私立、国立を含む）中、96校で実施した。
(4)インターンシップ受け入れ
市立高校５校を予定していたが、北海道胆振東部地震の発生により中
止した。

〇

〇

〇
〇

4

実施校の更なる拡大を図るとともに、実践事例 教）生涯学習
等の情報提供や研修を実施し、運営に係る支援 推進課
の充実を図る。
また、視察・聞取りを通した職員による指導助
言や、地域人材とのつながりや調整のノウハウ
をもつＮＰＯ等市民活動団体の人材を派遣し、
指導助言等の支援を実施する。
【令和元年度実施予定】
・実施校 47校

・応募者数の低迷している高学年向けのコース 教）生涯学習
を1つ廃止し、応募者数の多い3・4年生向けコー 推進課
スの定員を拡大して実施。
・定員：夏季794人、冬季626人

・次年度の市立学校の利用に係る抽選会実施方 教）生涯学習
法の変更。
推進課
・令和2年度実施の大規模改修に伴う閉館につい
ての周知。

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

さっぽろっこ農業
体験事業

35

2

学校図書館ボラン
ティア派遣事業
36

2

運動部活動におけ
る外部人材の活用
37

2

読書チャレンジ・
子どもの読書活動
38 推進事業

2

ものづくりkids
拠点構築事業
39

40

3

市民活動サポート
センター運営

41

3

女性向けキャリア
支援事業
42

3

高齢者等の在宅医
療ネットワーク推
進事業
43

3

市民モニター事業

3

【前回回答】
平成30年度までの課題

【前回回答】
平成30年度

平成30年度

実施予定

実施結果

小学校において、主に札幌近郊の農家・農園や酪農 ３次構想を踏まえ、自
家等のもとで農業体験を行い、食への関心を一層高 然を活用した体験活動
め、食の大切さへの理解を深める
を通して、様々な年
齢・立場の人々と関わ
ることのできる取組を
充実させ、子どもが多
くの気づきを得ること
ができる教育に一層努
める必要がある。

事業を継続するとともに、稲作体験を一
層充実させることで、食への関心を一層
高め、食の大切さへの理解を深める事業
実施を図っていく。
【平成30年度実施予定】
・実施校数：小学校30校
・体験児童数：2,000名程度

札幌市内や近郊の農家等において、稲作や畑作・酪農等の体験活動を実
施した。
【平成30年度実績】
・実施校数：小学校30校
・体験児童数：1,969名

全中学校及び地域開放図書館が設置されていない小 ３次構想を踏まえ、生
学校に対して学校図書館ボランティアを派遣
涯にわたる学びの基盤
である読書の充実のた
めに、学校図書館ボラ
ンティアの人材確保や
研修等をより工夫して
いく必要がある。

事業を継続するとともに、児童生徒の読
書活動の一層の充実のため、学校との連
携を深めながら貸出・返却業務（補
助）、環境整備、読み聞かせ等の事業実
施を図っていく。
【平成30年度実施予定】
・実施校数：138校程度
・体験児童生徒数：56,000名程度

学校図書館司書や地域開放図書館が設置されていない小中学校に対し
て、主に貸出・返却業務（補助）、環境整備、読み聞かせ等の業務をす
ることを目的として、学校図書館ボランティアを派遣した。
【平成30年度実績】
・実施校数：154校
・体験児童生徒数：65,543名

中学校における運動部活動の充実を図るため、各学 外部人材の活用につい
校の状況に応じて外部人材を活用することができる ては、学校からの需要
体制を構築
があるため、今後拡充
へ向け取り組みたい。

平成30年度は、外部顧問（部活動指導
員）を９校９名に派遣予定。特別外部指
導者を46名に依頼予定。また、外部顧
問、特別外部指導者に外部指導者を加え
た方々の保険の加入を予定。

平成30年度は、外部顧問（部活動指導員）9名を９校に派遣。特別外部指
導者を53名に依頼。また、外部顧問、特別外部指導者に外部指導者を加
えた方々について保険に加入。

家庭・地域、図書館、学校等が相互に連携協力し
行事について広報を充
て、総合的に子どもの読書活動の普及・啓発を推
実させ、集客をはかる
進。家庭での読書活動の普及・啓発に資するイベン 必要がある。
ト等を実施

昨年度と同様の行事を開催予定

図書館デビュー、中・高生ビブリオバトル、文字・活字文化の日講演会
など7種類の行事を開催し、約2,200人が参加

地域の子どもたち（主に小学生）が、日常的に、も
のづくりのプロの指導の下、色々な工作機械や工
具、材料を使って自由にものづくりができる体験型
の拠点を構築・運営する。

【平成30年度実施予定】
・実施日数：30日以上

2

未来へつなぐ笑顔
のまちづくり活動
推進事業

44

事業概要

若年層のものづくり離
れが進む中、ものづく
りに興味を持つきっか
けとなるよう、日常的
にものづくりに触れら
れる機会を創出する必
要がある。

㈱Will-Eに業務委託し、Coミドリ内（旧真駒内緑小）にものづくりKids
拠点「まこまないべーす」を構築した。
【平成30年度実績】
・実施日数：41日
・来場者（子どものみ）：711名

区や地域の特性を活かした笑顔があふれるまちづく なし
り活動を推進するため、将来を見据えた地域課題の
解決や新たなネットワーク構築に資する事業など、
「徹底した地域主義」に基づく様々な事業を通じ
て、市民の主体的なまちづくり活動を支援

既存事業の継続

市民活動団体を支援する、研修学習機能。市民活動 市民活動を行っている
入門、運営（広報、会計、ファンドレイジング）な 方、関心がある方の
どに関する講座の開催等
ニーズに合致した内容
の講座の実施を継続す
るとともに、出前講座
を取り入れるなど、市
民活動の促進に向けた
取組を推進していく必
要がある。

指定管理者により事業を継続するととも
に、市民活動のスタートアップ支援や市
民活動団体の組織基盤強化を目的とした
講座を実施する。また、市民活動の普及
啓発と新たな参加者獲得の機会創出のた
め、体験型や出前型の講座等を行う。
【平成30年度実施予定】
・実施回数：13回程度

NPOはじめて講座、NPO法人設立講座、NPOマネジメント講座（広報、プレ
ゼンテーション、チームマネジメント等）など市民活動団体の運営に関
する講座や、子どもや若者向けの体験プログラムを実施した。
【平成30年度実績】
・実施回数：22回

創業を目指す女性の活躍を後押しするため、男女共 なし
同参画センターで実施している女性向けコワーキン
グスペースを設置するほか、女性の起業・就業への
取組を行うコミュニティ形成の支援

引き続き、事業を実施する。

男女共同参画センター内に女性向けコワーキングスペースを設置・運営
し、起業・就業を目指す女性の自由なコミュニティ形成を支援した。
【平成30年度実績】
コワーキングスペース登録者数：1,298人（Ｈ31.3.31時点）

（１）在宅医療を担う人材の育成（医師向け研修、
歯科医師向け研修、薬剤師向け研修、看護職向け研
修）
（２）地域住民への普及啓発（市民向け講演会等の
開催）
（３）主治医をサポートする後方支援体制の構築
（４）在宅医療に関する相談窓口の設置・運営

引き続き、同等程度の内容を継続予定。

市民が「食」に関してどのようなことに不安を感じ
ているか、どのような情報を求めているかなど市民
目線での意見を聴く機会を充実させるため、18歳以
上の市民を対象に、普段利用している店舗の衛生状
態や食品の表示などについて調査報告や意見収集、
研修や活動結果報告懇談会も実施

食に関する知識を習得
する場を拡充するため
他事業との連携を強
化。

平成29年度と同規模で実施予定。

地域の課題やニーズに基づき、市民の参加により行われるまちづくり活
動に対し、各区の裁量により支援を行った。
【平成30年度実績】
・実施事業数：1,282件
・参加者数：1,906,238人（延べ）
・参加団体数：6,114団体（延べ）
なお、実施事業のうち、住民組織やボランティア団体、PTA等の主催事業
が34.1％（437件）、区との共催事業が29.7％（381件）で、合わせると
63.8％の事業が住民主体で実施された。

（1）医師向け研修47回（参加者数3582人）、歯科医師向け研修2回（参
加者数132人）、薬剤師向け研修2回（参加者数106人）看護職向け研修4
回（参加人数90人）実施
（2）市民向け講演会3回実施（参加者数672人）
（3）市内10区で区ごとにグループ診療体制を運用

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

〇

◎

〇

実施予定

事業を継続するとともに、稲作体験を一層充実 教）教育課程
させることで、食への関心を一層高め、食の大 担当課
切さへの理解を深める事業実施を図っていく。
【令和元年度実施予定】
・実施校数：小学校30校
・体験児童数：2,000名程度

３次構想を踏まえ、生涯にわ
たる学びの基盤である読書の
充実のために、学校図書館ボ
ランティアの人材確保や研修
等をより工夫していく必要が
ある。

事業を継続するとともに、児童生徒の読書活動 教）教育課程
の一層の充実のため、学校との連携を深めなが 担当課
ら貸出・返却業務（補助）、環境整備、読み聞
かせ等の事業実施を図っていく。
【令和元年度実施予定】
・実施校数：129校程度
・体験児童生徒数：56,000名程度

外部人材の活用については、
学校から多くの需要がある。
今後、文化系部活動も含め、
各学校がより多くの外部人材
を活用することができるよ
う、取り組みたい。

令和元年度は、外部顧問（部活動指導員）9名を 教）児童生徒
９校に派遣するとともに、特別外部指導者を46 担当課
名に依頼予定。また、外部顧問、特別外部指導
者に外部指導者を加えた方々の保険の加入を予
定。

〇
〇

〇

〇

所管課

研究推進校の固定化が見られ
るため、多くの学校に体験の
機会を与えらるように、研究
成果の普及啓発に努める必要
がある。

継続実施

教）利用サー
ビス課

特定非営利活動法人さっぽろAMスポーツクラブ 経）立地促
に補助を実施し、7月よりCoミドリ（旧真駒内緑 進・ものづく
小）内に「まこまないべーす」を構築。
り産業課
【令和元年度予定】
・毎週1日実施し、3月までに30日以上実施
・見学会を2日実施。子どもたちと一緒にものづ
くり現場に足を運び、ものづくりの魅力に触れ
る。
地域課題の解決に向けてより 引き続き、地域の課題やニーズに基づき、市民 市）市民自治
効果的な予算執行ができるよ の参加により行われるまちづくり活動に対し、 推進課
う、区の要望を踏まえて運用 各区の裁量による支援を行う。
の検討を行う。

指定管理者により、市民活動のスタートアップ 市）市民活動
支援や市民活動団体の組織基盤強化を目的とし 促進担当課
た講座を継続して実施する。また、市民活動を
知るきっかけづくりに取組むとともに、子ども
や若者を対象にした体験講座を通して市民活動
の普及啓発を図る。
【令和元年度実施予定】
・実施回数：13回程度
引き続き、事業を実施する。

市）男女共同
参画課

引き続き、同等程度の内容を継続予定。

保）医療政策
課

平成30年度と同規模で実施予定

保）食の安全
推進課

◎

〇

30名のモニターから357件の報告

〇

5

令和元年度

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

若者支援施設運営

45

3

46

3

女性社員の活躍応
援事業

47

3

若年層職場定着支
援事業
48

3

さっぽろ市民カ
レッジ
（再掲:80、158、
179、184、189、
208、223

49

3

若者の社会的自立
促進事業

3

老人クラブ活動費
補助金
51

ひきこもりやニート等困難を有する若者の職場体験
やボランティア体験等の受入先となる企業の開拓等
を実施

4

はつらつシニアサ
ポート事業
53

4

保養センター駒岡
運営

4

平成30年度

実施予定

実施結果

困難を有する子ども・若者を速やかに適
切な支援機関へとつなげるため、引き続
き関係機関とのネットワーク作りを強化
するとともに、各館において困難な状態
に陥る前のリスク予防及び早期発見に取
り組む。また、自立支援事業について
は、個々の若者が抱える課題に決め細や
かに対応できるよう、事業の充実を図っ
ていく。

登録若者人数は若者支援施設５館計で14,526人、年間延べ利用人数は５
館計で213,527人であった。また、相談事業については年間延べ5,526件
の相談に対応し、新規自立支援事業登録者が308人、進路決定者が158人
だった。

雇用情勢は改善傾向にあるものの、中間
的就労の場として本事業に対するニーズ
は変わらず多いことから、引き続き協力
企業の獲得及び伴走型の社会体験機会提
供に取り組む。

専任の企業開拓員が企業等を訪問し、若者の職業体験を受け入れてもら
えるよう積極的な勧誘活動を行うことで、平成30年度は54の協力企業・
団体等を開拓し、困難を有する若者延べ824人に社会体験機会を提供し
た。

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

同程度の事業規模で継続実施予定

子）子どもの
権利推進課

同程度の事業規模で継続実施予定

子）子どもの
権利推進課

〇

「女性活躍に向けた働き方改革」を市内
企業に波及・浸透させるため、経済団体
と連携し、「ロールモデル作り」に取り
組んでるところ。ロールモデルについて
は、取組過程を事例集にまとめ、広く普
及させる。

【企業向け】
ロールモデルづくりセミナー：実施回数3回／参加者数68人
ロールモデルづくり報告会：参加者数93人
集合セミナー：実施回数3回／参加者数57人
出前講座：派遣回数21回／参加者数497人
【女性向け】
・働く女性向けセミナー：実施回数9回／参加者数44人
・復職女性向けセミナー：実施回数9回／参加者数92人
・20代女性向けセミナー：実施回数9回／参加者数28人
・啓発イベント：実施回数4回／参加者数132人

若年層の早期離職を防止し職場定着を図るため、入
社３年以内の若手社員、及び若手社員を指導する企
業の人事・人材育成担当者及び内定者を対象とした
講演会や研修を実施
若年層を対象とした事業の職場への定着状況及び職
場への定着に資する優れた取組等を調査

若年層が将来にわたっ
て安定した人生を送る
ことができるように、
支援を継続する必要が
ある。

若手社員向け講演会 1回
若手社員向け研修、人事・人材担当者向
け研修、内定者向け研修 7回

若手社員向け講演会 180人
若手社員向け研修、人事・人材育成担当者向け研修、内定者向け研修
回135人

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 ３次構想を踏まえ、
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ 「市民活動系」「産
レッジ」を実施
業・ビジネス系」の講
座を充実させ、まちづ
くりや産業振興に主体
的に参画できる市民を
育むとともに学んだ成
果や経験を活用できる
場の用意に一層努める
必要がある。

指定管理者により事業を継続するととも
に、関係部局、民間企業及び大学等の関
係機関との連携講座を一層充実させるこ
とで、学びの成果を更なる学習や活動に
つなげることを念頭に置いた事業実施を
図っていく。
【平成30年度実施予定】
・実施予定講座数：296講座
・受講者数目標：3,000名以上

ボランティア・市民活動、まちづくり等を促進する「市民活動系」、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」、生
きがいづくりにつながる「文化・教養系」の３つの系を柱として幅広い
分野、レベルの講座を実施した。
特に、H30年度にオープンした市民交流プラザを会場とした講座など、図
書館と連携した講座を実施することで、身近な地域での学習機会の提供
に取り組んだ。
【平成30年度実績】
・実施講座数：281講座
・受講者数：4,637名

教育格差に起因する経済格差解消のため、高校中退
者等に対し、高卒認定資格取得及び再入学を目標と
した学習相談・学習支援を実施する。

事業

〇

女性が働きやすい環境
づくりのためには、企
業の理解と支援が必要
であり、企業への支援
を一層強化する必要が
ある。

働き方改革に向けての取組の 昨年度から取り組んでいる「女性活躍推進に向 経）雇用推進
成果をより多くの企業に広め けた働き方改革ロールモデルづくり」について 課
ていく必要がある。
は、業種や規模など多種多様な事例の蓄積によ
り市内企業への浸透を図る。

○

7

延べ96件の学習相談を実施し、21人が学習支援に参加、そのうち４名が
高卒認定試験の科目合格をした。

会員数を増やし、地域を豊かにする社会
活動などが活発になるよう、引き続き事
業を継続する。

老人クラブ活動のうち市長が適当と認める活動（文化・教養・趣味、レ
クリエーション、スポーツ健康増進、ボランティア、友愛）に対し、活
動費を補助した。
【平成30年度実績】
・老人クラブ数：446クラブ
・老人クラブ会員数：25,974人

高齢者福祉バス運営への補助（札幌市社会福祉協議 利用状況の推移を見な
会が民間バスを借上げ、高齢者団体の地域貢献活
がら、必要に応じて、
動、介護予防活動などの利用に供しているもの）
利用条件等について実
施主体の札幌市社会福
祉協議会と協議を行
う。

一定の市民ニーズがあり、高齢者の生き
がいづくりや社会参加の促進に寄与して
いると考えられることから、引き続き事
業を継続する。

札幌市社会福祉協議会が実施する高齢者福祉バス（民間バスを借上げ、
高齢者団体の地域貢献活動、介護予防などの利用に供しているもの）の
運営にかかる経費を補助した。
【平成30年度実績】
・年間利用者数：13,357人
・年間利用台数：384台

高齢者団体等の自主的な運営により実施する、高齢
者の社会貢献につながるきっかけづくりとなる生き
がい活動への支援として、高齢者の居場所づくりを
支援する「シニアサロンモデル事業」と先駆的な地
域貢献活動を支援する「シニアチャレンジ事業」を
実施

近年、補助件数が予定
数を下回っている。ま
た、シニアサロンモデ
ル事業について、補助
終了後も活動を継続し
ていくことが困難にな
る団体も出てきてい
る。

事業を継続するとともに、補助終了後の
安定した活動継続、申請件数の増加のた
めの方策について、引き続き検討を行
う。

高齢者団体が自主的に運営するサロンに対し経費の一部を補助する「シ
ニアサロンモデル事業」及び高齢者団体による社会貢献に係る先駆的な
取組に対し経費の一部を補助する「シニアチャレンジ事業」を実施し
た。
※両事業ともに補助期間は3年を限度としている。
【平成30年度実績】
・シニアサロンモデル事業（継続）1件
・シニアチャレンジ事業（新規）2件

高齢者等の健康と福祉増進のため、低廉で健全な保
健休養の場及び世代交流促進の場を提供することを
目的に、宿泊や日帰り利用（入浴やレストラン）、
教養講座などを実施

高齢者の豊富な経験や
知識、技能を十分に活
かすことができるよう
な機会を創出するた
め、ボランティア活動
など高齢者の自主的な
活動の支援を行ってい
く必要がある。

指定管理者による事業を継続するととも
に、引き続き高齢者等の健康増進を図り
ながら、高齢者等が積極的に参加できる
活躍の場を提供できる事業を実施してい
く。
【平成30年度目標】
・宿泊利用者：11,500人
・休憩利用者：93,500人

宿泊、休憩(入浴等)の保健休養の場を提供し、健康増進等を目的とした
教養講座を開催した。また、各種イベントでは高齢者が主体的に参加す
る機会を設けながら、地域交流や世代間交流の促進を図った。さらに、
高齢者の生活を支援するため、健康や介護等に関する相談の機会を設け
た。
【平成30年度実績】
・宿泊利用者：10,634人
・休憩利用者：86,881人
・教養講座参加者：7,719人
・相談受付件数：285件
・各イベント等参加者：4,758人

4
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【前回回答】
平成30年度

働き続けることを望む女性が結婚・出産を機に仕事
を辞めてしまうことがないよう、女性社員向けに各
種セミナーを実施するとともに、企業向けにも、女
性の仕事と子育ての両立に向けた集合型・出前型の
セミナー開催

老人クラブを育成し、その健全な発展を図るためク 老人クラブの会員数が
ラブの活動費を補助
近年減少している。

高齢者福祉バス運
営費補助金

54

【前回回答】
平成30年度までの課題

若者の社会的自立を総合的に支援することを目的と
した、若者支援総合センター及び若者活動センター
４館の運営管理

社会体験機会創出
事業

50

事業概要

6

○

〇

〇
〇
〇

【実施予定】
若手社員等向け講演会 目標200人
若手社員向け研修、内定者向け研修 5回 定
員：計150人

経）雇用推進
課

指定管理者により事業を継続するとともに、関 教）生涯学習
係部局、民間企業及び大学等の関係機関との連 推進課
携講座を一層充実させることで、学びの成果を
更なる学習や活動につなげることを念頭に置い
た事業実施を図っていく。
【令和元年度実施予定】
・実施予定講座数：307講座
・受講者数目標：3,000名以上

事業の周知や学習支援の質向 同程度の事業規模で継続実施予定
上に努める。

子）子どもの
権利推進課

会員数を増やし、地域を豊かにする社会活動な 保）高齢福祉
どが活発になるよう、引き続き事業を継続す
課
る。

高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に寄 保）高齢福祉
与していると考えられることから、引き続き事 課
業を継続する。

事業を継続するとともに、補助終了後の安定し 保）高齢福祉
た活動継続、申請件数の増加のための方策につ 課
いて、引き続き検討を行う。

〇

〇

指定管理者による事業を継続するとともに、引 保）高齢福祉
き続き高齢者等の健康増進を図りながら、高齢 課
者等が積極的に参加できる活躍の場を提供でき
る事業を実施していく。
【令和元年度目標】
・宿泊利用者：11,180人
・休憩利用者：90,000人

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

おとしより憩の家
運営補助金
55

4

老人福祉センター
運営

56

4

札幌シニア大学運
営
57

4

介護サポートポイ
ント事業

58

4

健康教育事業
59

4

健康づくりセン
ター運営
60

4

札幌市シルバー人
材センター運営費
補助事業
61

4

高齢社会に向けた
地域活動の担い手
創出事業

62

【前回回答】
平成30年度までの課題

平成30年度

実施予定

実施結果

一定の市民ニーズがあり、高齢者の生き
がいづくりに寄与していると考えられる
ため、引き続き事業を継続するととも
に、補助のあり方について検討を行う。

地域の高齢者が無料で利用できる「おとしより憩の家」を運営基準に基
づき、自主的に運営している団体に対して経費の一部を補助した。
【平成30年度実績】
・憩の家設置数：61か所
・年間延利用者数：118,567人

高齢者からの各種の相談に応じると共に、健康の増 年々、新規登録者数が
進、教養の向上及びレクリエーションのための場を 減少しており、施設利
提供
用者の固定化が懸念さ
れる。高齢者の健康増
進、介護予防を図るた
め、施設利用の促進を
検討する必要がある。

引き続き高齢者が自立した生活を送るこ
とに寄与するように、高齢者のニーズが
高い事業を展開し、健康増進、介護予防
等の促進を図り、指定管理者により継続
して事業を実施する。

高齢者の生活・健康・介護等の相談事業、介護予防運動等の健康事業、
教養向上及び健康増進を目的とした教養講座、レクリエーション、行事
等を実施した。
【平成30年度実績】
・利用者数：609,064人
・教養講座参加者：151,748人

高齢者の社会活動を促進し、生きがいの向上を図る
ため、地域社会活動のリーダー養成を目的として、
系統的な学習の機会を提供。修学期間2年間、1学年
定員100人、年間約50講座で、概ね月２～３回、札
幌市社会福祉総合センターで開講（学習場所の改修
工事により平成30年度はシニア大学を休止するた
め、平成29・30年度の新入生募集は行わない）

地域活動を支えるより
多くの人材を養成する
ため、卒業生の地域貢
献活動の取組状況等を
把握し、カリキュラム
のさらなる充実を図る
必要がある。

平成30年度にシニア大学を休止したた
カリキュラム、学年定員、入学資格、卒業要件等の見直しを行い、令和
め、平成31年度は1学年のみで実施する。 元年度の受講生の募集を行った。
地域社会活動のリーダー養成を目的と
し、カリキュラムの充実を図りながら事
業を継続する。

高齢者が介護保険制度への理解を深めるとともに高
齢者の介護に関わるボランティア活動を促進し、自
身の健康増進や介護予防につなげることを目的とし
て、65歳以上の要介護認定を受けていない高齢者
が、介護サポーターとして介護施設でボランティア
活動を行った際に、その活動に対してポイントを付
与し、申請によりポイントに応じた現金を交付

介護サポーター登録者
数は増加しているが、
実活動者は約5割に留
まっているため、活動
につながらない要因等
を分析し、事業の改善
について検討する必要
がある。

より効果的な事業とするため、委託先に
おける事務処理方法の見直しや介護サ
ポーターの活動場所の拡大の可能性につ
いて引き続き検討を行う。

高齢者が社会参加を通じ、自ら介護予防に取り組むため、介護サポー
ターの登録、受入施設の指定などを実施した。
また、より効果的な事業とするため、介護サポーターの受入施設の種別
を拡大した。
【平成30年度実績】
受入施設数:199施設
（うち既存種別施設数：175施設
新規種別施設数：24施設）
介護サポーター登録者数:1,735人

生活習慣病の予防その他健康に関する事項につい
て、正しい知識の普及を図ることにより、自分の健
康は自分で守るという意識を高め、健康の保持増進
に資することを目的とした健康教育を実施

健康さっぽろ21（第二
次）中間評価結果を踏
まえ、重視する課題に
沿ったテーマの検討が
必要。

健康さっぽろ21（第二次）の中間評価結
果を踏まえ、重視する課題や対象に沿っ
たテーマや実施基準について、見直しを
行う。

【平成30年度実績】
・健康教育実施回数：755回
・健康教育参加延人数32,640人

健康づくりセンターにおいて、市民の健康づくりに ３次構想をふまえ、健
資する各種事業を実施（運動指導事業、女性のフ
康づくりに関する普及
レッシュ検診、相談事業、その他自主事業等）
啓発・情報提供・その
他健康増進に関する事
業をより充実して行う
必要がある。

指定管理者により事業を継続するととも
に、市民の健康向上に寄与することを目
的に各種事業を実施する。
【平成30年度実施予定】
女性のフレッシュ健診：700人
健康度測定：1,490人

札幌市民一人ひとりの健康づくり活動を支援するため、医学的検査や体
力測定により個々の健康状態を把握し、必要な指導を行った。
【平成30年度実績】
女性のフレッシュ健診：1,010人
健康度測定：1,537人

高齢者が働くことを通じて社会参加し、自らの生き
がいの充実と健康の増進を図るとともに、活力ある
地域社会作りに貢献することを目的とする札幌市シ
ルバー人材センターを支援するため、運営費の一部
を補助

就労を通じた高齢者の
社会参加を推進するた
め、当センターの更な
る会員数の拡充及び就
労機会の確保が必要と
される。

シルバー人材センターに対する国(厚生労 会員数 4,120人
働省)の補助制度の改正等を注視し、国と 就業実人員 3,159人
協調した補助を継続していく。
就業延人員 271,902人日
就業率 76.7％
契約件数 20,106件
契約金額 1,285,295千円

種々の社会的学習プログラムを大学と連携して講座
として高齢者に提供し、高齢者に対する地域活動へ
の意識付けや地域課題の解決相談役の育成などにつ
なげる、いわゆる厚別区版大学連携CCRCとして展開

地域活動の担い手とし
て町内会や社会福祉協
議会のボランティア登
録する等、実際に地域
活動につながる人を増
やす取組みを引続き検
討する必要がある。

大学と連携して、高齢者の社会参加や地
域活動等に関する講座を大学で開催し、
地域の担い手となるための意識付けや社
会参加のきっかけづくりを促す。様々な
地域活動のあり方を伝え、実際の活動の
場につながる人を増やす。
【平成30年度実施予定】
・実施日：9/12～10/3（7回）
・受講者目標：80名

高齢者の社会参加や地域活動等に関する講座を大学で開催し、社会福祉
協議会や町内会等と連携し、高齢者を地域活動の場につなげるきっかけ
づくりをする。

・地域で健康づくり活
動を行うボランティア
グループへの助言や支
援の継続。

・定期的な地区ウォーキングの実施～各
地区月3回（4月～11月）の開催。（Ｈ30
年度 目標人数2,800人）
・新規参加者の拡大のため、参加者を対
象とした体力測定を年2回開催。（春、
冬）
・4地区ごとの年間合計歩数をホームペー
ジで公開し、参加者の写真を掲載。

・定期的な地区ウォーキングの実施～各地区月３回（4月～11月）の開
催。（Ｈ30年度 参加人数3,021人）
・新規参加者の拡大のため、参加者を対象とした体力測定を年2回開催。
（春の健康測定 5/30実施
89名参加 冬の健康測定 11/28実施 61
名参加）
・4地区ごとの年間合計歩数をホームページで公開し、参加者の写真を掲
載。
・新規参加者の拡大のため、１階ロビーにおいて「地区ウォーキングパ
ネル展」を実施。（3/22～3/29）

地域のボランティアグループを中心に実施されてい
る「地区ウォーキング」の運営を支援し、ウォーキ
ング人口を増やすとともに、地域で健康づくり活動
を広める担い手の育成を推進

4

【前回回答】
平成30年度

地域の高齢者が無料で利用できる「おとしより憩の 他の高齢者向けサロン
家」を運営基準に基づき、自主的に運営している団 等との役割分担などを
体に対して経費の一部を補助
踏まえ、活動頻度や利
用状況を勘案しなが
ら、より適切な補助の
あり方について検討す
る必要がある。

4

地区ウォーキング
による健康づくり
推進事業

63

事業概要

【平成30年度実績】
・実施日：9/12～10/3
・受講者数：48名

7

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

一定の市民ニーズがあり、高齢者の生きがいづ 保）高齢福祉
くりに寄与していると考えられるため、引き続 課
き事業を継続するとともに、補助のあり方につ
いて検討を行う。

〇

引き続き高齢者が自立した生活を送ることに寄 保）高齢福祉
与するように、高齢者のニーズが高い事業を展 課
開し、健康増進、介護予防等の促進を図り、指
定管理者により継続して事業を実施する。

〇

応募人数が予定数を下回り、 体系的な実践講座を導入した新カリキュラムに 保）高齢福祉
事業の周知方法について検討 より、継続して事業を実施する。
課
する必要がある。

〇
実施結果を踏まえ、今後もより効果的な事業と 保）高齢福祉
なるよう努め、事業を継続する。
課

〇
健康さっぽろ21（第二次）中間評価を踏まえ、 保）健康企画
「働く世代」を対象としたテーマ設定など工夫 課
し、取り組んでいく。
【令和元年度実施予定】
・健康教育参加延人数：30,000人

〇
〇

３次構想をふまえ、健康づく
りに関する普及啓発・情報提
供・その他健康増進に関する
事業をより充実して行う必要
がある。

指定管理者により事業を継続するとともに、市 保）健康企画
民の健康向上に寄与することを目的に各種事業 課
を実施する。
【令和元年度実施予定】
女性のフレッシュ健診：960人
健康度測定：1,800人
国の補助制度の改正等を注視し、協調した補助 経）雇用推進
を継続していく。
課

○

〇

◎

地域活動の担い手として町内
会や社会福祉協議会への活動
希望登録を進めているが、実
際の活動につなぐためには、
きっかけづくりが必要であ
り、平成30年度は同窓会に区
のイベント等のボランティア
を紹介した。結果、延べ33名
がボランティア活動に参加し
た。引続き、実際の活動の場
の提供や同窓会支援が必要で
ある。

大学と連携して、高齢者の社会参加や地域活動 厚）保健福祉
等に関する講座を大学で開催し、地域の担い手 課
となるためのきっかけづくりを促す。様々な地
域活動の在り方を伝え、実際の活動の場につな
がる元気な高齢者を増やす。
【令和元年度実施予定】
・実施日：9/11～10/2
・受講者目標：80名（申込52名）

・定期的な地区ウォーキングの実施～各地区月3 清）健康・子
回（4月～11月）の開催。（Ｈ31年度 目標人数 ども課
2,800人）
・新規参加者の拡大のため、参加者を対象とし
た体力測定を年2回開催。（春の健康測定 5/30
実施 48名参加、冬の健康測定は11月開催予
定）
・4地区ごとの年間合計歩数をホームページで公
開し、参加者の写真を掲載。
・新規参加者の拡大のため、１階ロビーにおい
て「地区ウォーキングパネル展」を３月下旬に
実施予定。
令和2年度以降も地区ウォーキングを継続支援。

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

健康寿命延伸事業

64

4

防災リーダー研修

65

5

簡易型災害図上訓
練（ＤＩＧ）支援
66

5

避難場所運営研修

67

健康寿命の延伸を図るため、要介護疾病分析の結果
に基づき、認知症やロコモティブシンドローム等に
関する普及啓発を広く行うとともに、若い世代や
ターゲットを絞った地区において生活習慣改善を図
るための健康教育やイベントを実施

68

【前回回答】
平成30年度までの課題

【前回回答】
平成30年度

医師会、歯科医師会、薬剤師会、町内会や健康づくり自主グループ、札
幌市立大学などと連携して健康寿命延伸を図るための普及啓発イベント
などを実施した。
【平成30年度実績】
実施回数：117回
参加人数：5,122名

町内会等の自主防災活動の中核を担う防災リーダー 学んだ成果を地域で生
の養成研修（防災に関する知識啓発や防災資機材の かすことことにより、
取扱方法や救出・救護等の技術の習得等）
地域コミュニティの活
性化も図ることができ
るため、今後も継続し
て行う必要がある。

今後も継続して実施する見込みである。

各区（白石区、豊平区を除く）で防災リーダー研修を実施し、地域防災
力の向上に努めている。
【平成30年度実績】
・実施回数：各区1回程度
・受講者数：1,022名

地域におけるＤＩＧや避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）
の取組を推進するため、防災知識や経験を持つ市民
を対象に、ＤＩＧ及びＨＵＧの進行役となるＤＩＧ
マスターを養成

学んだ成果を地域で生
かすことことにより、
地域コミュニティの活
性化も図ることができ
るため、今後も継続し
て行う必要がある。

平成30年度は既に実施済みであり、今後
も継続して実施する見込みである。

基幹避難所である市立小中学校において、施設の状
況、応急備蓄物資の確認及び避難所運営ゲーム（Ｈ
ＵＧ）を通じて、避難場所運営時に必要な基本的知
識と初動の対応方法を習得できる機会を創出

平成30年北海道胆振東
部地震での本市におけ
る避難所運営の課題な
どを踏まえ、当該研修
における内容の拡充な
どを図る。

避難所の運営については、市職員及び教
職員以外にも、地域住民の参加が必要不
可欠である。
平成30年北海道胆振東部地震ででた課題
などを踏まえ、研修内容の見直しなどを
行い、受講者がより一層の運営能力の向
上に寄与できるような研修に変更する予
定。

基幹避難所である市立小中学校を会場に、区職員、学校職員及び地域住
民の３者を対象とし、施設確認や区職員及び学校職員による情報交換の
ほか、防災行政無線の取扱い及び避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を実施
し、災害時の避難場所開設の的確な初動対応と基本的行動の確認を行
い、受講者の防災意識と災害対応能力向上を図ることを目的に実施し
た。
【平成30年度実施状況】
実施回数：30回
参加者数：620名

現状の取組継続を基本
とし、適宜、さらなる
普及のため検討してい
く。

平成29年度同様を想定

「ミニまち」配布について
・市内の全小学校に案内し、希望学校に対し、3学年生徒分＋α（教員分
＋窓口配下分等）を配布
※具体的な配布部数は不明

小学生のときから公共交通の重要性を認識し、公共
交通をかしこく使うことを効果的に学ばせるため
に、教材・授業プログラム等を開発し、札幌市内の
小学校で広く実践されることを目指し実施

札幌市内の小学校で広
く実践されるために、
教師が利用しやすい教
材・授業プログラムの
開発に努める必要があ
る。

研究授業や市内小学校への副読本及び教
師向け指導書の配布を継続して行うほ
か、平成32年度の新学習指導要領全面実
施に合わせた副読本内容の検討を行う。

公共交通を題材とした研究授業実施（30年度3本。累計32本）、小学校3
年生を対象とした交通環境学習副読本及び教師向け指導書の市内小学校
203校への配布や平成32年度の新学習指導要領全面実施に合わせた副読本
改訂内容の検討を行った。

市民一人ひとりが防犯への関心を持ち理解を深め、
自ら進んで対策を行うことで、身近な所で起きやす
い犯罪の被害を防ぐとともに、防犯意識の定着、地
域全体の安全確保に対する意識の高め、地域活動参
加への機会を創出（出前講座（子どもの防犯教室、
振り込め詐欺防止講話など）、防犯教育資材の貸出
（DVD、紙芝居、かるた）、防犯研修会等の開催）

昨今、頻発している前
兆事案を注視しなが
ら、適時、情報提供や
意識啓発を行っていく
必要がある。

【目標値】
・犯罪に遭わないよう常に防犯意識を
持って暮らす市民の割合・・・75.0％
・地域で行われている防犯活動に参加し
ている市民の割合・・・25.0％

【目標値】
・犯罪に遭わないよう常に防犯意識を持って暮らす市民の割合・・・未
集計
・地域で行われている防犯活動に参加している市民の割合・・・12.0％

男女共同参画活動団体
への支援の在り方につ
いて、検討が必要であ
る。

引き続き、指定管理者により事業を実施
する。

5

男女共同参画に関する学習機会の提供、学習成果の
発表の機会提供及び指導者等の人材育成のための講
座等を実施。また、市民等のネットワーク化を支援
するため、男女共同参画に関する活動を行う団体の
登録、団体への支援を実施

「子ども・若者のためのエンパワメント事業」「ワーク・ライフ支援事
業」「ジェンダー平等に向けた取組」を３つの重点事業として実施し
た。
【平成30年度実績】
男女共同参画の啓発事業の回数：26回（目標達成値：100％）

引き続き、事業を実施する。

5

ＤＶの未然防止・根絶のために「女性に対する暴力 なし
をなくす運動」期間（11月12日～11月25日）におい
て、ＤＶに関する正しい知識・現状を広く啓発する
事業を実施

食の安全について正しい知識と理解を深め、更に食 見学等受入先の確保。
に対する信頼感を高めてもらうため、食品工場や農
場等における食の安全・安心への取組を現地で見学
し、意見交換を通じて「事業者・生産者」と「市
民」の相互理解を推進

平成29年度と同規模で実施予定。

5

犯罪のない安全で
安心なまちづくり
推進事業
70

5

男女共同参画セン
ター運営
71

配偶者等からの暴
力（ＤＶ：ドメス
ティック・バイオ
72 レンス）の防止及
び被害者の支援

新たなＤＩＧマスターの認定は行っていないが、これまで認定している
ＤＩＧマスターを対象に研修を実施し、知識の向上に努めている。
【平成30年度実績】
・実施回数：１回
・受講者数：21名

ミニまち活用講座について
・ミニまち講座（対象3学年：小学校へ都市計画の出前授業）17件
（1,056名）
・まちなみ案内（対象3学年：市役所屋上、JRタワーから札幌のまちなみ
について解説）42件（3,086名）

5

69

実施結果

地域の関係団体、健康づくり自主グルー
プ、企業・大学等と連携した普及啓発イ
ベントを開催する。
【平成30年度実施予定】
実施回数：37回
参加人数：4,900名

都市計画の仕組みやルールの普及のため、子ども向
け都市計画普及本「ミニまち」を発行・配布ととも
に、「ミニまち」を活用した講座等を各小学校など
で実施

小学校における札
幌らしい交通環境
学習推進事業

平成30年度

実施予定

実践的な活動が地域で
継続されるための担い
手を育成することが必
要である。

5

都市計画制度普及
事業

市民交流事業
73

事業概要

5

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

地域の関係団体、健康づくり自主グループ等が
主体的に健康寿命延伸を図るための活動を支援
する。
区が主導で健康教育やイベントの充実を図る健
康寿命延伸事業は令和元年度で終了予定。
【令和元年度実施予定】
実施回数：100回
参加人数：5,000人
今後も継続して実施する見込みである。また、
令和元年度は、危機管理対策室で防災リーダー
研修を実施した。

〇

所管課
南）健康・子
ども課

危）危機管理
対策課

〇
令和元年度は既に実施済みであり、今後も継続 危）危機管理
して実施する見込みである。
対策課

〇
避難所の運営については、市職員及び教職員以 危）危機管理
外にも、地域住民の参加が必要不可欠である。 対策課
平成30年北海道胆振東部地震ででた課題などを
踏まえ、札幌市の防災体制の説明、簡易便座を
実際に用いた取扱い訓練、受水槽から水の取水
訓練や意見交換会などを実施し、受講者のより
一層の運営能力の向上に資するような研修に見
直しを図った。

〇
特に無し

平成30年度と同様を想定

政）都市計画
課

〇

〇

▲

〇

ＤＶ・性暴力被害防止のための啓発事業実施回数：１５回（平成３０年
度実績）

研究授業や市内小学校への小学3年生向け副読本 政）都市交通
及び教師向け指導書の配布を継続して行う。そ 課
のほか、令和２年度の新学習指導要領全面実施
に合わせて小学3年生向け副読本の改定作業及び
令和2年度から配布予定の小学5年生向け副読本
の作成を行う。
引き続き、事業概要のとおり、犯罪被害を防ぐ 市）区政課
取組を進めていくとともに、目標値を下回って
いる現状を受け、その課題の対応に向けて第３
次犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計
画の策定作業を実施する

活動支援施設である男女共同 引き続き、指定管理者により事業を実施する。 市）男女共同
参画研究室の利用状況は、前
参画課
年度からやや減少したものの
横ばい傾向となっており、引
き続き、効果的な支援の在り
方については検討が必要であ
る。
引き続き、事業を実施する。

市）男女共同
参画課

平成30年度と同規模で実施予定

保）食の安全
推進課

〇
9月と2月の2回開催し延べ44名が参加

〇

8

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

子どもの権利推進
事業
（１）子どもの権
利の普及・啓発
（２）子ども議会
74

事業概要

【前回回答】

【前回回答】

平成30年度までの課題

（１）市民が子どもの権利について理解を深め、子
どもの権利を尊重する取組を進めていくよう、
「さっぽろ子どもの権利の日」に関する事業や、広
報、啓発、研修等を実施
（２）未来を担う子どもたちに札幌のまちづくりに
ついて考えてもらい、市政への参加と理解を促進す
る機会とするため子ども議会を実施

平成30年度

(1) 子どもの権利の普及・啓発
引き続き、広報紙等の作成配布や、「子
どもの権利の日」に関する事業等を実施
する。
(2) 子ども議会
・委員会：平成30年10月～12月の期間に
５回実施（土・日曜日、祝日）
・本会議：平成30年12月27日（木）に実
施（冬休み期間中）

5

平成30年度

実施予定

実施結果

(1) 子どもの権利の普及・啓発
ア 広報紙等の作成配布
「子どもの権利ニュース」及び「子ども通信」を年２回発行。
イ 「子どもの権利の日」事業の実施
子どもの権利条例で定める「さっぽろ子どもの権利の日（11月20
日）」にちなみ、広く市民に子どもの権利について関心を持ってもらう
ことを目的に、子どもの権利をテーマに子どもからポスター作品を募集
し、優秀作品を展示するポスター展を、平成30年11月14日（水）～20日
（火）にアリオ札幌２階スペースで開催した。

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

75

リサイクルプラザ宮の沢事業として、各種教室・講
座・イベント・講演会を開催するとともに、ボラン
ティアを育成し、発寒工房・リユースプラザ事業と
して各種教室・講座を開催

指定管理及び業務委託により、継続して
事業を実施し、２Ｒを推進する内容の教
室・講座を拡充し、ごみ減量の啓発を実
施していく。
【30年度予定数】
来館者 95,000人
教室・講座等参加者数 20,000人
家具提供数 3,000個

指定管理及び業務委託により、２Ｒを推進する内容の教室・講座などを
幅広く実施し、ごみ減量の啓発を実施した。
【平成30年度実績】
来館者 98,489人
教室・講座等参加者数 18,153人
家具提供数 3,320個

各家庭の生ごみの減量・資源化を支援するため、生 3次構想を踏まえ、循環 継続して生ごみ堆肥化セミナーや生ごみ
ごみ堆肥化セミナーや生ごみ堆肥化講師派遣を実施 型社会の実現に向けて 堆肥化講師派遣を実施し、各家庭から排
は、限りある資源を有 出される生ごみの減量につなげていく。
効利用するため、ごみ 【平成30年度実施予定】
の減量につながる２Ｒ ・堆肥化セミナー：40回
(リデュース・リユー
・生ごみ堆肥化講師派遣20回
ス)の取組が重要であ
・参加者数目標：1,360人
る。そのため、リ
デュースにあたる生ご
みの減量につながる講
座を継続していく必要
がある。

各家庭から排出される生ごみの減量に効果的である堆肥化について、新
たに取り組む世帯を増やすため、セミナーを実施した。
【平成30年度実績】
・堆肥化セミナー：40回
・生ごみ堆肥化講師派遣：9回
・参加者数合計：1,477人

市民の防火・防災思想の普及啓発及び災害への備え 災害の体験コーナーや
に必要な知識・技術の習得を目的として、札幌市民 展示コーナーがあり、
防災センターの展示施設を運営
防火・防災に関する学
習機会を提供してい
る。

引き続き、市民のニーズに沿った防火・
防災に関する知識・技術の習得ができる
施設として運営していく。

北海道胆振東部地震の発生により、防災に関する市民ニーズが高まり、
防災に関するイベントを含め効果的な運営をすることができた。

救急車が着くまでの間、バイスタンダーによる応急
手当の有無が救命率に大きく影響するため、応急手
当を実施できる市民の養成を行い、救命率の向上を
推進

○普通救急救命講習開催数
目標：621回
○普通救急救命講習受講者数
目標：13,041人

○普通救急救命講習開催数
目標：621回
実績：339回

5

家庭の生ごみ減
量・リサイクル推
進事業

76

5

札幌市民防災セン
ター展示施設運営
77

5

応急手当普及啓発
業務

78

5

次世代のバイスタ
ンダー育成事業

79

3次構想を踏まえ、循環
型社会の実現に向けて
は、限りある資源を有
効利用するため、ごみ
の減量につながる２Ｒ
（デュース・リユー
ス）の取り組みが重要
である。
そのため、２Ｒを推進
する内容の教室・講座
を拡充していく必要が
ある。

平成29年度から講習の
主な受講対象を変更し
た部分で、目標の受講
依頼が無かったことが
考えられることから、
目標達成に向け効果
的、効率的な講習のPR
手法や調整方法等、あ
らゆる視点で検討する
必要がある。

〇

全ての札幌市民が応急手当を実施できるよう、次世 児童・生徒が繰り返し
代の応急手当を担う児童・生徒（小・中・高等学校 応急手当を学べる環境
生）が繰り返し応急手当を学べる体制を構築
にするため、継続的に
各学校へ働きかけを行
う必要がある。
5

事業実施目標数
〇小学校
205校中の205校
〇中学校
108校中の65校
〇高等学校
55校中の44校

◎

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 再掲
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ
レッジ」を実施

（再掲:49、158、

80 179、184、189、
208、223

所管課

▲

(2) 子ども議会
・委員会：令和元年９月～12月の期間に５回実
施（日曜日、祝日）
・発表会：令和元年11月17日（日）に開催され
る子どもの利条例施行10周年イベントの中で実
施
・市長報告会：令和元年12月26日（木）に実施
指定管理及び業務委託により、継続して事業を 環）循環型社
実施し、２Ｒを推進する内容の教室・講座など 会推進課
を拡充し、ごみ減量の啓発を実施していく。
【令和元年度予定数】
来館者 97,000人
教室・講座等参加者数 21,000人
家具提供数 3,000個

継続して生ごみ堆肥化セミナーや生ごみ堆肥化 環）循環型社
講師派遣を実施し、各家庭から排出される生ご 会推進課
みの減量につなげていく。
【令和元年度年度実施予定】
・堆肥化セミナー：40回
・生ごみ堆肥化講師派遣20回
・参加者数目標：1,360人

より多くの市民に防火・防災 引き続き、市民のニーズに沿った防火・防災に 消）総務課
に関する学習機会を提供する 関する知識・技術の習得ができる施設として運
ため、施設のＰＲやイベント 営していく。
の実施内容について検討す
る。
目標値と実績値に乖離がみら ○普通救急救命講習開催数
れるため、今後は、目標値
目標：607回
や、講習の受講対象について
検討していく必要がある。 ○普通救急救命講習受講者数
目標：19,770人

○小学校
目標：205校中205校
実績：204校中204校

事業実施事業実施目標数
〇小学校
202校中202校

○中学校
目標：108校中65校
実績：106校中72校

○中学校
106校中74校

○高等学校
目標：55校中44校
実績：53校中32校
さっぽろ市民カ
レッジ

〇

◎

○普通救急救命講習受講者数
目標：13,041人
実績：7,801人

実施予定

(1) 子どもの権利の普及・啓発
子）子どもの
引き続き、広報紙等の作成配布を行うほか、
権利推進課
「子どもの権利の日」事業として、令和元年度
は子どもの権利条例施行10周年記念イベント等
を実施する。

(2) 子ども議会
・委員会：平成30年10月～12月の期間に５回実施（日曜日、祝日）
・本会議：平成30年12月27日（木）に実施（冬休み期間中）
リサイクルプラ
ザ・リユースプラ
ザ運営

令和元年度

〇

消）救急課

消）救急課

○高等学校
53校中42校

教）生涯学習
推進課

再掲

5

9

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

教育センター講演
会

81

5

スポーツ推進委員
の活動
82

6

学校体育施設（体
育館、グラウウン
ド、格技室、プー
ル）の開放業務

83

【前回回答】
平成30年度までの課題

84

本市及び各区スポーツ事業への参画・協力をはじ
め、各地域、町内会等の住民組織及び地域スポーツ
団体と連携し、市民の健康・体力づくりに向けた事
業の企画・運営・指導等を実施

市民がいつでも・身近
でスポーツを楽しむ環
境を充実させる必要が
ある。

各地域、町内会等の住民組織及び地域ス
ポーツ団体と連携し、本市及び各区ス
ポーツ事業への参画・協力を実施してい
く。

各区スポーツ振興を通じ、市民の健康・体力づくりに向けた事業の企
画・運営・指導等を実施した。
【平成30年度実績】
・実施事業数：30事業
・参加者数：21,791名

市民にスポーツ活動の場を提供し市民スポーツ振興
の促進を目的に、学校教育に支障のない範囲で小中
学校の体育施設（体育館、グラウンド、格技室、
プール）を開放

より多くの市民がス
ポーツを楽しめるよ
う、引き続き、身近で
手軽に利用できるス
ポーツ活動の場を確保
していく必要がある。

引き続き、学校教育に支障のない範囲
で、当該事業を継続していく。
【体育館】
・開放校数：283校
【グラウンド】
・開放校数：34校
【格技室】
・開放校数：16校
【プール】
・開放校数：200校

学校教育に支障のない範囲で、小中学校の体育施設を一般開放した。
【体育館】
・開放校数：281校
・利用人数：1,273,058人
【グラウンド】
・開放校数：35校
・利用人数：17,312人
【格技室】
・開放校数：14校
・利用人数：13,912人
【プール】
・開放校数：194校
・利用人数：37,603人

（交流相手都市の希望
にもよるが、）より多
くの中学生に参加機会
を与えられるよう、可
能な限り過去に選ばれ
たことのない種目での
交流を実施できるよう
調整する必要がある。

姉妹都市提携30周年を迎えるノボシビル
スク市へ選手団（種目未定）を派遣予
定。
※正しくは平成32年に30周年を迎える
が、瀋陽市の提携記念年と重なることか
ら、2年前倒しで交流を行っている。
【派遣時期】未定
【派遣人数】未定

ノボシビルスク市との姉妹都市交流事業として、陸上競技選手団を派
遣。親善試合の実施や市内視察を通して親交を深めた。
【派遣時期】平成31年3月5日～3月12日
【派遣人数】13名（内訳：選手8名、引率教員2名、通訳1名、市職員2
名）

スポーツを通じて相互理解･友好親善を深め、国際
感覚豊かな人材を育成するため、5年毎の姉妹都市
提携記念年に該当する相手都市から選手団を札幌マ
ラソン大会に招待

個人種目でかつ競技性
の高い大会へ参加する
ことから、ジュニア交
流事業と比べると大会
中の交流が少なくなり
がちなため、積極的に
他の参加者との交流機
会を提供する必要があ
る。

姉妹都市提携30周年を迎えるノボシビル
スク市から選手団を受け入れる予定。
※正しくは平成32年に30周年を迎える
が、瀋陽市の提携記念年と重なることか
ら、2年前倒しで交流を行っている。
【派遣時期】未定
【派遣人数】未定

ノボシビルスク市との日程が合わず、2月の国際スキーマラソン、3月の
各種国内スキー大会で再調整をするも調整が付かなかったため未実施

地域の活性化やコミュニティの醸成にも貢献してい
るコンサドーレ札幌の運営会社である㈱コンサドー
レの事業のうち、下部組織育成事業やサッカー普及
育成事業、試合運営補助組織育成事業など、地域に
おけるスポーツ振興に寄与する事業を対象に補助金
を交付

観客動員数アップ、新
規スポンサーの確保、
効率的な経営による支
出の削減等、より一層
の経営努力を続けるこ
とにより、行政からの
支援を受けなくても安
定して各事業を実施で
きるレベルまで経営体
質を強化する必要があ
る。

本補助金を交付開始して以降、着実に下
部組織の育成強化が進んでおり、全国大
会においても優秀な成績を収めており、
他の補助対象事業においても、青少年の
健全育成や地域住民の社会参加促進にも
大きく寄与しているほか、H29からは障が
い者スポーツの普及啓発も行っているこ
とから、引き続き事業を継続していく。

①下部組織育成事業
U-12、15、18 各種全国大会出場
②試合運営補助組織育成事業
市民ボランティ約200名
③厚別競技場周辺地域安全対策費
シャトルバス運行、乱横断への指導、路駐対策など
④障害者スポーツ普及促進事業
アンプティーサッカーチームとの相互協力協定締結、試合会場等での障
がい者スポーツの啓発

北海道日本ハムファイターズの屋内練習場を市民開 積雪寒冷地である本市
放するための事業を実施
において、冬期間の練
習場所の確保をしてい
く必要がある。

積雪寒冷地である本市において、冬期間
の練習場所の確保につながる、市民ニー
ズが高い事業であることから、引き続き
事業を継続していく。

北海道日本ハムファイターズの屋内練習場を活用することで、冬期間の
練習場所不足の課題解消につながり、少年野球チームの活動場所の確保
を図ることが出来た。
【平成30年度実績】
小中学生の年間利用回数：91回

スポーツ実施の機会提供によるスポーツ振興と町内
会等の地域諸団体の活性化につなげるため、地域の
要望に応じて、オリンピアン等のトップアスリート
を地域に派遣し、スポーツイベント、スポーツ体験
会、講演会等を実施し、事業に関わる謝礼・交通費
の実費について助成

より多くの地域団体に活用してもらうた
め、スポーツ推進委員会各区の会長や、
体育振興会の代表合せて110団体への実施
要項と申込書の送付の他、年度当初の地
域振興課係長会議にて事業説明と活用依
頼を行っている。さらに活用を広めるた
めに、市内で活動する団体への周知に努
めていく。
【平成30年度実施予定】
・アスリート派遣イベント数：15件
・参加者総数：2500人以上

スポーツ振興に向けて、地域スポーツイベントや団体にオリンピアンや
トップアスリートを派遣した。
【平成30年度実績】
・派遣イベント数 17件
・参加者総数 5,110人

6

㈱コンサドーレ事
業費補助金

86

6

ファイターズ屋内
練習場市民開放事
87 業

6

オリンピアンズ
キャラバン事業

6

実施結果

【平成30年度実施結果】
・教育センター講演会実施回数：３回
・受講者数：534名

6

85

平成30年度

実施予定

関係部局と連携し、多様な視点から課題
を捉え、講演会の内容を一層充実させる
ことで、市民や教職員の学ぶ機会の充実
を図る。
【平成30年度実施予定】
・教育センター講演会実施予定数：３件
・受講者数目標：700名

スポーツを通じて相互理解･友好親善を深め、国際
感覚豊かな人材を育成するため、各姉妹都市の中学
生選手団と札幌の中学生選手団がスポーツを介して
交流を行う

札幌マラソン大会
姉妹都市交流事業

【前回回答】
平成30年度

一般市民や教職員を対象に、子育て支援、特別支援 第３次構想を踏まえ、
教育、不登校等への支援、その他教育に関する今日 教育に関する今日的
的テーマに沿って公開講演会を開催
テーマに沿って講演会
を開催することで、多
様化・複雑化してきて
いる課題を解決する力
を身に付ける学びの機
会の提供に努める。

6

国際親善ジュニア
スポーツ姉妹都市
交流事業

88

事業概要

３次構想を踏まえ、誰
もがスポーツに親しめ
る機会の充実、子ども
が世界に目を向ける
きっかけづくりとな
る、トップアスリート
と触れ合う機会の提
供、スポーツを通じて
の健康の保持・増進の
ための、学びの機会の
提供をさらに充実させ
る必要がある。

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

【令和元年度実施予定】
・教育センター講演会実施回数：２回
・受講者数：550名

所管課
教）研修担当
課

〇

〇

引き続き、学校教育に支障のない範囲で、当該 ス）企画事業
事業を継続していく。
課
【体育館】
・開放校数：283校
【グラウンド】
・開放校数：34校
【格技室】
・開放校数：17校
【プール】
・開放校数：199校

〇

〇

▲

〇

〇

〇

10

各地域、町内会等の住民組織及び地域スポーツ ス）企画事業
団体と連携し、本市及び各区スポーツ事業への 課
参画・協力を実施していく。

（交流相手都市の希望にもよ
るが、）より多くの中学生に
参加機会を与えられるよう、
可能な限り過去に選ばれたこ
とのない種目での交流を実施
できるよう調整する必要があ
る。特に、ウインター種目。

ポートランド市へ選手団（種目未定）を派遣予 ス）企画事業
定。
課
【派遣時期】未定
【派遣人数】未定

札幌マラソンに特化せず、国 ポートランド市から選手団を受け入れる予定。 ス）企画事業
際スキーマラソンなど、他の
課
大会も選択肢として提示し、 【派遣時期】未定
種目の選択肢を増やす必要が 【派遣人数】未定
ある。

観客動員数アップ、新規スポ
ンサーの確保、効率的な経営
による支出の削減等、より一
層の経営努力を続けることに
より、行政からの支援を受け
なくても安定して各事業を実
施できるレベルまで経営体質
を強化する必要がある。

本補助金を交付開始して以降、着実に下部組織 ス）企画事業
の育成強化が進んでおり、全国大会においても 課
優秀な成績を収めており、他の補助対象事業に
おいても、青少年の健全育成や地域住民の社会
参加促進にも大きく寄与しているほか、H29から
は障がい者スポーツの普及啓発も行っているこ
とから、引き続き事業を継続していく。

積雪寒冷地である本市において、冬期間の練習 ス）企画事業
場所の確保につながる、市民ニーズが高い事業 課
であることから、引き続き事業を継続してい
く。
より多くの地域団体に活用してもらうため、ス ス）企画事業
ポーツ推進委員や体育振興会に実施要項と申込 課
書を送付する他、地域振興課に活用を依頼す
る。
【令和元年度実施予定】
・派遣イベント数 17件
・参加者総数 3,000人

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

プロスポネット
SAPPORO連携事業
89

90

91

6

ウインタースポー
ツ塾

92

6

体育施設運営管理

6

その他体育施設運
95 営管理

6

97

札幌ドーム保全事
業
スポーツ施設リフ
レッシュ事業

6

6

中央体育館改築事
業
98

6

実施結果

誰もがスポーツに親しめる機会を充実させるため、4つのプロスポーツ
チームと連携して事業に取り組んだ。
【平成30年度実績】
・実施事業数：６事業

子どもたちがウインタースポーツに親しめる環境を
創出（小学３年生を対象に、１シーズンに１度、ス
キー場を利用する際のリフト料金やスケート場を利
用する際の貸靴料金に対する助成実施）

３次構想を踏まえ、誰
もがスポーツに親しめ
る機会の充実、札幌市
の自然と歴史が育んだ
ウインタースポーツ文
化に親しめるような学
びの機会の充実を図る
必要がある。

小学3年生だけでなく、高学年または全学
年に広げ、ウインタースポーツ振興を積
極的に進める必要がある。
利用率の向上につなげるために、より一
層の周知を図っていく。
【平成30年度予定】
・リフト券助成利用数：4500枚（3年生の
30.0％）
・スケート貸靴券利用数：6300枚（全学
年の7.0％）

■スキーリフト券助成
・小学3年生を対象に実施
・対象スキー場を7施設から10施設に拡大
・利用枚数3,163枚（小学3年生の21.1％）
■スケート貸靴助成
・対象を小学3年生から全小学生に拡大
・冬期に加え、夏期にも実施（年2回）
・対象スケート場を4施設から6施設に拡大
・利用枚数 年間計5,861枚（全学年の6.5％）

中学校運動部活動にアスリートを派遣することで、
顧問教諭が指導のノウハウを学ぶ機会とし、顧問教
諭の指導力の向上を目指す
部員のスポーツに対する関心・意欲の向上を図ると
ともに、充実した活動環境づくりを実施

３次構想を踏まえ、誰
もがスポーツに親しめ
る機会の充実、子ども
が世界に目を向ける
きっかけづくりとな
る、トップアスリート
と触れ合う機会の充実
を図っていく必要があ
る。

顧問教諭の指導スキルアップや部員生徒
の技術の向上及びスポーツに対する関
心・意欲の向上を図るとともに、充実し
た活動環境づくりを図っていく。
【平成30年度実施予定】
・派遣校数（部活動数）：13校（15部活
動）
・延べ派遣回数：240回

中学校と特別支援学校の運動部活動にアスリートを派遣。
【平成30年度実績】
・15部活動に延べ206回派遣

ウインタースポーツの裾野の拡大と競技力の向上を
図るため、小学生を対象にフィギュアスケートやク
ロスカントリーなどのウインタースポーツを幅広く
体験できる「エントリーコース」と、高いレベルの
技術指導を受けられる「エキスパートコース」を開
設

３次構想を踏まえ、誰
もがスポーツに親しめ
る機会の充実、子ども
が世界に目を向ける
きっかけづくりとな
る、トップアスリート
と触れ合う機会の提
供、トップアスリー
ト・トップコーチの指
導を受ける機会の提供
をさらに充実させる必
要がある。

エントリーコースではH29年度、募集人数
を大幅に超える応募があったことから、
募集人数を増やす取組みが必要。また、
冬のみではなく、夏季に実施可能な種目
については、夏季の体験会実施を図って
いく。
エキスパートコースでは単年度実施では
なく、複数年の指導体制づくりが必要。
【平成30年度実施予定】
・エントリーコース：720人
・エキスパートコース：50人
・夏エントリーコース：680人
・夏エキスパートコース：20人

夏季体験会を新規実施し、体験者の増加を図った。また、冬期について
も体験者人数を前年度の240人から720人に拡大して実施した。
【平成30年度実績】
・エントリーコース720人
・夏エントリーコース680人
・エキスパートコース45人

平成３０年度本大会開催（水泳競技のみ
実施、他の１２競技は震災により中
止）。

平成３０年度本大会開催（水泳競技のみ実施、他の１２競技は震災によ
り中止）。

スポーツ施設の一般開放、専用利用等の
貸館業務を行う。

「安全・安心」と「高い快適性」を追求した施設の維持管理を行い、ス
ポーツの普及振興を推進するため、一般開放、専用利用等の貸館業務を
行った。

スポーツ愛好者の中で競技志向の高いシニア世代
（概ね35歳以上）を対象に、毎年開催されているス
ポーツの祭典を2018年（平成30年）に札幌で開催

体育館グループ、温水プールグループ、美香保体育
館、スケート施設グループ、屋外競技場施設グルー
プ、スポーツ交流施設、藤野野外スポーツ交流施
設、ジャンプ競技場等の体育施設の管理

94

平成30年度

実施予定

スポーツに親しめる機会をより一層充実
させるため、平成30年度からはエスポ
ラーダ北海道（フットサルチーム）も参
加し、札幌市と４つのプロスポーツチー
ムで事業に取組んでいく。

6

日本スポーツマス
ターズ2018開催
93 準備事業

【前回回答】
平成30年度

「観るスポーツ」に関
わる市民の数をより増
やしていくために、各
チームと連携して様々
な働きかけを行ってい
く必要がある。

6

運動部活動アス
リート派遣事業

【前回回答】
平成30年度までの課題

札幌に本拠地を置く3つのプロスポーツチーム（北
海道日本ハムファイターズ、北海道コンサドーレ札
幌、レバンガ北海道）と連携して、スポーツを通じ
たまちづくりという共通目標に向けた事業を実施
6

さっぽろっ子ウイ
ンタースポーツ料
金助成事業

96

事業概要

従来からある競技ス
ポーツだけでなく、
ニュースポーツや障が
い者スポーツなど、利
用者の求めるニーズが
多様化しているがそれ
らの活動の場が限られ
ているため、開放種目
の調整や時間延長の検
討などを進めていく。

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

スポーツに親しめる機会を充実させるため、引 ス）企画事業
き続き事業を継続していく。
課

〇
助成券についての周知をさら ・スキーリフト券助成について、対象を小学3年 ス）企画事業
に進め、利用人数の増加を図 生から小学4～6年生にも拡大して実施する。
課
る。
・助成券が確実に児童に配付されるよう、各学
校への周知を強化する。

〇

顧問教諭の指導力アップや部員の技術の向上及 ス）企画事業
びスポーツに対する関心・意欲の向上を図ると 課
ともに、充実した活動環境づくりを図ってい
く。
【令和元年度実施予定】
・15部活動 延べ派遣回数240回

〇
応募倍率が前年度の10.7倍か
ら2.4倍に大きく改善できた
が、依然として抽選の結果落
選し、体験できていない応募
者もいるので定員増を図る。

体験者人数の増加を図るとともに、体験種目の ス）企画事業
拡大についても検討を進めていく。
課
初心者向けの体験会に加え、競技連盟や少年団
と連携を図り、競技者人口の増加に向けた取り
組みの在り方についても検討していく。

〇

【平成30年度実績】
・利用者数（個人）：3,216,186人
・利用者数（専用）：2,410,618人

スポーツ部が所管する体育施設の機能を確保するた 特になし
め、施設の修繕、備品の更新等を実施

昨年度に引き続き、施設の修繕及び備品
の更新等を実施していく。

計画的に施設の修繕等を実施することができた。

開業から16年が経過している札幌ドームについて、 特になし
大規模イベントなどを継続的に開催できる環境を保
つため、計画的に保全改修工事を実施

昨年度に引き続き、施設の修繕及び備品
の更新等を実施していく。

計画的に施設の修繕等を実施することができた。

老朽化したスポーツ施設全般及び大型備品（リンク 特になし
整氷車やバスケットゴールなど）の更新を計画的に
実施

昨年度に引き続き、施設の修繕及び備品
の更新等を実施していく。

計画的に施設の修繕等を実施することができた。

老朽化した中央体育館について、市民のスポーツ活 特になし
動を支える中核施設として現有機能を継承するとと
もに、市民の誰もがいつまでもスポーツに親しむこ
とができる環境を実現するため、移転改築を実施

新中央体育館の体育館棟、駐車場棟、外
構部分の竣工を予定している。

新中央体育館の体育館棟、駐車場棟が竣工した。

▲

スポーツ施設の一般開放、専用利用等の貸館業 ス）施設課
務を行う。

〇

〇
〇
〇
〇

11

ス）企画事業
課

【令和元年度実施予定】
・利用者数（個人）：3,300,000人
・利用者数（専用）：2,300,000人

昨年度に引き続き、施設の修繕及び備品の更新 ス）施設課
等を実施していく。
昨年度に引き続き、施設の修繕及び備品の更新 ス）施設課
等を実施していく。
昨年度に引き続き、施設の修繕及び備品の更新 ス）施設課
等を実施していく。
・北ガスアリーナ札幌46を開館した。
・外構部分が竣工した。
・旧中央体育館の解体工事を実施している。

ス）施設課

番号

事業・取組名

藤野野外スポーツ
交流施設リニュー
99 アル事業
オリンピック
ミュージアム活用
100 推進事業

101

ラグビーワールド
カップ2019大会
開催準備

施策の
展開項目

6

オリンピックミュージアムを活用し、オリンピッ
ク・パラリンピック招致機運の醸成、オリンピッ
ク・パラリンピック教育の推進

ジャンプ競技場に併設
されており、一体的に
活用したオリパラ教育
の拠点にする。

市内45校の小学校にオリパラ教育を実施
する。
平昌オリンピックの聖火リレートーチ、
勝者メダルの展示を実施する。

市内45校の小学校に、オリパラ教育を実施した。
平昌オリンピックの聖火リレートーチ及び勝者メダルセットを購入し、
展示を実施した。

世界三大スポーツイベントの一つといわれるラグ
ビーワールドカップ2019を開催することにより、
トップレベルのスポーツにふれる機会を提供すると
ともに、大会を通じて国内外へシティプロモートを
実施

大会認知度を向上さ
せ、市民がラグビーの
魅力に触れる機会をさ
らに増やしていく必要
がある。

ラグビー協会と連携し、子どもたちがラ
グビー競技に触れる機会を増やしていく
とともに、代表戦のパブリックビューイ
ング等、広く市民がラグビー観戦できる
取組みを継続して実施していく。

2019年の大会開催を前に、日本代表戦のパブリックビューイング（PV）
や大会1年前イベント等の機運醸成の取組みのほか、ラグビー協会と連携
し、小・中学生向けラグビー体験を実施した。
【平成30年度実績】
PV実施数：5試合
ラグビー体験：9回

東京2020オリンピックのサッカー競技を開催するこ
とにより、オリンピズムの理念を学ぶきっかけ、
トップレベルのスポーツにふれる機会を提供すると
ともに、大会を通じて国内外へ札幌の魅力をＰＲ

「札幌ドーム」が東京
2020大会の会場である
ことの周知に加え、市
民のオリンピックに対
する関心を高める取組
など増やしていく必要
がある。

各節目でイベントを実施し、引き続き周
知を図るとともに、市民がオリンピック
を身近に感じるような参加・体験できる
取組を展開していく。

開催２年前イベントでは、経済界協議会等と連携し、オリンピアン・パ
ラリンピアンによるトークショー等を実施し、約400名の方にご来場いた
だいた他、大会パートナーが実施するイベント等にも出展し、東京2020
大会のＰＲを実施。

障がい者スポーツに関するイベントや調査研究を実 障がいの有無に関わら
施し、それらの結果を踏まえて、障がい者スポーツ ず誰もがスポーツを楽
が地域に定着するための新しい方策を検討
しむことができる環境
づくりにより一層取り
組んでいく必要があ
る。

普及促進プログラムに基づき、障がい者
スポーツの「裾野の拡大」「競技力の向
上」「支える仕組みづくり」に取り組ん
でいく。
【平成30年度実施予定】
・「札幌市障がい者スポーツ普及促進協
議会」の設置
・区体育館の障がい者スポーツ専用利用
開放
・障がい者スポーツ体験会、指導者養成
講習会の実施」

【平成30年度実績】
・札幌市障がい者スポーツ普及促進協議会の設置
・区体育館の障がい者スポーツ専用利用開放の実施
・障がい者スポーツ体験会、指導者養成講習会の実施

「スポーツを通じて心身を鍛え、人種・民族、国の
違いを超えて友好を深め、平和な世界を築く」とい
うオリンピズムの理念を踏まえ、スポーツを通じて
子どもの知・徳・体をバランスよく育むための取組
を推進

３次構想を踏まえ、札
幌の特性を生かし、ス
ポーツを通じて心身を
鍛え、人種・民族、国
の違いを超えて友好を
深めというオリンピズ
ムの理念を育む教育に
一層努める必要があ
る。

事業を継続するとともに、オリンピック
ミュージアムを活用した授業を一層充実
させることで、冬季オリンピック大会を
開催した札幌市の歴史と伝統を踏まえた
学習を通して、「ふるさと札幌」を愛す
る心の育成する事業実施を図っていく。
【平成30年度実施予定】
・実施校数：75校
・体験児童生徒数：8,000名程度

オリンピック・パラリンピックに関する知識、選手の体験・エピソー
ド、大会を支える仕組み等についての学習を通して、スポーツの意義や
価値等に触れる機会の充実を図ることを目的として、オリンピアン・パ
ラリンピアン等の講話、オリンピック・パラリンピック種目の体験、オ
リンピックミュージアムを活用した学習を実施した。
【平成30年度実績】
・実施校数：75校
・体験児童生徒数：7,896名

札幌ドームを始め多数の国際規模のスポーツ施設に より幅広い世代がス
恵まれた「スポーツのまち・豊平区」として、区民 ポーツに親しめるよ
がスポーツに親しむための多彩な機会を提供
う、適宜、事業内容を
見直す必要がある。

ラグビーワールドカップ2019・東京オリ
ンピック2020（サッカー予選）の開催、
今後の冬季オリンピック・パラリンピッ
クの招致活動に合わせて、体験会・研修
会などを開催し、引き続き、スポーツを
通じたまちづくりを推進していく。

札幌ドームを会場にした「スポーツバイキング2018」や、ラグビーワー
ルドカップ2019日本大会に向けた機運醸成事業（体験会、観戦デー、研
修会）、オリンピック・パラリンピック競技の体験会（カーリング・
フィギュアスケート・スポーツクライミング）を開催するなど、子ども
を中心とした幅広い世代にスポーツに親しむ機会を提供した。
【平成30年度実績】
・区が実施したスポーツイベントへの年間参加者数：8,764人

アイヌの人たちを講師とする、アイヌ文様の刺繍や なし
木彫り、アイヌ料理などの体験講座を実施

文化芸術に関する学びの充実の観点か
ら、引き続き次のとおり実施予定
【平成30年度実施予定】
・実施講座数：24講座
・受講者数目標：240名

【平成30年度実績】
・実施講座数：24講座
・受講者数：216名

世界の若手音楽家に対する教育事業、演奏会事業
市民に対してさらなる
（各種コンサート）、音楽普及事業（リンクアップ 知名度の向上を目的と
コンサート、教育セミナー等）を実施
した広報の実施や、優
れた演奏に触れる機会
の提供について、改善
を図っていく。

平成30年度は、創設者であるレナード・
バーンスタインの生誕100年にあたり、31
年度はPMFが第30回目となる節目の年を迎
えることから、アニバーサリーイヤーに
相応しい記念事業の実施を予定してい
る。

札幌を中心に若手音楽家への教育、成果の発表の場及び市民等へ優れた
音楽に触れる機会を提供する演奏会、音楽普及のための教育機関等と連
携した事業などを行った。
【期間】平成30年7月7日～8月1日
【公演数】40公演
【入場者数】38,159人

市民に優れた演奏に接する機会を提供することで、
音楽文化の振興に寄与するため、毎月1回、主とし
て本市にかかわりのある中堅音楽家による無料のコ
ンサートを開催

市民等に対し事業は浸
透してきているが、演
奏・鑑賞環境の改善
（特に冬期間）が課題
と捉えており、改善を
検討する。

平成30年度以降においても、毎月１回の
コンサート開催を継続する。

主として本市に関わりのある中堅音楽家による無料のコンサートを毎月
１回開催した。また、演奏・鑑賞環境の改善を図るため、２月開催のコ
ンサートについて市民交流プラザ１階SCARTSコートを会場とした。
【実施回数】12回
【来場者数】3,889人

市民へ優れた演劇作品鑑賞機会を提供し、演劇の
ファン層の開拓（すそ野の拡大）を図り、市民文化
の振興と新たな観光資源としての活用を図ることを
目的とし、「札幌演劇シーズン」の開催経費の一部
を補助
音楽、演劇、舞踊等の活動を行うアマチュアのサー
クルや文化団体等に対して、市立小学校の音楽室等
を低廉な料金で貸し出す（開放）ことにより、練習
会場及び創作の場を提供

３次構想を踏まえ、よ
り多くの市民が文化芸
術に親しむ機会を創出
する必要がある。

平成29年度と同規模での実施となる見込
みである。

札幌演劇シーズンを支援することにより、広く市民へ優れた演劇の鑑賞
機会を提供することができた。年間来場者数が２年連続で増加し、新規
ファン層の開拓及び定着に取り組むことができた。

利用者の拡大に向け、
認知度の向上などに係
る取組を検討する。

開放小学校の改築等の状況を踏まえつ
つ、平成29年度と同規模で実施する見込
みである。

音楽、演劇などの文化芸術活動を行っている市内のアマチュアグルー
プ、サークル、一般市民に練習会場として市立小学校の教室を開放する
ことで、市民の文化活動を支援した。
【開放小学校数】16校（19教室）
【年間利用者数】23,558人

6

オリンピック・パ
ラリンピック教育
推進事業
（再掲:221）

6

とよひらスポーツ
応援プロジェクト
事業
6

アイヌ文化体験講
座
106

7

パシフィック・
ミュージック・
フェスティバルの
107 開催

7

市民ロビーコン
サートの開催
108

7

演劇公演支援事業
109

7
文化活動練習会場
学校開放

110

実施結果

6

6

105

平成30年度

実施予定
実施なし

地域における障が
い者スポーツ普及
促進事業

104

【前回回答】
平成30年度

時期は未定だが、残り２基のリフトの更
新を行う予定。（平成29年度で一旦事業
は終了）

6

103

【前回回答】
平成30年度までの課題

市民が身近にスポーツを楽しめる環境を整えるた
今後、残り２基のリフ
め、老朽化が進んでいる藤野野外スポーツ交流施設 トの更新が必要
のリフトの更新を実施

東京２０２０オリ
ンピック開催準備
102

事業概要

7

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

令和元年度は実施予定なし

所管課
ス）施設課

〇
市内60校の小学校にオリパラ教育を実施する。 ス）施設課
オリンピックミュージアムネットワークを活用
して、展示物の充実や企画展を実施する。

〇

子どもたちのラグビー競技に触れる機会を増や ス）ラグビー
すため、市内全小学校にタグラグビーの用具を ワールドカッ
配布する。また、広く市民がラグビー観戦でき プ担当課
るよう、大会前の日本代表戦や大会期間中の各
試合会場で行われる試合のパブリックビューイ
ングを開催する。

〇

開催１年前イベントでは、報道写真展等を実施
し、４日間で約3,200名の方にご来場いただい
た。引き続き、大会パートナー等が実施するイ
ベント等と連携して、大会時の札幌ドームのフ
ルスタジアムを目指す

〇

「札幌市障がい者スポーツ普及促進プログラ
ス）企画事業
ム」に基づき、障がいの有無に関わらず誰もが 課
スポーツを楽しめる環境づくりに引き続き取り
組んでいく。
【令和元年度実施予定】
・パラスポーツクラブの設立
・札幌市障がい者スポーツ普及促進協議会の実
施
・障がい者スポーツ体験会、指導者養成講習会
の実施

〇

12

◎

◎

〇
〇

〇
〇
〇

ス）東京オリ
ンピック・パ
ラリンピック
担当課

３次構想を踏まえ、札幌の特
性を生かし、スポーツを通じ
て心身を鍛え、人種・民族、
国の違いを超えて友好を深め
というオリンピズムの理念を
育む教育に一層努める必要が
ある。

事業を継続するとともに、オリンピックミュー 教）教育課程
ジアムを活用した授業を一層充実させること
担当課
で、冬季オリンピック大会を開催した札幌市の
歴史と伝統を踏まえた学習を通して、「ふるさ
と札幌」を愛する心の育成する事業実施を図っ
ていく。
【令和元年度実施予定】
・実施校数：90校
・体験児童生徒数：8,400名程度
ラグビーワールドカップ2019日本大会・東京オ 豊）地域振興
リンピック2020（サッカー予選）の開催、今後 課
の冬季オリンピック・パラリンピックの招致活
動に合わせて、機運醸成事業や体験会などを開
催し、引き続き、スポーツを通じたまちづくり
を推進していく。

【令和元年度実施予定】
・実施講座数：24講座
・受講者数：240名

市）アイヌ施
策課

令和元年度はPMFが開催30回目の節目を迎えるこ 市）文化振興
とから、アニバーサリーイヤーに相応しい記念 課
事業の実施を計画している。

令和元年においても、毎月１回のコンサート開 市）文化振興
催を継続する。また、演奏・鑑賞環境の改善に 課
ついて引き続き改善を図る。

３次構想を踏まえ、より多く 補助金額が減額となったため、発表作品数を１ 市）文化振興
の市民が文化芸術に親しむ機 減らしての実施となる見込みである。
課
会を創出する必要がある。
開放小学校の改築等の状況を踏まえつつ、平成 市）文化振興
30年度と同規模での実施を計画している。
課

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

サッポロ・シ
ティ・ジャズの開
催
111

３次構想を踏まえ、よ
り多くの市民が文化芸
術に親しむ機会を創出
するため、定期的に事
業内容の見直しを行っ
ていく必要がある。

平成29年度と同規模での実施となる見込
みである。

写真文化振興のため、北一条さっぽろ歴史写真館に
おける展示や札幌市公文書館の収蔵写真を活用した
展覧会、ワークショップなどの各種事業に対して補
助金を交付

３次構想を踏まえ、よ
り多くの市民が文化芸
術に親しむ機会を創出
する必要がある。

平成29年度と同規模での実施となる見込
みである。

生活・文化・風景の写真を展示する写真展や札幌「写真祭」の開催な
ど、多様な手段により、市民が写真文化に触れる機会を提供した。
（北１条さっぽろ歴史写真館（展示換え３回）

7

能楽振興のための能楽公演やワークショップなどの ３次構想を踏まえ、よ
事業に対して、補助金を交付
り多くの市民が文化芸
術に親しむ機会を創出
する必要がある。

平成29年度と同規模での実施となる見込
みである。

教育文化会館の仮設能舞台を活用した本格的な能楽公演、ワークショッ
プ、実演レクチャーなどを展開し、伝統芸能の裾野を広げるとともに、
市民が多彩な文化芸術に親しむ機会を提供した。
・来場者数等 計831人

一部助成分野の見直しを図ったうえで募
集を行い、23の事業に対する助成を決定
した。

22の事業に対して合計2,801千円を助成した。

7

本市の文化芸術振興に寄与する活動等を行う団体及 市民ニーズに即した助
び個人への助成を実施
成制度とするため、定
期的に制度の見直しを
図ることが必要であ
る。

仮称）札幌博物館の整備推進に向け、展示内容や事業活動の方向性を示
す「展示・事業基本計画」の策定と、整備や管理運営についての情報収
集として他館事例調査を行った。

7

札幌博物館の整備に向け、展示内容や事業活動の展 今後は整備や管理運営 平成30年度は整備や管理運営についての
開方法などを定めた「展示・事業基本計画」や整備 について諸計画の検討 基礎的な情報収集などを行い、計画の推
内容を定めた「整備基本計画」を策定
に加え、民活導入など 進に向け基礎的な調査を実施する。
PPP/PFI導入の可能性に
ついても検討する必要
がある。
時計台２階ホール・豊平館広間等を希望者に貸し出 豊平館の貸室利用率が
し、コンサートのほか、セミナーや映画鑑賞などの 低いため、より一層市
多彩なイベントを実施する場を提供
民等に広報する必要が
ある。

指定管理者により事業を継続するととも
に、豊平館の貸し出しについては、広報
を充実させ、利用率の向上を図ってい
く。

時計台２階ホール及び豊平館広間等を希望者に対し貸出を行った。
【平成30年度実績】
・時計台ホール利用率 92.1％（13,039人が利用）
・豊平館広間等の貸室利用率 15.3％

札幌における多様な文化芸術活動の拠点としての機 本事業は平成30年度を
能と、多くの人が交流する場としての機能を合わせ 持って終了となる予定
持つ札幌市民交流プラザ（札幌文化芸術劇場
である。
hitaru、札幌文化芸術交流センターSCARTS）を整備

本事業は平成30年度を持って終了となる
予定である。

施設工事や備品購入等、札幌市民交流プラザの整備を終え、予定通り平
成30年10月7日に供用を開始した。

平成30年10月に供用を開始する札幌市民交流プラザ
内の札幌文化芸術劇場hitaru、札幌文化芸術交流セ
ンターSCARTSについて、具体的な事業計画などを検
討

札幌における多様な文
化芸術活動の中心的な
拠点であるとともに、
多くの人が交流する場
とする。どのように取
り組んでいくかが課題
である。

札幌における多様な文化芸術活動の中心
的な拠点であるとともに、多くの人が交
流する場とするための運営管理を行う。

平成30年10月7日に供用を開始し、当初、年間100万人の来館を目標とし
ていたところ、半年で達成した。

札幌の地域特性を活かした多様な芸術表現に触れら
れる札幌国際芸術祭を３年に１度開催し、その間、
札幌市資料館を拠点として芸術祭に対する理解促進
につながる取組を実施

これまで２回の札幌国
際芸術祭の開催を通じ
てイベント自体の認知
度は一定程度向上して
きているが、今後は、
札幌国際芸術祭が扱う
現代アート、メディア
アートの鑑賞について
の理解促進を図る必要
がある。

札幌の特徴や魅力をより生かしていくた
め、次回の札幌国際芸術祭は2020年度の
冬季開催とし、「札幌の魅力を国内外に
発信」と「市民の創造性の醸成」を目指
したプログラムを展開していく。
また、市民へのより一層の浸透を目指
し、芸術祭が扱う現代アート、メディア
アートに関する市民講座も実施してい
く。

札幌市内10区でのアウトリーチ活動やSIAF2020のディレクターによる
トークイベント等30回以上実施し、人材育成のための講座にも延べ700人
以上が参加したことから、多くの市民の現代アートへの興味・関心を高
め、芸術祭ファンの獲得に向けた取組みを実施できた。
【平成30年度実績】
・芸術祭の普及啓発のためのイベント実施数：39回
・国際芸術祭に向けた人材育成のための講座参加人数：740人

国内外で活躍するアーティストと市民との交流イベ 事業を実施する施設立
ントの開催等により、住民間の交流促進や新しい地 地から、参加市民が限
域活動の担い手を発掘するような機会を創出
定的なものとなってい
る面がある

既往業務との一体的な実施や市民参加プ
ログラムの会場選定の工夫など効果的な
取組方法を検討する

地域のまちづくり協議会との協働で交流イベントを実施し、天神山文化
祭では2,201人が参加した。国内外から公募する滞在アーティストとの
ワークショップ等を実施し、194人の応募者から2人のアーティストを選
出。期間中には市民参加の作品制作などを行い滞在成果を発表した。

人形劇、児童劇等の制作及び発表と制作団体の育成 新規劇団の更なる育
を通じて、青少年の情操のかん養を図り、もつてそ 成。
の健全な育成その他の活動に資するため、こども人
形劇場「こぐま座」及びこどもの劇場「やまびこ
座」を運営

同規模実施予定。

・観劇者数（2館合計）：20,214人
・上演回数（2館合計）：303回

7

能楽振興事業

札幌市文化芸術振
興助成金
115

（仮称）札幌博物
館整備推進事業
116

時計台２階ホー
ル・豊平館広間等
117 貸出

7

札幌市民交流プラ
ザ整備事業
118

7

札幌文化芸術劇
場・札幌文化芸術
交流センター運営
事業
119

7

国際芸術祭事業

120

7

さっぽろ天神山
アートスタジオ運
121 営管理費（アート
による地域活性化
分）

実施結果

市民の文化芸術への関心を高めるとともに、発表の
機会が少ない団体や個人に発表の場を設けることに
よって、文化活動の担い手育成を図るため、11月を
文化月間と位置づけ、演劇や音楽、美術などの様々
なアート系イベントを開催し、文化芸術活動に触れ
る機会を創出

写真文化振興事業

114

平成30年度

実施予定

一部事業について、平成29年度から会場
等を変更し、実施する。

7

113

【前回回答】
平成30年度

３次構想を踏まえ、よ
り多くの市民が音楽を
中心とした文化芸術に
親しむ機会を創出する
必要がある。

7

112

【前回回答】
平成30年度までの課題

音楽文化の振興、観光の活性化、札幌の魅力発信を
図るため、大通公園や芸術の森などでプロのミュー
ジシャンによるライブの+K31:L34他、市内各所で市
民参加型のライブなどを開催

さっぽろアートス
テージ事業

7

子ども劇場運営
122

事業概要

7

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

街中12会場で行ったパークジャズライブなどのフェスティバルプログラ
ムを中心として、年間を通して様々な企画を展開し、年間240,267人の来
場者があった。

〇
舞台芸術部門・音楽部門・学生音楽部門・美術部門の４部門を実施し、
市民が気軽に文化芸術に触れる機会や発表の場を提供することができ
た。
・来場者数

計495,934人

〇

〇

実施予定

所管課

３次構想を踏まえ、より多く 平成30年度と同規模での実施となる見込みであ 市）文化振興
の市民が音楽を中心とした文 る。
課
化芸術に親しむ機会を創出す
る必要がある。

３次構想を踏まえ、より多く 平成30年度と同規模での実施となる見込みであ 市）文化振興
の市民が文化芸術に親しむ機 る。
課
会を創出するため、定期的に
事業内容の見直しを行ってい
く必要がある。

３次構想を踏まえ、より多く 平成30年度と同規模での実施となる見込みであ 市）文化振興
の市民が文化芸術に親しむ機 る。
課
会を創出する必要がある。

〇

３次構想を踏まえ、より多く 平成30年度と同規模での実施となる見込みであ 市）文化振興
の市民が文化芸術に親しむ機 る。
課
会を創出する必要がある。

〇

市民ニーズに即した助成制度 一部助成分野の見直しを図ったうえで募集を行 市）文化振興
とするため、定期的に制度の い、23の事業に対する助成を決定した。
課
見直しを図ることが必要であ
る。
令和元年度は整備や管理運営に関する諸計画の 市）文化振興
検討に向け、前年度に策定した展示・事業基本 課
計画を基に、展示室や諸室構成の考え方につい
て補足調査を実施する。

〇

引き続き、指定管理者により事業を継続すると 市）文化財課
ともに、特に豊平館の貸室の利用率向上をさせ
ていく。

〇

平成30年度をもって事業廃止

◎
◎

〇

〇

好調な来館者数は開館直後と
いう時期的な効果も考えられ
ることから、今後も継続的に
多くの方にご来館いただく工
夫が必要である。

市）文化振興
課

引き続き多くの方にご来館いただき、札幌の文 市）文化振興
化芸術の拠点としての機能を果たせるよう、工 課
夫をこらした主催事業の実施、貸館の営業など
を、指定管理者と連携して努めていく。

2020（令和2）年12月14日から2021（令和3）年2 市）国際芸術
月14日までの期間で開催する札幌国際芸術祭
祭担当課
2020に向け、引き続き「札幌の魅力を国内外に
発信」と「市民の創造性の醸成」を目指したプ
ログラムを展開していく。
また、市民へのより一層の浸透を目指し、芸術
祭が扱う現代アート、メディアアートに関する
市民講座についても引き続き実施していく。

既往業務との一体的な実施や市民参加プログラ 市）文化振興
ムの会場選定の工夫など効果的な取組方法を検 課
討する

同規模実施予定。

〇

13

令和元年度

子）子どもの
権利推進課

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

メディアミックス
イベント創出支援
事業

123

事業概要
クリエイティブ産業の活性化や創業支援、新産業の
創造、札幌・北海道の魅力向上などを目的とし、
様々なイベントを通して、新しい価値観や文化、社
会の姿を提案し、新たなビジネスを生み出す場を提
供する「No Maps」の開催を支援

【前回回答】
平成30年度までの課題
ビジネスカンファレン
スやベンチャー企業の
発表の場、ビジネス交
流の場の創出、先端技
術活用の実証実験等は
引き続き実施し、更に
充実させていく。

7

さっぽろ雪まつり
事業

124

さっぽろ雪まつりの魅力アップとさらなる集客増を
図るため、開催期間の延長や将来にわたって安定的
にイベントを継続していくための人材を育成
7

公園管理

125

平岡樹芸センター及び豊平公園・百合が原公園の緑 なし
のセンターにおいて、園芸教室など受講料無料の各
種教室等を実施

【前回回答】
平成30年度

126

8

札幌市資料館運営
管理
127

8

さっぽろっ子ウイ
ンタースポーツパ
ワーアップ事業
128

8

雪と暮らすおはな
し発表会
129

冬みち地域連携事
業
（１）雪体験授業
（２）札幌雪学習
（３）地域除雪ボ
ランティア活動へ
130 の支援

8

8

実施結果

「No Maps2018」を平成30年10月10日
先端技術や斬新なアイデアを軸とした「新しい価値観/文化/社会の姿」
（水）から14日（日）までの5日間開催。 を提案するビジネスコンテンツをテーマに、各種事業を実施。
〇先端技術等、映像、音楽をはじめとする多様なコンテンツをテーマ
に、ビジネスセミナーや展示会、札幌国際短編映画祭、音楽ライブサー
キットなどを開催
〇登壇者や出演者、来場者が繋がるための交流会を実施
〇先端技術を活用した実証実験をセミナーやイベントなどと連動して実
施

平成29年度に1日間延長した大通会場、す
すきの会場の会期8日間を維持するととも
に、人材を育成を念頭に置いた事業実施
を図っていく。
【平成30年度実施予定】
大通会場・すすきの会場 平成31年2月4
日～11日(8日間)
つどーむ会場 平成31年1月31日～11日
(12日間)
大雪像制作ボランティア12月から募集

平成29年度に1日間延長した大通会場、すすきの会場の会期8日間を維持
するとともに、大雪像制作等に関わる人材を育成した。
【平成30年度実績】
大通会場・すすきの会場 平成31年2月4日～11日(8日間)
つどーむ会場 平成31年1月31日～11日(12日間)
来場者数：273万7千人
大雪像制作ボランティア従事者数：685人

指定管理者により事業を継続していく。

災害により一部の講座等で中止するものがあったものの、概ね例年並み
の回数を実施している。
【平岡樹芸センター】
実施回数：24回、参加者：246人
【豊平公園緑のセンター】
実施回数：67回、参加者：1,041人
【百合が原公園緑のセンター】
実施回数：80回、参加者：491人

7

博物館活動セン
ター運営

平成30年度

実施予定

「サッポロカイギュウ」化石をはじめとする調査・
研究を行い、自然史系分野を中心に9万点を超える
資料を収集・保存
企画展示・体験学習会など、主に小・中学生等を対
象とした事業を展開、化石クリーニングボランティ
アといった市民との協働による事業も実施

体験学習会や野外観察
会は市民からの要望が
非常に高いが、開催回
数や講師の確保に課題
がある。今後は運営方
法の検討や、時期の調
整などを精査していく
ことが必要。

普及・交流事業の主催事業の内容精査に
取り組み、市民や学校教育、他機関との
連携事業を重点的に検討し、認知度向上
に向けた活動を実施する。

博物館活動の基盤である調査・研究、資料の収集・保存事業を着実に進
めながら、中央区から豊平区へ移転して3年目ということでセンターの周
知を目的とした普及・交流活動を積極的に行った。その結果、来館者が
14年ぶりに1万人を超え延べ10,619人、館外での事業参加者を含めると延
べ11,839人となった。

文化芸術に関する講座や刑事法廷展示室を活用した
模擬裁判など学習活動の場を提供
まちの歴史展示室では、札幌のまちの成り立ちの概
要、大通公園の解説や札幌市資料館に用いられてい
る札幌軟石に関する資料を展示

歴史、文化など札幌の
魅力を再発見する学習
機会を提供するうえ
で、講座や展示がマン
ネリ化しないよう拡充
や講座内容の見直しを
図ることが必要

展示資料などに限りはあるものの、歴
史、文化などへの学びの機会に対する市
民的ニーズに対応できるよう、関係機関
からの資料の貸与等により定期的な展示
の入れ替えを行うなどマンネリ化しない
ような工夫を検討する。

文化芸術に関する催しや、講座の定期的な開催、裁判所・検察庁との共
催による法・司法に係る学習機会を提供した。
常設のまちの歴史展示室では、旧札幌控訴院である札幌市資料館の文化
財としての価値、特徴や大通公園の歴史、文化等の概要を伝える展示を
行っている。

次世代を担う子供を対象にウインタースポーツの魅
力を伝えることにより、将来的なウインタースポー
ツ実施率の向上を目的として実施
中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校の
スキー学習の充実と実施率の向上を目的として、教
育委員会学校教育部ととの共催で実施するもの。ま
た、小学校の歩くスキーの普及啓発を目的に、青少
年山の家を利用する市内小学校を対象に実施

３次構想を踏まえ、雪
（ウインタースポー
ツ）を生かした学習機
会の充実や、市や区の
人材・地域性を生かし
た特色ある学習機会の
充実に努め、「札幌ら
しさ」を再発見できる
機会の充実を図ってい
く必要がある。

教育委員会との連携により、より効率的
な事業運営と、各学校のニーズに応えら
れるような事業改善を図っていく。
【平成30年度実施予定】
・市立中学校・高等学校のスキー学習へ
のインストラクター派遣人数：950人
・市立小学校の歩くスキー体験へのイン
ストラクター派遣人数：150人

札幌スキー連盟及びスキー場を運営する11社、札幌身体障害者スキー協
会、さっぽろ青少年女性活動協会の協力を得てインストラクターを派
遣。
【平成30年度実績】
・スキー学習支援（中学校、高校、高等支援学校、肢体不自由のある児
童生徒の支援(小・中））
80校に延べ1,004人派遣
・歩くスキー出前授業
18校に延べ160人派遣

将来を担う子どもたちが、学校などで「札幌市の雪 なし
対策」や「冬の暮らし」などについて学んだことを
発表する場として子どもたちによるステージ発表や
応募作品の展示を実施

平成30年度以降も継続して実施する。

【ステージ発表】
作品数：50点（当日発表23点）
参加者：285名（当日発表127名）
【展示部門】
作品数：178点
参加者：484名

（１）将来のまちづくりを担う子どもたちが札幌の なし
雪対策や冬の暮らしに関心を持ち、除雪に対する意
識が浸透するよう、市内小学校の高学年を対象とし
た「雪体験授業」（除雪に関する体験学習）を実施
（２）「雪」を楽しんだり克服したりする活動を通
して雪への意識の浸透を図るため、小学校全学年を
対象とした「札幌雪学習」（雪に関する総合学習）
を実施
（３）市民・団体等と行政との協働による除排雪を
推進し、町内会や学校、企業等で取り組まれている
地域の除雪ボランティアに対する支援として、活動
に使用する除雪用具の貸出を実施

平成30年度以降も継続して実施する。

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題
規模を考えると、来場者数を
もっと増やす必要がある。収
支についても利益をもっと出
せるような仕組みが必要であ
る。

〇

〇

実施予定

所管課

【会期】
経）IT・クリ
2019年10月16日（水）～20日（日）（5日間）※ エイティブ産
一部 10月12日（土）～13日（日）
業担当課
【主な事業】
・NoMaps Business Conference 2019（世界に展
開するビジネスから、地方創生を目指したクリ
エイティブな取り組みまで、多様なテーマのカ
ンファレンスを開催。）
・Touch the NEW Street&Square
（先端技術やサービスを紹介するブースを多数
出展するほか、学生によるメディアアーツ作品
などを展示。）
・第14回札幌国際短編映画祭（世界104の国と地
域から応募があった3,661作品の中から厳選され
た作品を上映。）
平成29年度に1日間延長した大通会場、すすきの 経）観光魅力
会場の会期8日間を維持するとともに、人材を育 づくり担当課
成を念頭に置いた事業実施を図っていく。
【令和元年度実施予定】
大通会場・すすきの会場 令和2年2月4日～11日
(8日間)
つどーむ会場 令和2年1月31日～11日(12日間)
大雪像制作ボランティア12月から募集

指定管理者により事業を継続していく。

建）みどりの
管理課

〇

◎

〇

〇

普及・交流事業として、市民や学校教育、他機 市）文化振興
関との連携事業を重点的に検討し、認知度向上 課
に向けた活動を実施する。上述の事業について
は、効率的な運営ができるよう検討を行う。

歴史、文化などへの学びの機会に対する市民的 市）文化振興
ニーズに対応できるよう、各種講座等の充実や 課
定期的な展示の入れ替えを行うなどの工夫を検
討する。

各学校のニーズに応えられるような事業改善を ス）企画事業
図っていく。
課
【令和元年度実施予定】
・スキー学習支援 950人派遣
・歩くスキー出前授業 140人派遣

令和元年度以降も継続して実施する。

建）計画課

令和元年度以降も継続して実施する。

建）事業課

〇

（1）173校で雪体験授業を実施した。
（2）学習パッケージを6つ、ニューズレターを20号までホームページで
公開している。
（3）48団体に除雪用具を貸し出した。

〇

14

令和元年度

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

さけ科学館運営管
理
131

171、209、224）

8

・特別支援学級等を対象としたスペシャ
ルニーズキャンプの実施。
・課題を抱える若者に対する、自然体験
活動を用いた支援事業の実施。

・利用者数：19,998人
・施設使用数：6,236棟

8

定山渓の豊かな自然環境の中で、幅広い年齢層の市 障害者等に対する活動
民が利用できる野外教育施設を運営し、家族や小グ 支援
ループを中心に、互いに支え合い学び合う機会と、
自然の営みに直接触れる機会を提供

北国の自然環境の中で体験的・創造的に学習できる 第３次構想を踏まえ、
場の提供、動植物に関する標本の展示等
市民のふるさとへの愛
着を育むために、自然
豊かな札幌の環境を生
かした農業体験や自然
観察等のふるさと札幌
に関する学びの機会の
充実を図る。

インターネット等を活用し、学校におけ
る事前、事後学習を支援したり、広報
さっぽろ等を活用し、市民同士の交流の
場を創出したりするなど、市民が体験
的・創造的に学ぶことができる機会の充
実を図る。
【平成30年度実施予定】
・農業体験数：延べ85校 2500名
・生物教材の提供校：延べ693校
・自然学習体験会等の一般施設利用者
数：延べ4100名

【平成30年度実施結果】
・農業体験数：延べ64校 3421名
・生物教材の提供校：延べ 693校
・自然学習体験会等の一般施設利用者数：延べ5175名

北区がこれまで取り組んできたポプラ通の再整備、 地域における歴史伝承
亜麻栽培及び藍栽培に係る歴史の伝承といった「歴 の担い手を育成してい
史と文化のまちづくり」を推進
く必要がある。

①ポプラ通：ポプラ通再整備、樹木の剪
定、動植物観察マップの検討等 ②亜
麻：植栽地の維持と拡大、記録冊子作成
等 ③藍の歴史を知る授業（小中高
校）、団体活動補助等
【平成31年度まで継続】

①ポプラ通：ポプラ通再整備（累計1,440m）等 ②亜麻：亜麻の植栽、
記録冊子作成等 ③藍：藍の歴史を知る授業（小中高5校）、団体活動補
助（1団体）等

直ちに一般就労への移行が困難な生活保護受給者又
は生活困窮者に対して、就労に従事する準備として
の基礎能力の形成を支援するため、就労体験やボラ
ンティア活動の場を提供

委託により前年度と同規模の事業を継続
するとともに、参加者の状態に応じた
オーダーメイド型の支援を実施する。
また、就労により効果的なセミナーの開
催や就労体験機会の提供を行うなど、事
業の充実を図っていく。
【平成30年度実施予定】
・事業参加者数 150人

平成30年度実績
・事業参加者数 125人
・セミナー（訓練）参加延べ人数

多くの高齢者が、積極的に社会参加する
ことで本人の健康や生きがいが向上する
とともに、高齢者の活躍が地域社会に生
かされていくことを目的とし、介護サ
ポートポイント事業など様々な事業を通
してきっかけづくりをしていく。

「札幌市高齢者支援計画2018」の個別施策のうち、介護サポートポイン
ト事業において、受け入れ施設拡大等の強化を図ったほか、「高齢者の
社会参加支援に関する基本方針」を進めるため、社会参加のきっかけづ
くりを推進する冊子「セカナビ札幌2019」を作成した。

委託による事業を継続するとともに、関
係部局、高等養護学校等の関係機関との
連携をとりながら事業をすすめていく。
また、就労への流れを作るため、事業者
向けに本講座での取組や雇用の事例等を
紹介する雇用促進セミナーを実施する。
【平成30年度実施予定】
・講座カリキュラム：全180時間
・受講者数：24名

知的障がいのある方を対象に介護職員初任者養成講座を実施し資格取得
を支援した。
【平成30年度実績】
・講座カリキュラム：全180時間
・受講者数：23名

平成29年度と同様に、障がいのある方の
就職までの支援、各種セミナーを実施予
定。
【平成30年度実施予定】
就職支援 随時（目標：年間12名以上就
職）
求人の獲得 随時
障がい者向けセミナー 10回
障がい者支援員向けセミナー 4回
企業向けセミナー 2回

障がいのある方の雇用機会の充実を図るため就職までの支援やセミナー
（障がい者向け、障がい者支援員向け、企業向けの3種）を行った。
【平成30年度実績】
本事業により就職した障がい者19名
獲得求人19件
障がい者向けセミナー10回（75名参加）
障がい者支援員向けセミナー4回（21名参加）
企業向けセミナー2回（65名参加）

北区の歴史資源を
活用したまちづく
り事業
135

8

就労ボランティア
体験事業

136

9

高齢者の社会参加
支援の在り方検討
137

生涯現役社会の実現に向けた高齢者の社会参加支援
の具体策を立案するため、既存事業の検証・再構築
を含めた検討を実施
9

知的障がい者等を
対象とした介護職
員初任者養成事業

138

平成19年度からモデル事業（手稲区）として、障が
いのある方の就労支援施策の一環として、特別支援
学校生徒などの知的障がい者を対象に介護初任者養
成研修を実施（委託）

資格取得後、就労へ向
けた流れをどう作って
いくのか、関係機関と
の連携の必要性があ
る。

9

障がい者元気スキ
ルアップ事業

139

本事業への参加が、よ
り就労に結びつくよ
う、支援メニューの充
実を図る必要がある。

障がいのある方の雇用機会の充実を図るため、障が
いのある方、障がい福祉サービス事業所、民間企業
に対する研修、職場実習、職業紹介、職場開拓を実
施
9

3次構想を踏まえ、就労
へ向けた学びの充実を
図るよう、セミナーを
継続して行う等就労へ
向けた学びの機会を継
続して提供する必要が
ある。

指定管理者により事業を継続し、豊平川
に遡上するサケの現状等を普及啓発する
ことにより、自然環境への学びの機会を
提供していく。

実施結果

再掲

8

体験放流等は毎年行っ
ており、リピーターが
多いため、学習の内容
や方法の重複を避け、
飽きの来ないよう工夫
する必要がある。

平成30年度

実施予定

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊か 再掲
な社会資源を活用したプログラムを、土曜日等に学
校施設等を活用して実施

北方自然教育園運
営

134

【前回回答】
平成30年度

8

定山渓自然の村運
営
133

【前回回答】
平成30年度までの課題

さけの生態や自然環境についての理解を深めてもら
うことを目的として、「サケ稚魚体験放流」、「さ
かなウォッチング」、「さっぽろサケフェスタ」等
の事業を実施

サッポロサタデー
スクール事業
132 （再掲:32、164、

事業概要

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

施設の利用促進事業を55件実施し、総参加者数は6,372人となった。

〇

令和元年度

実施予定

所管課

昨年は地震等の影響もあ
指定管理者により事業を継続し、豊平川に遡 建）みどりの
り、利用者が減少したため、 上するサケの現状等を普及啓発することによ
管理課
新たな利用者の獲得について り、自然環境への学びの機会を提供していく。
工夫する必要がある。
また、リピーターに対しては飽きの来ないよ
うな内容を検討しつつ、新たな利用者も獲得で
きるよう工夫をしていく。
教）生涯学習
推進課

引き続き、より多くの市民に自然体験活動を提 教）生涯学習
供することができるよう事業実施に努める。
推進課

〇
【令和元年度実施予定】
教）研修担当
・農業体験数：延べ65校 3500名
課
・生物教材の提供校：延べ 690校
・自然学習体験会等の一般施設利用者数：延べ
5500名

〇

〇

323人

〇

事業参加者のうち、直ちに
就労困難と判断され、長期的
かつ複合的な支援を必要とす
る者（障害の疑いがある者、
引きこもり等の社会的孤立
者）が増加している傾向にあ
る。

委託により前年度と同規模の事業を継続する 保）保護自立
とともに、参加者の状態に応じたオーダーメイ 支援課
ド型の支援を実施する。
直ちに就労困難と判断される者については、
関係機関（医療機関、障害者相談事業所、ひき
こもり支援センター等）と連携し、適切な支援
を継続して受けられるよう、本事業を実施す
る。
【令和元年度実施予定】
・ 事業参加者数 150人
「セカナビ札幌2019」をシニアワーキングさっ 保）高齢福祉
ぽろ等のイベントで配布・周知する。
課

◎
資格取得後、就労へ向けた流
れをどう作っていくのか、関
係機関との連携の必要性があ
る。

◎

15

①ポプラ通：ベンチ撤去・再設置、動植物観察 北）地域振興
マップの検討.作成 ②亜麻：植栽地の維持と拡 課
大、亜麻講習会の開催等 ③藍の歴史を知る授
業（小中高校）、団体活動補助等

〇

委託による事業を継続するとともに、関係部
局、高等養護学校等の関係機関との連携をとり
ながら事業をすすめていく。また、就労への流
れを作るため、事業者向けに本講座での取組や
雇用の事例等を紹介する雇用促進セミナーを実
施する。
【令和元年度実施予定】
・講座カリキュラム：全180時間
・受講者数：14名

保）障がい福
祉課
手）保健福祉
課

平成30年度と同様に、障がいのある方の就職ま 保）障がい福
での支援、各種セミナーを実施予定。
祉課
【令和元年度実施予定】
就職支援 随時（目標：年間12名以上就職）
求人の獲得 随時
障がい者向けセミナー 10回
障がい者支援員向けセミナー 4回
企業向けセミナー 2回

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

障がい福祉人材確
保・定着サポート
事業
140

障がいのある方の地域生活を支える障害福祉サービ
ス事業所などの人材定着等を図るため、事業所など
を対象とした管理者・初任者研修等を実施

9

女性の多様な働き
方支援窓口運営事
業
142

143

9

新卒未就職者等に
対する就職支援事
業

9

さっぽろ夢農業人
育成支援事業

145

9

建設業人材確保・
育成支援事業
146

9

民生委員への研修
の実施
147

10

介護人材確保促進
事業

10

【前回回答】
平成30年度

平成30年度

実施予定

実施結果

引き続き、障がいのある方の地域生活を
支える障害福祉サービス事業所などの人
材定着等を図るため、事業所などを対象
とした管理者研修等を実施する。
【平成30年度実施及び予定】
・初任者研修の受講者数：854名
・管理者研修の受講者予定者数：
200名

障がいのある方の地域生活を支える障害福祉サービス事業所などの人材
定着等を図るため、事業所などを対象とした管理者研修等を実施した。
【平成30年度実績】
・初任者研修の受講者数：854名
・管理者研修の受講者数：205名

ハローワーク及び民間職業紹介事業者と連携し各種 高齢化社会を迎えるに
就業支援事業を実施
あたり、高齢者のニー
ズを踏まえた就職支援
の強化が必要とされ
る。

引き続き事業を実施し、求職者の就業支
援を継続するとともに、高齢者を対象と
した企業説明会を新たに開催するなど、
高齢者と企業のマッチング機会の創出を
図る。

各求職者のニーズに応じたきめ細かな就労支援を実施するとともに、高
齢者向けのセミナー・企業説明会等を拡充した。
【実績】
・利用者数 113,372人
・就職件数
5,996件
・シニア向け
セミナー参加者数 308人

子育て女性の希望する多様な就労を支援するため、 子育て女性を対象にし
各区であいワークなどと連携したセミナーや採用意 ているため、職場体験
欲のある企業での職場体験を実施
中の子どもの預け先の
確保が課題である。

平成30年10月からは、女性の多様な働き
方支援窓口「ここシェルジュSAPPORO」で
の支援メニューの一つとして実施してい
る。今後は、企業内保育所等をもつ企業
を職場体験の受入先として、積極的に開
拓していく予定。

平成30年10月に、女性の多様な働き方支援窓口「ここシェルジュ
SAPPORO」を開設し、個別相談やセミナー、職場体験等を実施。就労と保
育の一体的な相談窓口として運営している。
【平成30年度実績(10月～)】
・登録者数541人
・セミナー18回開催、参加者数241人
・職場体験先への就職率38.9％

正社員就職を希望するおおむね35歳以下の若年求職
者、非正規社員及び定時制・通信制学生を対象に、
座学研修で就職活動に役立つ能力及び社会人基礎力
を身に付けてもらい、その後、職場実習を通じて、
正社員就職又は正社員への転換が可能な市内企業へ
の就職を支援
広く一般求職者向けに合同企業説明会を開催し、市
内企業との出会いの場を設け、正社員就職を支援

非正規参加者がより参
加しやすくなり、就職
率が向上できるような
事業の工夫が必要であ
る。

座学研修及び職場実習 参加者57人
合同企業説明会 参加者404人

研修参加者数 58人
正社員就職者数 40人
正社員就職率 69.0％
合同企業説明会参加者数

正社員就職を希望する新卒未就職者等を対象に、１
か月間の座学研修を実施。その後、３か月間の有給
の職場実習を通じて実務に沿ったノウハウや能力を
習得してもらい、市内企業への正社員就職を支援

集合研修に適した参加
者を集め、就職率が向
上できるような事業の
工夫が必要である。

座学研修及び職場実習

9

若年求職者等に対
する就職支援事業

148

【前回回答】
平成30年度までの課題

9

就業サポートセン
ター、あいワーク
における各種就業
支援、職業相談・
141 紹介

144

事業概要

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

◎

実施予定

所管課

高齢者歓迎求人の確保強化や、高齢者向けのセ 経）雇用推進
ミナー・仕事説明会の種類や回数を増やすな
課
ど、求職者全体が減少傾向にある中で増え続け
る高齢求職者の支援をより厚くする。

○

○

令和元年度

引き続き、障がいのある方の地域生活を支える 保）障がい福
障害福祉サービス事業所などの人材定着等を図 祉課
るため、事業所などを対象とした管理者研修等
を実施予定。
【令和元年度実施予定】
・初任者研修の受講者数：600名
・管理者研修の受講者数：200名

開設後間もないため、認知度
の向上が課題となっている。
保育所管部署との連携を強化
し、窓口の周知を図る。

令和元年度においては子育てサロン等で実施す 経）雇用推進
る出張相談を、従来の２区から全区に拡大した 課
ほか、潜在的求職者の掘り起こしに加えて就労
継続支援も実施する。

【実施中】
座学研修及び職場実習
第1期：参加者64人
第2期：定員70人

404人

経）雇用推進
課

○
参加者66人

参加者数 69人
正社員就職者数 41人
正社員就職率 62.1％

さっぽろ夢農業人育成支援事業により農業研修を行 ３次構想を踏まえ、
う研修生に対し研修奨励金を給付
「社会で活躍できる力
を育む学びの推進」
「就労へ向けた学びの
充実」をより一層推進
し、農業の担い手を継
続的に確保する必要が
ある。

平成30年度においては、引き続き奨励金
を交付すると共に関連機関と連携を強化
し、研修ニーズに即した研修会を実施す
る。
【平成30年度予定】
研修生２名に研修奨励金を交付
研修会の開催（1回）

本市で新規就農を目指す研修生に対して研修奨励金を交付したほか関係
機関と連携による研修会を開催した。
【平成30年度実績】
研修奨励金の交付（２名）
研修会の開催（１回、受講者11名）

将来、建設業に従事し地域を担うことが期待される
若者に、建設業の魅力や仕事の意義をPRするため、
親子や学生を対象とした現場見学会を実施するほ
か、学生等の就労意欲向上に効果的となるインター
ンシップを実施した企業に助成金を交付

将来を担う若者に、建
設業の魅力や社会的役
割を理解してもらい、
イメージの改善を図る
には、継続して事業を
実施することが重要で
ある。

・小学生の親子や女子学生を対象とした
土木施設見学ツアー
・土木系の高校、大学生を対象とした現
場見学会
・インターンシップ受入れ企業に対する
助成

・小学生の親子や女子学生を対象とした土木施設見学ツアー（83人）
・土木系の高校、大学生を対象とした現場見学会（129人）
・インターンシップ受入れ企業に対する助成（28件）

市民ニーズの多様化や、保健福祉に関する制度の複 地域における課題は複
雑化が進む中、民生委員に対して活動に役立つさま 雑・多様化しているこ
ざまな保健福祉に関する情報を提供
とから、民生委員の知
識の幅を広げるために
も、研修内容を随時検
討していく必要があ
る。

今後も地域の身近な相談者としての役割
を果たせるよう、引き続き民生委員への
研修を継続する。

新任委員研修や指導者研修など委員の状況に合わせた研修を実施し、必
要な知識の補完を図っている。
・実施回数：12回
・参加人数：1,091人

介護保険サービス事業者が求める人材を適切に確保
できるよう、セミナーなどの開催により自らの事業
所の魅力をうまく伝え、求職者の心をつかむ手法の
習得を支援するとともに、実践の場として合同就職
相談説明会などを開催

サービス事業者個別セミナー参加事業者 サービス事業者個別セミナー参加事業者数62事業者。
数目標60事業者。
合同就職相談説明会3日開催、参加事業者数50事業者。
合同就職相談説明会開催回数3日間、参加 参加求職者数47名。
事業所数目標60事業者。参加求職者数目
標150名。

セミナーで学んだ内容
を合同就職相談説明会
において更に実践でき
るよう、広報活動の工
夫や開催月の変更等を
行い、求職者の参加数
を増やす必要がある。

事業

○

〇

〇

16

〇

若年求職者等に対する就職支 若年求職者等に対する就職支援事業と統合して 経）雇用推進
援事業と統合して実施するこ 実施する。
課
とで、事業の効率化を図る。

本市における農業の新たな担
い手を確保・育成するため農
業経営の知識を習得する機会
を提供する必要がある。

本市で新規就農を目指す研修生や新規就農者に 経）農政課
対し、関係機関と連携したサポートを行うとと
もに研修会を開催し、農業の担い手を育成を図
る。なお、研修奨励金は、国の制度見直しに合
わせて令和元年度を最後に廃止する予定。
【令和元年度実施予定】
研修生・新規就農者の面談
研修会の開催（1回）

将来を担う若者に、建設業の
魅力や社会的役割を理解して
もらい、イメージの改善を図
るには、継続して事業を実施
することが重要である。

・小学生の親子や女子学生を対象とした土木施 建）業務課
設見学ツアー
・土木系の高校、大学生を対象とした現場見学
会
・インターンシップ受入れ企業に対する助成

今後も地域の身近な相談者としての役割を果た 保）総務課
せるよう、引き続き民生委員への研修を継続す
る。

引き続き、介護保険サービス事業者が求める人 保）介護保険
材を適切に確保できるよう、セミナーの開催に 課
より採用力向上を図り、実践の場として合同就
職相談説明会を開催する。

〇

【令和元年度実施予定】
サービス事業者個別セミナー参加事業者数目標
60事業者。
合同就職相談説明会開催回数2日間、参加事業所
数目標60事業者。
参加求職者数目標100名。

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

認知症サポーター
等養成事業

149

認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の人やそ
の家族を地域で見守り、支える市民（認知症サポー
ター）を増やすため、認知症サポーター養成講座を
実施。
10

手話講習会等の実
施

150

151

事業概要

札幌市産業振興センターにおいて、中小企業経営者や従業員、創業予定
者等を対象としたセミナーを74回実施し、延べ1,429名が参加した。

札幌学院大学と連携し、大学院の授業をソーシャル 本市の社会課題に応じ
ビジネスに関心のある市民に提供する「ソーシャル たセミナー内容を検討
ビジネススクール」や先輩起業家の講演や先輩起業 する必要がある。
家との交流会である「ソーシャルビジネスセミ
ナー」を実施

本市の社会課題に応じたセミナー内容を
検討しながら、引き続き同程度の事業を
継続する。

札幌学院大学と連携して、ソーシャルビジネススクール（参加者数9
名）、ソーシャルビジネス・カフェ（参加者数21名）及びソーシャルビ
ジネスセミナー（参加者数60名）を実施した。

女性のニーズに応じた対応を検討しなが
ら、引き続き同規模の事業を継続する。

相談窓口にて、114名の相談対応を実施した。また、交流会を実施し、75
名が参加した。

10

女性中小企業診断士による相談窓口を開設し、女性 女性のニーズに応じた
の起業や経営に関する相談を受けるほか、女性起業 支援の実施。
家交流会を実施し、女性の起業を支援

起業志望者の増加に繋がる施策を検討し
ながら、引き続き事業を継続する。

10

起業に関する講座の開催や経営支援、市内ビジネス 経済の活性化に寄与す
コンテストの紹介などにより起業マインドを醸成
る起業支援施策を検討
し、起業に挑戦する方を支援
する。

起業家５者及び起業志望者１名を表彰し、前年度の受賞者５名へ経営支
援を実施した。また、起業に関する講座を12回実施し、延べ259名が参加
した。

コンテンツ産業振興のため、クリエイターなどの人
材育成や多様な産業との連携、新たなビジネスの創
出を促進するセミナーやワークショップ、助成事業
などを実施

引き続き、他産業との
連携促進や新たなビジ
ネスの創出に向けた事
業を検討・実施してい
く。

コンテンツ産業を始めとするクリエイ
ティブ産業と他産業との連携促進、新た
なビジネスの創出に向けた各種取り組み
を推進していく。

クリエイティブ産業と他産業との連携促進、新たなビジネスの創出に向
けたセミナーやワークショップ等を実施した。また、市内のクリエイ
ターと道内企業の連携事業を対象とした補助金を交付した。
【平成30年度実績】
セミナー等 実施回数：10回
参加者数：延べ390人
補助金 採択数：4件
補助総額：3,973千円

来札者の満足度向上につなげるため、ホームページ
や広報媒体を活用した市民のおもてなし意識の醸成
やおもてなしを実践する機会の創出、事業者のサー
ビスアップ、観光ボランティアの活動支援を通じ
て、観光客の受入環境を強化

行政の働きかけありき
になっており、市民一
人ひとりが自発的に行
うおもてなしの雰囲気
や支援体制づくりがで
きていない。

おもてなし実践に役立つ冊子の充実や外
国人観光客への市民のおすすめ情報発信
など、市民と外国人観光客の交流を支援
する取り組みを行う予定。

市内案内所において観光案内を行う観光ボランティア160名の活動支援を
実施した。また、おもてなし実践に役立つ冊子の充実や外国人観光客に
札幌の文化を紹介するマンガなど、市民と外国人観光客の交流を支援す
る取り組みを行った。

就農を志す市民等を対象に、農業に関する知識や栽
培技術の習得を通じ、新たな農業の担い手と農業応
援団を育成することを目的とした「市民農業講座
さっぽろ農学校」を実施

より幅広い年齢層の
方々が参加し活躍でき
るよう、栽培技術のほ
か、加工実習や調理実
習の講座を組み込み、
講座内容の充実を図
る。

講座内容をより充実させ、学びの成果を
更なる活動につなげることを念頭に置い
た事業実施を図っていく。
【平成30年度実施（予定）】
受講者目標：24名
実施予定講義数：全78回
（実習47、講義19、その他12）

就農や市内小中学校に人材を派遣し、農体験活動の支援を行う「農体験
リーダー」、また、農業ボランティア等の農的活動に必要とされる栽培
技術や知識の習得に向けた講座の実施。
【平成30年度実施】
受講者数：11名
実施講義数：全78回
（実習47、講義19、その他12）

インタークロス・
クリエイティブ・
センター事業
155

10

おもてなし推進事
業
156

10

市民農業講座
さっぽろ農学校
157

10

さっぽろ市民カ
レッジ
（再掲:49、80、

158 179、184、189、

10

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

〇

ニーズに合わせたセミナーの内容を検討
しながら、引き続き同規模の事業を継続
する。

ベンチャー創出・
育成事業

事業

【平成30年度実績】
認知症サポーター養成数13,105名
サポーター養成講座実施回数417回

中小企業経営者や従業員、創業予定者等を対象とし ニーズに合わせたセミ
た中小企業経営セミナーの実施
ナーの実施。

10

女性起業家育成事
業

154

認知症サポーター養成講座の実施を継
続。

実施結果

手話講習会：297人
中級手話講習会：50人
手話通訳者養成講座：15人
要約筆記者養成講座：42人
盲ろう者通訳・介助員養成講座：15人

10

153

高齢化の進行に伴い、
今後も認知症高齢者が
増加していくことが予
測されることから、認
知症の方が安心して暮
らせる地域づくりを目
指し、より広い対象に
認知症の理解を進める
必要がある。

平成30年度

実施予定

各区において手話講習会を実施するほ
か、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう
通訳・介助員の養成講座を実施する。
【実施予定】
手話講習会：355人
中級手話講習会：50人
手話通訳者養成講座：15人
要約筆記者養成講座：30人
盲ろう者通訳・介助員養成講座：20人

ソーシャルビジネ
ス担い手育成講座
152

【前回回答】
平成30年度

各区において手話講習会を実施するほか、手話通訳 ３次構想を踏まえ、障
者、要約筆記者及び盲ろう通訳・介助員の養成講座 がいのある方との意思
を実施
疎通が円滑に行えるよ
うにするため、今後も
継続して学習出来る環
境を整備していく必要
がある。

10

中小企業経営セミ
ナー

【前回回答】
平成30年度までの課題

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 再掲
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ
レッジ」を実施

再掲

施設の運営（貸室事業、区民講座、地域住民の交流
等を目的とした事業、地域の憩いの場づくり施設活
用事業、図書室業務など）、施設の維持管理。地域
住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及
振興を図り、地域住民の福祉の増進に寄与（例：子
どもから高齢者に至る住民各層の交流、文化・ス
ポーツ等を通じた住民間のコミュニティ活動の活性
化など）

指定管理者制度により事業を継続し、貸
室事業、区民講座、地域住民の交流等を
目的とした事業、地域の憩いの場づくり
施設活用事業、図書室業務などを各指定
管理者の工夫のもと実施する。

〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇

▲

令和元年度

実施予定

所管課

高齢化の進行に伴い、今後も 企業・市民に対する認知症サポーター養成講座 保）介護保険
認知症高齢者が増加していく の周知及び認知症サポーター養成講座実施の継 課
ことが予測されることから、 続。
認知症の方が安心して暮らせ
る地域づくりを目指し、より
広い対象に認知症の理解を進
める必要がある。

各区において手話講習会を実施するほか、手話 保）障がい福
通訳者、要約筆記者及び盲ろう通訳・介助員の 祉課
養成講座を実施する。
【実施予定】
手話講習会：355人
中級手話講習会：50人
手話通訳者養成講座：15人
要約筆記者養成講座：30人
盲ろう者通訳・介助員養成講座：20人
ニーズに合わせたセミナーの内容を検討しなが 経）商業・金
ら、引き続き同規模の事業を継続する。
融支援担当課
本市の社会課題に応じたセミナー内容やニーズ 経）商業・金
を検討しながら、同程度のソーシャルビジネス 融支援担当課
スクール及びソーシャルビジネスセミナーを実
施する。
女性のニーズに応じた対応を検討しながら、引 経）商業・金
き続き同規模の事業を継続する。
融支援担当課

前年度の受賞者へ経営支援を実施するほか、市 経）商業・金
内のビジネスコンテストの紹介等を通じて起業 融支援担当課
に係る機運の醸成を図る。
コンテンツ産業を始めとするクリエイティブ産 経）IT・クリ
業と他産業との連携促進、新たなビジネスの創 エイティブ産
出に向けた各種取り組みを推進していく。
業担当課
【令和元年度実施予定】
セミナー等 実施回数：10回程度
参加者数目標：300人以上
補助金 採択予定数：3件程度
補助上限：3,000千円
市内案内所において観光案内を行う観光ボラン
ティアの新規募集を行うほか、引き続き活動を
支援する。また、オリンピック・パラリンピッ
ク等の大型イベントに向け、おもてなし意識の
さらなる浸透を図るため、おもてなし実践に役
立つ冊子やステッカー、バッジ等のツールの改
訂、追加作成や配布を行う。
講座内容を一層充実させ、学びの成果を更なる
活動につなげることを念頭に置いた事業実施を
図っていく。
【令和元年度実施（予定）】
受講者目標：24名
実施予定講義数：全78回
（実習47、講義19、その他12）

経）観光誘
致・受入担当
課

経）農業支援
センター

教）生涯学習
推進課

208、223）

地域コミュニティ
施設運営（区民セ
ンター10館、コ
ミュニティセン
ター2館、地区セ
159 ンター24館計36
館）

11

３次構想を踏まえ、生
涯学習の普及振興とい
う施設の設置目的の達
成に向けて、講座や事
業等を通じて、引き続
き学習成果の発表や学
びをきっかけとした交
流の場の充実を図る必
要がある。

指定管理者制度により、貸室事業、区民講座、地域住民の交流等を目的
とした事業、施設開放事業、図書室業務などを実施した。
【平成30年度実績】
・利用件数 186,113件
・利用率
63.2％
・利用人数 2,916,159人

17

〇

指定管理者制度により事業を継続し、貸室事
市）区政課
業、区民講座、地域住民の交流等を目的とした
事業、地域の憩いの場づくり施設活用事業、図
書室業務などを各指定管理者の工夫のもと実施
する。

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

世代間交流の支援

160

世代間交流を進めるために、福祉のまち推進セン
ターが行うふれあい活動事業への協力や、ふれあ
い・いきいきサロンへの支援を実施

161

【前回回答】

11

月寒公民館運営

163

11

サッポロサタデー
スクール事業
164 （再掲:32、132、
171、209、224）

11

ご近所先生企画講
座
（再掲:185、225）

165

11

学校とまちづくり
センターの併設化

166

12

地域スポーツ指導
者活用事業

167

12

実施結果

貸室事業により、サークル等の活動場所
の提供を継続していく他、サークル発表
会等を始めとした学習成果の発表の場
や、ちえりあフェスティバルなどを通し
て生涯学習関連施設同士の交流を図って
いく。また、本市生涯学習の中核施設と
して、市内の団体や施設における交流の
場の創出を支援するための方法などを検
討していく必要がある。

ホールや研修室等の各種貸室の貸出により、学習活動の場所の提供を通
してサークル等の活動場所を設けるだけでなく、サークル発表会やロ
ビーコンサートちえりあフェスティバルの開催など、学習成果の発表
や、生涯学習関連施設同士の交流の場を創出した。
○貸室利用者数：505,405人
○サークル発表会参加団体数
・作品展示：17団体
・舞台発表：67団体
・観覧者数：2,110人
○ロビーコンサート（8回）
・参加団体：8団体
・来場者数：905人
○ロビー展示（8件）
○ちえりあフェスティバル
・延べ参加者数：12,080人

豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、札幌市 受付方法の見直し等に
民の学習成果等の発表の場を提供することを目的に より、市民が利用しや
市民ホールを運営
すい仕組みを整え、さ
らなる利用率向上を目
指す。

引き続き、指定管理者による貸館業務を
行う。自主事業で文化事業等を実施する
予定。

学習成果の発表の場として、大ホール及び会議室の貸館業務を行ってい
る。
【平成30年度実績】
・利用者数 427,146名
（大ホール330,420名、会議室96,726名）

市民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関す 幅広い年代の利用を促
る各種事業を行うことにより、市民の教養の向上、 すような広報や事業内
健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、 容の検討を行う。
社会福祉の増進に寄与することを目的とする月寒公
民館の運営

引き続き、指定管理者による貸室業務及
び各種講座・行事を実施する。公民館講
座では、利用者のニーズに合わせ、スマ
ホ・タブレット講座等を新設する等、利
用者層の拡大を目指す。

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊か 再掲
な社会資源を活用したプログラムを、土曜日等に学
校施設等を活用して実施

再掲

地域における学習機会の提供を目指し、市民が講座 ３次構想を踏まえ、学
を企画・運営する「ご近所先生企画講座」を市民カ びを通じたコミュニ
レッジの一環として実施
ティ作りや、学びの成
果を地域課題解決に生
かす取り組みを一層推
進していく必要があ
る。

引き続き、新たな生涯学習活動の担い手
の育成に努めるとともに、学んだ成果を
地域コミュニティでの活動や発展的な学
習につなげることを意識し、事業を展開
していく。

学んだ成果を生かして活躍したい市民を広く講師として募集し、研修プ
ログラム等を提供するとともに、生涯学習センターをはじめ、市内の各
地域で「ご近所先生企画講座」を実施した。
【平成30年度実績】
・実施講座数：138講座

地域における多世代交流を促進するため、小学校の ３次構想を踏まえ、小
改築などに合わせてまちづくりセンターを併設
学校とまちづくりセン
ターの併設を進めるこ
とにより多世代交流を
通し相互理解を促進す
る場を推進していく必
要がある。

平成30年度は、小学校とまちづくりセン
ター等を併設するため、栄西小学校及び
石山小学校の工事完了並びに羊ケ丘小学
校及び発寒西小学校の工事開始予定。

小学校とまちづくりセンター等を併設するための設計・工事を実施し
た。
【平成30年度実績】
・栄西小学校 工事完了
・石山緑小学校 工事完了
・羊丘小学校、発寒西小学校 工事開始
・二十四軒小学校 基本設計完了

札幌市立中学校・中等教育学校におけるスキー学習
等、冬期間の体育の学習において、担当教諭の補助
的な立場で実技指導を行うことができる地域スポー
ツ指導者を活用

３次構想を踏まえ、学
校と地域が連携しス
ポーツを活用した、地
域の教育力の向上を図
るための働きかけをさ
らに進める必要があ
る。

事業を活用する学校のニーズが高いた
め、学校とスポーツ部、地域が連携しな
がら、各種目の指導者の確保すすめ、事
業内容の充実を図っていく。
【平成30年度予定】
・スポーツ指導者登録数：80人
・スポーツ指導者延べ派遣回数：300回

中学校の体育授業に対し、地域の人材を補助指導者として派遣した。
【平成30年度実績】
・28校に延べ387回派遣

青少年を取り巻く環境
の複雑・多様化に対応
するため、必要に応じ
て、社会状況等に応
じ、事業実施手法等の
見直しを実施していく
必要がある。

事業の継続により、関係機関・団体、地
域住民等の青少年健全育成に対する共通
の理解と認識を深め、幅広い参加を促し
ていく。
【平成30年度実施予定】
・「青少年を見守る店」登録店（6,100店
舗）

青少年育成委員会、中学校区青少年健全育成推進会へ交付金を交付し、
地域における青少年の健全育成を行った。
青少年を取り巻く有害環境の排除のため、「青少年を見守る店」の登録
推進活動等を実施した。
【平成30年度実績】
・「青少年を見守る店」登録店（5,985店舗）

12

少年健全育成推進

平成30年度

実施予定

生涯学習センターを核
とした、生涯学習関連
施設同士の交流や情報
交換の場の充実。コ
ミュニティ施設等にお
ける学び合いの場の創
出の支援。

11

162

平成30年度

平成29年度と同様に、交流の場づくりを
進めるため、社会福祉協議会によるサロ
ン立ち上げ支援及び団体への助成や相談
等の支援を行う予定。

札幌市において生涯学習の普及及び振興を図るた
め、札幌市民の生涯にわたる学習活動を総合的に支
援し、市民の自主的な活動及び交流の場を生涯学習
センターにおいて提供

市民ホール運営

【前回回答】

平成30年度までの課題
団体登録数は増加傾向
にあるが、助成の財源
である社会福祉協議会
の寄付金の実績が減少
しているため、財源の
確保が課題。

11

生涯学習センター
運営

168

事業概要

学校・家庭・地域が連携し、子どもの育ちにとって
健全な環境づくりを実施（青少年の非行防止、子ど
もの安全確保、青少年を取り巻く有害環境の排除な
ど）

○地区福祉のまち推進センターが実施する異世代交流実施地区数
・57地区
○社会福祉協議会ふれあい・いきいきサロン登録状況
・登録数（中止・休止団体を除く）713団体
・新規登録数 40団体
・年間開催回数 8,620回
・参加者（助成終了サロンを除く）のべ119,262人
※ ふれあい・いきいきサロン実施団体に対し、社会福祉協議会が助成
及び支援を行っている

日常生活圏における社会教育の中心的な施設であるとともに、豊かな地
域社会づくりの場として各種の講座・行事を主催しているほか、グルー
プサークル活動の拠点として多くの市民に利用されている。
【平成30年度実績】
・利用者数 96,290名
・高齢者教室 在籍者数108名
・公民館講座 21講座、受講者数343名

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

平成30年度と同様に、交流の場づくりを進める 保）総務課
ため、社会福祉協議会によるサロン立ち上げ支
援及び団体への助成や相談等の支援を行う予
定。

〇

◎

〇

〇

・生涯学習センターを核とし
た、生涯学習関連施設同士の
交流や情報交換の場の充実。
コミュニティ施設等における
学び合いの場の創出の支援。
・ＨＰ充実等による生涯学習
情報の収集・発信機能の強
化。

貸室事業により、サークル等の活動場所の提供 教）生涯学習
を継続していく他、サークル発表会等を始めと 推進課
した学習成果の発表の場や、ちえりあフェス
ティバルなどを通して生涯学習関連施設同士の
交流を図っていく。また、本市生涯学習の中核
施設として、市内の団体や施設における交流の
場の創出を支援するための方法や、情報収集・
発信の在り方を検討していく必要がある。

質の高い自主事業を実施する 引き続き、指定管理者による貸館業務を行う。 教）生涯学習
ことにより、市民の学習ニー また、自主事業で文化事業等を実施する予定で 推進課
ズを満たすとともに、市民の ある。
新たな活動の契機とする。ま
た、設備の更新・修繕等によ
り、更に利用しやすい施設を
目指す。
引き続き市民ニーズの把握に努めながら、各種 教）生涯学習
事業をブラッシュアップすることで、利用者
推進課
数・講座参加者の雑煮努めていく。

教）生涯学習
推進課

〇

令和元年度は、羊丘小学校及び発寒西小学校の 市）区政課
工事、二十四軒小学校の実施設計を行い、新た
に、山の手小学校の基本設計を実施する。

〇

〇

18

引き続き、新たな生涯学習活動の担い手の育成 教）生涯学習
に努めるとともに、学んだ成果を地域コミュニ 推進課
ティでの活動や発展的な学習につなげることを
意識し、事業を展開していく。

〇

事業を活用する学校のニーズが高いため、学
ス）企画事業
校、スポーツ部、地域が連携しながら、各種目 課
の指導者の確保に努め、事業内容の充実を図っ
ていく。
本年度はウインタースポーツ種目に指導者を派
遣する。
【令和元年度予定】
・スポーツ指導者登録数：80人
・スポーツ指導者延べ派遣回数：300
事業の継続により、関係機関・団体、地域住民 子）子どもの
等の青少年健全育成に対する共通の理解と認識 権利推進課
を深め、幅広い参加を促していく
【令和元年度実施予定】
・「青少年を見守る店」登録店（6,000店舗）

番号

事業・取組名

知的障がい者のた
めの教室事業
（１）知的障がい
者のための成人学
169 級事業
（２）特別支援学
校・地域連携事業

施策の
展開項目

12

地域の拠点として
の学校図書館活用
事業

170

171 （再掲32、132、
164、209、224）

12

社会教育関係団体
等補助金
172

12

札幌市立大学の運
営に対する支援
173

13

次世代の活動の担
い手育成事業
174

【前回回答】

【前回回答】

平成30年度までの課題

平成30年度

175

既存事業を継続するとともに、プログラ
ムの見直し等で運営の効率化について協
議し、負担軽減を図る。
（1）【平成30年度実施予定】
・実施団体 ２団体
（2）【平成30年度実施予定】
・実施団体 ２団体

（1）一般社団法人札幌市手をつなぐ育成会及び市立札幌豊明高等支援学
校札幌トエ・ピラ会が、実生活に即した学習内容を58回実施し、延べ
1,257人が参加した。
（2）市立札幌豊明高等支援学校ＰＴＡ及び市立札幌みなみの杜高等支援
学校応援団が、各学校の特色を生かした活動や地域等との交流の場を11
回設け、延べ197人が参加した。

学校図書館を拠点として、学校・家庭・地域が連携
し、読書活動を通じて大人と子ども、大人相互の交
流の場を広げ、地域の教育力の向上に役立てるた
め、学校図書館を地域へ開放

本市全体で地域と学校
の連携の取組が広がる
よう、開放校の拡大に
努める必要がある。
事業がより一層充実す
るよう、ボランティア
人材の確保や行事開催
ノウハウの共有を図る
必要がある。

既存実施校で事業を継続するとともに、
新たに2校で新規開設する。
行事の開催状況を積極的に視察し、取組
状況を紹介する情報誌を作成すること
で、ノウハウの共有に努める。
【平成30年度実施予定】
・実施校（通年）117校
・新設校 2校

新たに小学校2校で新規開設し、計119の小中学校（小118、中1）で開放
事業を実施した。4,627名のボランティアが運営に携わり、学校教育と連
携した読み聞かせや、地域の人々が参加できるボランティア体験講座や
工作会、古本市など、4,048回の行事を開催し、一般利用者（貸出・来館
合計）は延べ66,550名となった。
このほか、ボランティア向け情報誌を7回発行し、各開放校の取組紹介や
事務手順の共有を図った。

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊か 再掲
な社会資源を活用したプログラムを、土曜日等に学
校施設等を活用して実施

学術研究の高度化等に対応した職業人の育成を行う
とともに、知と創造の拠点として札幌市のまちづく
り全体に大きな価値を生み出し、地域社会に積極的
な貢献を果たすことを目的に、札幌市立大学の運営
を支援

札幌市立大学において市民向け公開講座
を33件開催する。

次世代のまちづくり活動の担い手育成のため、将来 なし
のまちづくりの主役である子どもや若者を対象とし
た地域のまちづくり活動への参加機会を拡大

既存事業の継続

昨今の社会情勢におい
てニーズが高いと思わ
れるテーマやアドバイ
ザーを適宜追加選定し
ていく必要がある。

セミナーやワークショップ、実践体験等を通じて、 ３次構想を踏まえ、課
地域課題等の解決に必要なスキルを有する人材を育 題解決のための学びの
成
機会を充実させていく
必要がある

13

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

既存事業を継続するとともに、プログラムの見 教）生涯学習
直し等で運営の効率化について協議し、負担軽 推進課
減を図る。
【令和元年度実施予定】
（1）実施団体 ２団体
（2）令和元年度から類似する事業であるサッポ
ロサタデースクール事業へ統合

〇

既存実施校で事業を継続するとともに、新たに2 教）生涯学習
校で新規開設する。
推進課
各開放校の行事等の取組状況を紹介する情報誌
の発行や、研修等の機会を活用して意見・情報
の交換を促し、ノウハウ共有や課題解決に努め
る。
【令和元年度実施予定】
・実施校（通年）118校
・新設校 2校

〇

教）生涯学習
推進課

札幌市PTA協議会へ事業費10,000千円、札幌市私 教）生涯学習
立幼稚園PTA連合会へ事業費400千円をそれぞれ 推進課
補助する。

〇

市民向け公開講座を56件開催し、受講人数は1,804人と、計画を上回って
市民向け講座を開催した。

乳幼児を持つ子育て家庭を支援し、地域における子 子育て情報室の利用件
育て環境を整備（子育ての仲間づくり、子育てボラ 数が増えていることか
ンティア育成等）
ら、子育て家庭のニー
ズに合わせた情報提供
を行う必要がある。

小学生事業：2回、160名
中学生事業：2回、23名
高校生事業：実行委員会2回、51名
ボランティア2回、148名
大学生・若者事業
：実行委員会14回、98名
イベント3回
来場者 1845名

まちセンの役割の理解や、地域のコー
ディネーターとしての総合的な能力向上
を目的として、引き続きアドバイザー派
遣や研修の実施により、活動のサポート
の充実を図る。
【平成30年度実施予定】
・まちセン所長研修：新任所長研修1回、
全体所長研修1～2回
・まちセンアドバイザー派遣：4件程度

幅広い分野の地域のまちづくり活動をより積極的に支援できるように、
希望される所長にまちづくりの専門家・有識者である「まちセンアドバ
イザー」の派遣および、全所長を対象とした研修の実施により活動をサ
ポートした。
【30年度実績】
・まちセン所長研修：新任所長研修1回、全体所長研修1回
・まちセンアドバイザー派遣：2件

既存事業の継続

【実績】
①キックオフセミナー 51名
②まちづくり活動体験プログラム
・ワークショップ（４回）延べ60名
・実践体験（６回）述べ259名
③コーディネーター等育成プログラム
・セミナー（３回） 延べ33名
・体験派遣（２回） 延べ41名
④活動報告会 32名
【補足】
②市民、活動している団体の方等を対象に、地域課題を解決するために
必要なまちづくり活動の考え方や手法等を学び、課題解決する取組みを
企画し、実践体験を行うプログラムを実施。
③まちづくり活動経験を持つ方等に対して、セミナーを開催する。さら
に、その参加者をまちづくり活動団体に体験派遣し、実践体験を行う。

13

地域子育て支援事
業

実施結果を踏まえた

評価

特に無し

札幌市立大学において市民向け公開講座を33件 政）企画課
開催する。

各事業での参加者の増加

既存事業の継続と小学校で試行的に事業の実施 市）市民自治
推進課

◎

13

176

事業

再掲

家庭・地域の教育力の向上及び子どもの健全育成の 近年、PTA会員の減少に 札幌市PTA協議会へ事業費10,000千円、札 札幌市PTA協議会へ事業費10,000千円、札幌市私立幼稚園PTA連合会へ事
ため、ＰＴＡ（札幌市PTA協議会・札幌市私立幼稚 伴い会費収入が減少
幌市私立幼稚園PTA連合会へ事業費400千 業費400千円をそれぞれ補助。両団体において、社会教育・家庭教育・幼
園PTA連合会）に対し補助金を交付
し、PTA活動の円滑な運 円をそれぞれ補助する。
児教育に資する事業を企画・実施した。
営や組織の活性化が難
しくなりつつある。

まちづくりセンターの支援力強化のために、まちづ
くりセンター所長を対象とした研修やまちづくり活
動に関する情報提供、アドバイザーの派遣などを実
施

地域まちづくり人
材育成事業

実施結果

専門的な知識・経験が
求められることから、
指導者の確保が必要で
ある。

13

まちづくりセン
ターの支援力強化

平成30年度

実施予定

（１）特別支援学校等を修了した知的障がいのある
方が社会生活によりよく対応できるよう、集団生活
や体験の場を通して、他の学級生等と交流しながら
実生活に即した学習を実施
（２）学校の休業日に、特別支援学校の施設を活用
した各種行事を開催するなど、各特別支援学校の特
色を生かした活動や地域等との交流を実施

12

サッポロサタデー
スクール事業

177

事業概要

必要な情報が子育て家庭に届きやすくな
るよう、こそだてインフォメーション
（旧子育て情報室）の充実を行う。

・子育て支援推進ネットワーク会議開催回数：43回
・サークル活動支援件数：23件
・地域支援件数：2,160件
・こそだてインフォメーション利用件数：96,000件
・育児相談件数：3,860件

19

〇

〇

まちセンの役割の理解や、地域のコーディネー 市）市民自治
ターとしての総合的な能力向上を目的として、 推進課
引き続きアドバイザー派遣や研修の実施によ
り、活動のサポートの充実を図る。
【令和元年度実施予定】
・まちセン所長研修：新任所長研修1回、全体所
長研修1回
・まちセンアドバイザー派遣：4件程度

セミナーや実施体験等を通じて、地域課題等の 市）市民活動
解決に必要なスキルを有する人材を育成すると 促進担当課
ともに、より多くの市民のまちづくり活動参加
のきっかけとなるよう、気軽に参加できるまち
づくり活動の体験の機会を提供する。

〇

・まちづくり活動体験プログラム
セミナー、まちづくり活動体験バスツアー、実
践体験
・コーディネーター等育成プログラム
セミナー（３回）、体験派遣

必要な情報が子育て家庭に届きやすくなるよ
子）子育て支
う、こそだてインフォメーション（旧子育て情 援課
報室）の充実を行う。

〇

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

地域商店街支援事
業

178

13

さっぽろ市民カ
レッジ
179 （再掲:49、80、
158、184、189、
208、223）

13

エコまち西区推進
事業

180

事業概要

【前回回答】

【前回回答】

平成30年度までの課題

平成30年度

地域と連携したイベントの実施や、地域資源の活
課題が「複雑化・多様
用・国際化への対応など、にぎわい創出や地域課題 化」しているにもかか
の解決に取り組む商店街を支援
わらず、課題に対する
アプローチが町内会や
その他の地域団体とほ
とんど変わらない。今
後は、商店街らしい取
組ができるよう、商業
者の本来業務といえる
「商売」と結びつけた
支援を実施していきた
い。

(1)にぎわいづくり型：45件
(2)地域課題解決型：15件
(3)ファシリテーター派遣：２件

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 再掲
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ
レッジ」を実施

再掲

13

181

新たな課題

(1)にぎわいづくり型：47件
(2)地域課題解決型：15件
(3)ファシリテーター派遣：２件

令和元年度

実施予定

(1)にぎわいづくり型：52件
(2)地域課題解決型：20件
(3)ファシリテーター派遣：５件

所管課
経）商業・金
融支援担当課

教）生涯学習
推進課

協議会の活動を中心に、住民による環境活動がより促進するため、財政
的支援や事務局運営等の側面支援を行い、区と協議会が連携した取組を
実施した。
【主な協議会活動内容】
・エコキッズ・プログラム(1,894人)
・親子でエコキッズ・プログラム（50人）
・西区子ども体験学校（40人）
・西区PTA子ども作品コンクール
・西区こども環境広場（1,046人）
・エコトーク映画会（311人）
・親子で環境満喫バスツアー（78人）
・西区コドモ自然学校（33人）
【その他の活動】
・西区アダプトプログラム（8,762人）
・西区環境リーダー養成講座（33人）
・スポーツごみ大会実施（211人）
【環境活動参加人数】
計 12,516人

引き続き協議会を側面支援していく。
概ね前年通りの活動内容予定。

西）地域振興
課

継続して実施する
【令和元年度実施状況（結果）】
・受講者数：51人

保）健康企画
課

継続して実施する
【令和元年度実施状況（結果）】
受講者数：158人

保）健康企画
課

〇

・受講者数：80人
・受講者全員が食育学生ボランティアの登録を行った。（H30年度食育学
生ボランティア数：210人）

食に関するボランティアを育成し、活動を支援

継続して実施する。
【平成30年度実施状況（結果）】
・受講者数：161人

受講者数：161人

14

子どもの自主的な社会参加や連帯意識の向上、青少 単位子ども会数及び子
年活動を担う人材の育成、少年団体の活発化を目的 ども会会員数の減少。
に、市内の小・中・高校生を対象に、少年リーダー
養成研修などの様々な体験活動機会を提供

・少年リーダー養成研修は同規模実施予
定。
・地域広報誌を活用した少年団体の加入
促進を実施予定。

・ジュニアリーダー養成研修（基本研修）：計56回、延べ参加人数2,048
名
・市内小学校、児童会館・ミニ児童会館に配布される「エコチル」に各
団体の告知記事を掲載。

再掲

教）生涯学習
推進課

14

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 再掲
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ
レッジ」を実施

再掲

教）生涯学習
推進課

14

地域における学習機会の提供を目指し、市民が講座 再掲
を企画・運営する「ご近所先生企画講座」を市民カ
レッジの一環として実施

歯科衛生士の育成及び資質の向上を図り、もって札
幌市の歯科医療体制の充実に寄与することを目的
に、離職等により就業していない歯科衛生士のう
ち、復職を目指す者を対象として研修事業を実施

引き続き、同等程度の回数を継続予定。

復職を目指している看護職（保健師、助産師、看護
師、准看護師）を対象として、看護現場の現状や復
職への取組方などを学ぶ講習会を開催

引き続き、同等程度の回数を継続予定。

なし

14
少年団体活動促進

さっぽろ市民カ
レッジ
184 （再掲49、80、
158、179、189、

実施結果を踏まえた

評価

継続して実施する。
【平成30年度実施状況（結果）】
・受講者数：80人

食生活改善推進員
養成講座

183

事業

食育学生ボランティアが地域で活動を行うための基 なし
礎知識を得ることを目的として、養成講座を開催
14

182

実施結果

〇

住民による環境活動が定着・継続・発展するまち
3次構想を踏まえ、次代 引き続き協議会を側面支援していく。
（通称「エコまち」）を実現するため、区民協議会 を担う世代対象の環境 概ね前年通りの活動内容予定。
である「西区環境まちづくり協議会」の活動を支援 活動だけではなく、幅
広い世代に環境活動を
定着・発展させていく
必要がある。

食育学生ボラン
ティア養成講座

平成30年度

実施予定

〇
〇
〇

・ジュニアリーダー養成研修は同規模実施予
子）子どもの
定。
権利推進課
・地域広報誌を活用した少年団体の加入促進を
実施予定。

208、223）

ご近所先生企画講
座
185 （再掲:165、225）

未就業歯科衛生士
復職支援事業

186

15

看護職復職支援講
習会
187

15

慢性的な歯科衛生士不足の現状と歯科医療現場の窮状を踏まえ、歯科衛
生士の資格を有しながらも、結婚・出産・育児・その他の事情により職
場を離れた方々を対象に、復職に必要な知識・技能等を習得していただ
くための未就業歯科衛生士支援リカバリー研修セミナーを実施。
【平成30年度実績】
・実施回数：１回
・受講者数：12名

・講義と演習を行う2日間の看護職復職支援研修会を3回実施。
・参加者数は計69人

20

引き続き、同等程度の回数を継続予定

保）医療政策
課

引き続き、同等程度の回数を継続予定。

保）医療政策
課

〇

〇

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

保育士等支援事業

188

事業概要
保育士の復職支援や保育所からの求人へのマッチン
グなどを行う「保育士・保育所支援センター」の運
営
保育士資格を持っていない幼稚園教諭が資格を取得
する際に要する費用などの補助

15

さっぽろ市民カ
レッジ
189 （再掲:49、80、
158、179、184、

【前回回答】

【前回回答】

平成30年度までの課題
求人側の「登録事業者
数」及び「求人件数
（人数）」に比較し、
求職者登録数が少な
く、センターの事業内
容等が認知されていな
いことが原因と思われ
る。

平成30年度

平成30年度

実施予定

相談員を１名から２名へ増員。
また、保育所見学バスツアーの実施や、
高校生保育職場体験事業の対象校を市内
の全ての高校へ拡大実施、国や札幌市に
よる保育士の処遇改善に関する取組の情
報、求人を出している施設の紹介、及び
潜在保育士の復職した体験談等をホーム
ページにて情報発信など、体制を強化。

実施結果

平成30年度は、新規登録事業者数が135法人、求人件数が1,175件、求職
登録者数は231人となった。
新規登録事業者数や求人件数と比較し、依然として少ない状況ではある
が、平成29年度と比較し、求職者登録数は増加している。
保育所見学バスツアーについては、一定の参加者を確保することがで
き、高校生職場体験事業においても、対象校を拡大したことで、参加人
数が大きく増大した。

再掲

15

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 再掲
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ
レッジ」を実施

16

障がい者の情報通信技術の利用機会を設け自立と社
会参加の促進を図るため、障がい者ITサポートセン
ターを設置し、ITに関する利用相談・情報提供、パ
ソコン講習の開催、パソコンボランティアの要請及
び派遣等を実施

3次構想を踏まえ、障が
いのある方に開かれた
学びの環境づくりを図
るよう、利用者のニー
ズに併せて講習内容を
見直しながら継続して
行っていく必要があ
る。

平成29年度と同様に、パソコン講習、ボ
ランティアの養成、派遣等を行う予定。
【平成30年度実施予定（見込）】
・ITに関する利用相談件数 236件
・パソコンボランティア派遣件数 353件
・パソコン講習受講数 120人

障がいのある方のパソコン講習をはじめ、自宅でパソコン操作等を助言
するボランティアの養成、派遣等を行っており、外出機会の多くない障
がいのある方の社会参加を支援した。
【平成30年度実績】
・ITに関する利用相談件数 220件
・パソコンボランティア派遣件数 357件
・パソコン講習受講数 117人

札幌の未来を担う若者たちが、仕事と暮らしの調和
したライフプランを実現できるよう、様々な情報発
信を行うとともに、育休代替職員雇用への助成な
ど、企業に対する支援を充実させ、ワーク・ライ
フ・バランスを推進

育児休業取得助成金等
の支給など企業に対す
る支援と若者への情報
発信を引き続き実施
し、ワーク・ライフ・
バランスの推進を一層
進めていく必要があ
る。

女性の職業生活における活躍に関する法
律の制定等を背景に、男女が共に活躍で
き、自分らしく働ける環境整備をより一
層進めるため、従来のワーク・ライフ・
バランス取組企業認証制度に女性活躍の
要素を追加した新たな企業認証制度を平
成30年度に創設し、取組を一層推進する
ための支援を引き続き行っていく。（企
業認証制度については男女共同参画課が
実施）

セミナーの開催やウェブサイトにより、若い世代にワーク・ライフ・バ
ランスの推進に係る情報を積極的に発信した。
・セミナー参加者数：1,296人
・ページビュー数：28,304回

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

引き続き、平成30年度に実施した事業を実施
子）保育推進
し、様々な情報を発信していくとともに、令和 担当課
元年度からは高校生保育職場体験事業の開催数
を年１回から２回へ増やす。

〇
教）生涯学習
推進課

208、223）

障がい者ITサ
ポートセンター運
営事業
190

仕事と暮らしのラ
イフプラン支援事
業
191

16

困難を有する若者
への相談支援及び
支援機関ネット
ワークの充実
192

16

子どもの学びの環
境づくり事業費

193

不登校児童生徒の受け皿となっているフリースクー
ルなどの民間施設に対し、児童生徒の教材や体験活
動等に係る経費の一部を助成することで、子どもた
ちの学び・育ちの環境を整え、もって不登校児童生
徒の社会的自立を支援

16

大通情報ステー
ションの運営
194

国においてフリース
クールの支援策や学校
以外の場で学習する子
どもの教育機会の確保
等について、平成28年
12月に「教育機会確保
法」が成立したところ
であり、今後の動向を
注視しながら、本補助
制度を含めた総合的な
支援のあり方について
検討を進める必要があ
る。

17

ボランティア振興
事業
17

不登校児童生徒は依然増加傾向にあり、
事業の継続により、多様な学びの環境を
整えていく。
【平成30年度実施予定】
・９団体、補助申請額：16,000千円

セミナーやサイトでの周知 若者の理想のライフプランの実現を支援するた 子）子ども企
等、4年間の実施を踏まえて め、セミナーやウェブサイトを通じて、結婚、 画課
事業の見直しを検討する。 出産、子育て、ワーク・ライフ・バランスに関
する情報を積極的に発信する。

子）子どもの
権利推進課

フリースクールなど民間施設に対し、指導体制の整備や教材・体験活動
等の充実などに必要な経費の一部を助成した。
【平成30年度実績】
・９団体、補助申請額：16,539千円

不登校児童生徒は依然増加傾向にあり、事業の 子）子どもの
継続により、多様な学びの環境を整えていく。 権利推進課
【令和元年度実施予定】
・９団体、補助申請額：18,000千円

〇

３か語による有人案内のほか、ホームページ及び情報誌「ウィークリー
プレス」（隔週）において、観光、市内の交通、ショッピングなどのイ
ベント情報とともに、学びに係る文化芸術の情報を提供した。
【平成30年度実績】
・来場者数：130,554件（日、112,312件・英、11,093件・中、7,149件）
・イベント取扱件数：11,167件（WEB、6,945件・チラシ、4,182件）

各団体や事業者が行っている、消費者教育に関する より広く市民へ周知す
講座などの情報をカテゴリー別に分かりやすくまと る手法を考える必要が
めた冊子の制作を実施（平成28年度以降は、WEB
ある。
ページ上で検索できるデータベースシステムを構築
予定）

各取組の登録の拡充及び利用者の拡充を
図っていく。

様々な企業・団体・行政・地域等が行っている消費者教育の取組を検
索・閲覧可能なポータルサイト「さっぽろ暮らしまなBOOK」や
Facebook、Twitterを活用した消費生活関連情報を発信した。

ボランティア活動センターにて、ボランティア活動
の普及・啓発やボランティア団体の円滑な活動を支
援するための広報誌及び活動手引書による情報提
供、ボランティアに関する相談業務、ボランティア
団体等の登録・需給調整、ボランティア活動のため
の各種研修等を実施

平成29年度と同様、ボランティアに関す
る相談・登録の受付や活動調整、各種研
修などを実施する予定。

○ボランティア登録状況
・団体数 609団体（37,090人）
・個人登録数 1,910人
○ボランティア研修参加者数
集合型3,697人、出張型10,503人
○北海道胆振東部地震の際、区社協を中心に被災状況の確認やボラン
ティアによる被災者支援に取り組んだ。

研修受講者数は増加傾
向にあるため、引き続
き多くの市民に受講し
てもらえるよう広報等
を実施していく。

保）障がい福
祉課

〇

引き続き、大通情報ステーションにおけ
る情報提供を行う。
また、大通情報ステーションのイベント
情報を、平成30年10月7日にオープンした
「札幌文化芸術交流センター」へ提供
し、同センターが運営するホームページ
に掲載するなど、より広く情報提供を出
来るようにする。

17

195

〇

再掲（No.118と同じ）

市内及び札幌近郊における文化、観光、交通、都心 特に無し。
部のショッピング情報などを提供する大通情報ス
テーション及びウェブサイトを運営

消費者教育カタロ
グ化事業

196

札幌市若者支援総合センターにおいて、ひきこもり
やニート等困難を有する若者のための相談事業や、
自立支援プログラムを実施するなど、若者の社会的
自立に向けた総合的な支援を行い、「さっぽろ子ど
も・若者支援地域協議会」をはじめとする支援機関
の連携により、困難を有する子ども・若者を速やか
に適切な支援機関へとつなげる事業

平成30年度と同様に、パソコン講習、ボラン
ティアの養成、派遣等を行う予定。
【令和元年度実施予定（見込）】
・ITに関する利用相談件数 220件
・パソコンボランティア派遣件数 357件
・パソコン講習受講数 117人

21

特に無し

引き続き運営を行う。

政）都心まち
づくり課

○
〇
〇

より広く市民へ周知する手法 各取組の登録の拡充及び利用者の拡充を図って 市）消費生活
を考える必要がある。
いく。
課

平成30年度と同様、ボランティアに関する相
保）総務課
談・登録の受付や活動調整、各種研修などを実
施する予定。

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

子育て情報提供強
化事業
197

17

施設利用による効果検証を行いながら、
引き続き指定管理者による施設運営を行
う（「札幌市環境プラザ情報発信機能強
化事業」としては、今後の実施予定はな
し）。

平成30年度は北海道胆振東部地震の影響で一部事業の中止があったた
め、施設利用人数は41,521人と前年度比で微減したものの、整備後の施
設を活用し、環境プラザが主催するイベントのほか、市民団体等が主催
するイベントを同時開催するなど、より多くの市民が利用できるよう運
営を行った。

17

学習相談コーナーを運営し、自らの知識・経験を活 生涯学習センターが学
かしたい市民が登録する「ちえりあ市民講師バン
びのコーディネートと
ク」講師を地域へ派遣するコーディネート等を実施 してより一層活用され
るよう、学習相談機能
について市民周知に努
める必要がある。

市民講師バンクの登録講師による出前講
座を実施するなど、学習機会のアウト
リーチの仕組みを強化し、市民周知を図
るとともに、関係部局などとの連携を強
めることで、一層の情報収集・共有を図
り、センターがより広く市民に活用され
るコンシェルジュとして機能するよう事
業を展開していく。

市民の多様な学習ニーズに応え、「ちえりあ市民講師バンク」に登録し
ている講師や、サークル活動の内容を紹介するなど、市民の学習活動に
役立つ情報を提供した。
【平成30年度実績】
・学習相談件数 16,240件
・市民講師バンク登録者数 295名

市民が利用しやすい生涯学習情報の提供方法につい 高齢者世代を主な対象
て検討
とした紙媒体による情
報発信が中心となって
いるため、今後は、よ
り幅広い年齢層に、効
果的に生涯学習情報を
発信できる手法を検討
する必要がある。

ＩＣＴ機器の急速な普及、市民のライフ
スタイルの多様化など、昨今の社会情勢
を踏まえ、市民ニーズに即した、情報収
集・発信の在り方を検討し、事業に反映
させていく。

市内で実施される講座、学習施設、団体サークル等、生涯学習に関する
情報の収集するとともに、広報誌を中心に、ホームページや資料配架に
よって市民に広く発信した。

職員が地域に出向き、市政情報の提供と市民との直 市民に幅広く利用され
接対話を行う「出前講座」の総括
るよう、テーマ集配布
開始時期の前倒しを検
討する。

平成30年度は11分野208テーマで実施予
定。例年、5月に配布していたテーマ集を
4月から配布することで、より市民が利用
しやすい環境を整える。

平成30年度は11分野208テーマで実施。実施回数は795回、参加人数は
39904人。
予定していたとおり配布時期を4月としたことでより市民が利用しやすく
なったと考える。

消費者被害の未然防止や、消費者意識の高揚を図る 成年年齢引下げに向け
ことを目的として、消費生活講座、講師派遣講座等 て若年者に対する自立
の各種講座を実施
した消費者としての自
覚と責任の意識向上を
図る必要がある。

消費者庁作成の「消費者教育の体系イ
メージマップ」を参考に各種消費生活講
座の充実を図っていく。

消費者被害の未然防止や、消費者意識の高揚を図ることを目的として、
次の４種の講座を実施した。
【平成30年度実績】
○消費生活講座
・実施講座数：13講座
・受講者数：340人
○講師派遣講座
・実施講座数：54講座
・受講者数：2,506人
○消費生活セミナー
・実施講座数：3講座
・受講者数：109人
○体験テスト講座
・実施講座数：10講座
・受講者数：200人

効果的な生涯学習
情報の提供につい
ての検討
17

出前講座の総括
201

18
消費生活講座・講
師派遣講座

202

18

消費者被害防止
ネットワーク事業
203

高齢者・障がい者を悪質商法から守るため、地域活動団体等に対して、
ミニ講座を実施した。
【平成30年度実績】
○ミニ講座
・実施講座数：72講座
・受講者数：1827人

文化財保護指導員が講師となり、地域の歴史・文化 市民の希望が全般的な
や文化財等に関する出前講座を実施（実施する地域 札幌の文化財から地域
や受講者に応じてその都度内容を変更）
の歴史まで幅広いこと
からきめ細やかな対応
が必要となる。

平成29年度と同様に市民の希望に応じた
講座を実施する。

文化財保護指導員が講師となり札幌の文化財等に関する出前講座等を実
施し、市民の希望に応じた学習機会を提供した。
【平成30年度実績】
・17回746名

地域における自主的な健康づくりを推進するため、
健康づくりに関する指導経験を有する市民を「健康
づくりサポーター」として登録し、健康づくりを行
う自主活動グループや町内会等の団体に派遣

健康さっぽろ21（第二次）中間評価結果
を踏まえ、サポーターの役割や実施基準
について、検討する。

【平成30年度実績】
・派遣回数：103回

18

食育が市民活動として広く展開されるよう、食生活 なし
改善や地産地消などの分野で活動いただく「札幌市
食育ボランティア」を公募し、登録・派遣の実施

継続して実施する。
【平成30年度実施状況（結果）】
・食育学生ボランティア登録数：210名

・食育ボランティア 登録数：86人、派遣数8回
・食育学生ボランティア 登録数：210人、派遣数：11回
・食生活改善推進員数：1378人
・すこやか食育支援事業 実施回数：51回、事業利用者数：992人

再掲

18

学習相談コーナーを運営し、自らの知識・経験を活 再掲
かしたい市民が登録する「ちえりあ市民講師バン
ク」講師を地域へ派遣するコーディネート等を実施

18

健康づくりサポー
ター派遣事業
205

18

札幌市食育ボラン
ティア事業
206
生涯学習センター
における学習相談
207 コーナーの運営
（再掲:199）

健康さっぽろ21（第二
次）中間評価結果を踏
まえ、事業の見直しが
必要。

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

子育て情報サイトやアプリを利用者のニーズに 子）子育て支
合わせて充実させ、引き続き情報発信を行う。 援課

〇

〇

市民のニーズや施設利用による効果の検証を行 環）環境計画
いながら、引き続き指定管理者による施設運営 課
を行う（「札幌市環境プラザ情報発信機能強化
事業」としては、今後の実施予定はなし）。

市民講師バンクの登録講師による出前講座を実 教）生涯学習
施するなど、学習機会のアウトリーチの仕組み 推進課
を強化し、市民周知を図るとともに、関係部局
などとの連携を強めることで、一層の情報収
集・共有を図り、センターがより広く市民に活
用されるコンシェルジュとして機能するよう事
業を展開していく。

ＩＣＴ機器の急速な普及、市民のライフスタイ 教）生涯学習
ルの多様化など、昨今の社会情勢を踏まえ、市 推進課
民ニーズに即した、情報収集・発信の在り方を
検討し、事業に反映させていく。

〇

消費者トラブルの早期発見や救済のた
め、消費者教育や啓発に取り組む事業者
等との連携を強化し、ネットワーク化の
充実を図っていく。

文化財等に関する
普及講演・出前講
座

事業

〇

高齢及び障がい福祉機関、民生委員、町内会等の依 高齢者・障がい者に対
頼により、消費生活推進員を派遣して、高齢者・障 する見守り意識や最新
がい者を悪質商法から守るためのミニ講座を実施
の悪質商法に対する学
習意識の向上を図る必
要がある。

18

204

実施結果

札幌市の主要な環境拠点施設である環境プラザにお 整備後の施設を活用
いて、より実践的な学習内容となるよう展示物を更 し、より効果的な情報
新し、情報発信力の強化を推進
発信方法を検討してい
く必要がある。

（再掲:207）

200

平成30年度

実施予定

アプリダウンロード数：21,105

生涯学習センター
における学習相談
コーナーの運営

199

【前回回答】
平成30年度

子育て情報サイトやアプリを利用者の
ニーズに合わせて充実させ、引き続き情
報発信を行う。

札幌市環境プラザ
情報発信機能強化
事業

子育て家庭が必要な情報を入手し、自分に合った
サービスを利用できるよう、子育て情報に特化した
ホームページとスマートフォンアプリを開設すると
ともに、年齢別、地域別などの個々の状況に合わせ
た子育て情報を発信

【前回回答】
平成30年度までの課題
アプリダウンロード数
が順調に増えているた
め、見やすく使いやす
いサイトやアプリにし
ていく必要がある。

17

198

事業概要

〇

幅広い年齢の市民に利用され 令和元年度は11分野208テーマで実施予定。テー 総）広報課
るよう、よりテーマを工夫す マ集作成の段階で各局に幅広い年齢の市民に利
るよう各局に働きかける。 用されるよう内容を工夫するよう働きかける。

成年年齢引下げに向けて若年 消費者庁作成の「消費者教育の体系イメージ
者に対する自立した消費者と マップ」を参考に各種消費生活講座の充実を
しての自覚と責任の意識向上 図っていく。
を図る必要がある。

市）消費生活
課

〇

〇

高齢者・障がい者に対する見 消費者トラブルの早期発見や救済のため、消費 市）消費生活
守り意識や最新の悪質商法に 者教育や啓発に取り組む事業者等との連携を強 課
対する学習意識の向上を図る 化し、ネットワーク化の充実を図っていく。
必要がある。

平成30年度と同様に市民の希望に応じた講座を 市）文化財課
実施する。

〇
〇
〇

新たに、健康づくりサポーターに対し、派遣時 保）健康企画
に健康さっぽろ21等にて示された課題につい
課
て、周知・啓発を行うよう依頼。
【令和元年度実施予定】
・派遣回数：124回
継続して実施する
【令和元年度実施状況（結果）】
・食育学生ボランティア登録数：199名

保）健康企画
課

教）生涯学習
推進課

22

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

さっぽろ市民カ
レッジ
（再掲:49、80、

208 158、179、184、

事業概要

【前回回答】

【前回回答】

平成30年度までの課題

平成30年度

平成30年度

実施予定

実施結果

事業

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

令和元年度

実施予定

所管課

再掲

教）生涯学習
推進課

19

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 再掲
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ
レッジ」を実施

再掲

教）生涯学習
推進課

19

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊か 再掲
な社会資源を活用したプログラムを、土曜日等に学
校施設等を活用して実施

札幌市の図書館施設の中心となる中央図書館におけ
る事業の運営及び施設の維持管理を行い、図書資料
の貸出をはじめ資料の収集・保存・参考調査などを
行うとともに、道内外の公共図書館・大学図書館等
との間の資料の相互協力を積極的に実施

「身近な学びの施設」
「知の拠点」として、
市民が生活や活動、学
習に役立つ情報を容易
に的確に得ることがで
きるよう、図書館サー
ビスの一層の充実が必
要である。そのために
も、図書施設を安心・
安全かつ快適な状態に
維持する必要がある。

中央図書館における事業の運営及び施設
の維持管理を行う。また、図書資料の充
実、図書貸出・予約・返却、資料レファ
レンス、インターネットによる蔵書検索
及び貸出予約などによる幅広い市民への
図書館サービスの提供を行う。なお、図
書館の「知の拠点化」推進事業につい
て、30年度より中央図書館運営事業に統
合。
【平成30年度実施予定】
・来館者目標数：430,000人
・蔵書目標冊数：910,000冊

図書資料の充実、図書貸出・予約・返却、資料レファレンス、インター
ネットによる蔵書検索及び貸出予約などによる幅広い市民への図書館
サービスの提供を行った。
【平成30年度実績】
・来館者数 746,821人（大通カウンターを除く）
・蔵書冊数 875,523冊

新琴似図書館（北区）、元町図書館（東区）、東札
幌図書館（白石区）、厚別図書館（厚別区）、西岡
図書館（豊平区）、清田図書館（清田区）、澄川図
書館（南区）、山の手図書館（西区）、曙図書館
（手稲区）における図書館事業の運営及び施設の管
理

「身近な学びの施設」
「知の拠点」として、
市民が生活や活動、学
習に役立つ情報を容易
に的確に得ることがで
きるよう、図書館サー
ビスの一層の充実が必
要である。そのために
も、各図書館施設を安
心・安全かつ快適な状
態に維持する必要があ
る。

地区図書館における事業の運営及び施設
の維持管理を行う。また、図書資料の充
実、図書貸出・予約・返却、資料レファ
レンス、普及事業などによる幅広い市民
への図書館サービスの提供を行う。
【平成30年度実施予定】
・来館者目標数：1,500,000人
・貸出目標冊数：2,500,000冊

図書資料の充実、図書貸出・予約・返却、資料レファレンス、普及事業
などによる幅広い市民への図書館サービスの提供を行った。
【平成30年度実績】
・来館者数 1,302,419人
・貸出冊数 2,129,018冊

8カ所の区民センターおよび篠路コミュニティセン
ター、地区センター等に併設される図書室及び里
塚・美しが丘地区センター図書カウンターの図書室
事業の運営、並びに月寒公民館・定山渓まちづくり
センター・もみじ台管理センター・身体障害者福祉
センターに設置している図書コーナーの事業運営。
なお、図書コーナーを除く施設は、図書館システム
によりオンラインで結ばれており、他の図書施設の
蔵書を予約・貸出・返却することができ、本市図書
館が所蔵する約271万冊の図書・視聴覚資料の利用
が可能。

各コーナー所蔵図書の
みを閲覧・貸出してい
るが、他施設に資料が
流出しない分、地域で
いつでも学びを深める
ことができる利点もあ
り、より一層蔵書の充
実に努める。

指定管理者等により事業を継続

＜オンラインで結ばれた図書室等＞
・蔵書冊数 976,792冊（全体の36.0％）
・貸出冊数 2,560,448冊（全体の42.0％）
・予約冊数 134,585冊（全体の48.1％）
＜図書コーナー＞
・貸出冊数 29,017冊（全体の0.5％）
・登録者数 52,974人（全体の12.5％）
※平成30年度実績統計

189、223）

サッポロサタデー
スクール事業
209 （再掲;32、132、
164、171、224）
中央図書館運営

210

20

地区図書館運営

211

20

図書室・図書コー
ナー等運営

212

20

中央図書館大通カ
ウンター運営

213

20

中央図書館セン
ター機能整備事業
214

読書チャレンジ・
図書資源ネット
ワーク事業
（１）ブックさぁ
くる事業
215 （２）さっぽろ本
の再活用パート
ナーシップ事業

20

20

※平成30年度より、196～198を統合（図
書室・図書コーナー等運営）

〇

〇

「身近な学びの施設」「知の
拠点」として、市民が生活や
活動、学習に役立つ情報を容
易に的確に得ることができる
よう、図書館サービスの一層
の充実が必要である。そのた
めにも、図書施設を安心・安
全かつ快適な状態に維持する
必要がある。

中央図書館における事業の運営及び施設の維持 教）運営企画
管理を行う。また、図書資料の充実、図書貸
課
出・予約・返却、資料レファレンス、インター
ネットによる蔵書検索及び貸出予約などによる
幅広い市民への図書館サービスの提供を行う。
【令和元年度実施予定】
・来館者目標数：750,000人
・蔵書目標冊数：900,000冊

「身近な学びの施設」「知の
拠点」として、市民が生活や
活動、学習に役立つ情報を容
易に的確に得ることができる
よう、図書館サービスの一層
の充実が必要である。そのた
めにも、各図書館施設を安
心・安全かつ快適な状態に維
持する必要がある。

地区図書館における事業の運営及び施設の維持 教）運営企画
管理を行う。また、図書資料の充実、図書貸
課
出・予約・返却、資料レファレンス、普及事業
などによる幅広い市民への図書館サービスの提
供を行う。
【令和元年度実施予定】
・来館者目標数：1,500,000人
・貸出目標冊数：2,500,000冊

指定管理者等により事業を継続

教）利用サー
ビス課

業務委託により事業を継続

教）利用サー
ビス課

直営にて事業を継続

教）利用サー
ビス課

教）利用サー
ビス課

〇

図書資料の利用にあたって、都心部におけるサービ 市内各図書施設を利用
スアップを図るため、地下鉄大通駅大通交流拠点に する機会の少ない市民
貸出・返却カウンターを運営
に対し、利便性の高い
場所で図書の貸出・返
却に特化してサービス
を提供するカウンター
として、多様な学びの
機会の提供に寄与して
おり、今後も一層の
サービスの向上に努め
る。

業務委託により事業を継続

・貸出冊数 295,102冊（全体の4.8％）…地区図書館の貸出冊数236,558
冊（9館平均）を上回る
・予約冊数 19,899冊（全体の7.1％）…地区図書館の予約冊数9,553冊
（9館平均）の2.1倍
※平成30年度実績統計

センター館としての機能を充実させ、市民の読書活 市民の学びの活動を支
動や学習活動を支援するため、中央図書館の図書資 援するためのセンター
料及び視聴覚資料の整備を実施
館として、より一層の
蔵書の充実に努める。

直営にて事業を継続

（１）児童生徒が必要なときに必要な図書が手に入 （１）利用校が限られ
る環境作り
ているため、さらなる
（２）家庭や地域などに眠っている図書が必要なと 周知が必要。
ころで再活用される環境を整備するため、公立図書
館のインターネット予約システムを活用し物流シス
テムを整備するとともに、全国唯一の「図書再活用
ネットワークセンター」を使い、中古・寄贈図書の
ネットワーク拠点とするため、公立図書館にも図書
の受入窓口を拡大

（１）継続して実施

（１）小学校17校、中学校39校、2,940冊を貸出

（１）R1年度で終了予定

（２）継続して実施

（２）約5,100冊を再活用

（２）継続実施

〇

図書8,783冊を購入。中央図書館の図書資料及び視聴覚資料の整備を行っ
ているが、政令指定都市の平均である市民１人あたり0.59冊には、届い
ていない（札幌市：0.43冊、日本の図書館2018及び各市HPより）。

〇

〇

23

番号

事業・取組名

施策の
展開項目

図書館の「知の拠
点化」推進
216

20

図書・情報館の建
設・運営

218

【前回回答】

【前回回答】

平成30年度までの課題

市民の情報活用能力の向上を目的に、電子書籍や情
報検索に関する普及事業を拡大し、学校等との連携
により、図書館の専門的知識を活用した読書活動の
支援方法を検討し、学校や地域に向けたより実効性
のある図書館普及事業を推進
（１）市民が抱える仕事やくらしの課題（就職、創
業、健康など）の解決を資料・情報面から支援
（２）札幌の魅力をデジタルコンテンツ等により発
信し、都心の賑わい・活力維持に寄与
（３）利用者の調べものや交流を促進する空間を創
出

（再掲:222）

217

事業概要

平成30年度

①知の探索セミナー及び図書館活用講座
の実施②中央図書館で主催する図書館職
員の専門研修（地域連携、課題解決支援
等）への地区センターの図書室司書と学
校司書の参加
構想を踏まえ、資料や
情報、また人的な体
制、さらに外部の専門
団体との連携を構築
し、質の高いサービス
を提供できる環境を整
備する必要がある。

平成30年度

実施予定

実施結果

①知の探索セミナー、活用講座の実施
②図書館専門研修のうち学校司書と地区センター司書が参加できる研修5
回実施（広報企画、地域連携、ＹＡサービス、障がい者サービス等）
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青少年科学館運営

219

21

青少年科学館を活
用した理科教育推
進事業
（１）青少年科学
館活用基本構想
220
（２）理科授業プ
ログラムの構築

オリンピック・パ
ラリンピック教育
推進事業

21

実施結果を踏まえた

評価

新たな課題

〇

札幌市生涯学習センターと、生涯学習の「知の拠
点」である図書館との連携を核とした、生涯学習の
全市展開を推進するための体制構築にかかる本方針
を元に、関係施設間の連携・取組を推進し、身近な
地域で学びを深められる環境を充実させる。

引き続き、生涯学習セ
ンターと図書館が連携
した講座の充実等に努
めることで、より一
層、市民が身近な地域
で学びを深められる環
境の整備に取り組む必
要がある

身近な地域で学びを深められる環境の整
備に向け、本方針を策定するとともに、
その中核を担う、生涯学習センターと図
書館の連携・取組を推進する。

身近な地域で学びを深められる環境の整備に向け、平成30年４月に本方
針を策定した。
また、札幌市生涯学習センターと、生涯学習の「知の拠点」である図書
館との連携強化を図るため、生涯学習センターにおいて、図書館と連携
したさっぽろ市民カレッジ講座を5講座開催したほか、受講者が学びを深
めるための連携のより良いあり方について検討を行った。

青少年の科学に対する関心を高め、科学する心を培
い、創造性豊かな青少年の育成を目的に、約200点
の展示物やプラネタリウムを備えた青少年科学館を
運営
小中学生を対象とした「日曜実験室」や、中高校生
の科学部等の活動を支援する「中高生による科学教
室」、夏・冬休み期間中に特定のテーマを取り上げ
て開催する特別企画展などの各種事業も実施

時代の変化に対応する
ため、利用者の声を踏
まえた事業の実施や機
能の拡充

引き続き、科学及び科学知識の普及啓発
に向け、時代の変化や市民ニーズに応じ
た事業等の実施を目指す。

【平成30年度実績】
・来館者数：330,747人
（展示室：223,730人 プラネタリウム：107,017人）
・日曜実験室：795人
・中高生によるサイエンス広場：59人
・特別企画展（夏）：45,998人
・特別企画展（冬）：12,981人

（１）青少年科学館の機能拡充に関する基本構想の
策定に向け、科学館運営や施設設備に関する調査結
果などを基に有識者会議等での検討を実施
（２）科学館の展示物や施設整備を活用し、学校の
授業とは異なる方法で理科授業を実施するためのプ
ログラム案の検討

（１）市民の誰もが学
べる環境づくりを実現
するための方針の整理
（２）活用しやすいプ
ログラムにするための
内容の整理

（１）構想策定に向けたパブリックコメ
ントの実施
（２）プログラム案を用いた小学校・中
学校によるモデル授業の実施

（１）パブリックコメント実施結果
・意見提出者数 33人
・意見件数 56件
（２）モデル授業の実施結果
【小学校】
平岸西小（４年、６年）、幌南小（４年）、北野小（５年）
【中学校】
札苗中（２年）、厚別中（３年）

〇

令和元年度

実施予定

所管課

・防災情報セミナー、医療情報講座、データ
教）利用サー
ベースミニ講座など市民向け講座の開催（3回） ビス課
・図書館職員のためのＰＲ講座、読書推進、児
童サービス、高齢者講座などの専門研修の実施
（5回）

〇

平成30年10月7日オープンに向けて、各種 計画通り平成30年10月7日オープンし、当初の計画を上回る来館者数が
準備を行っていく。
あった。
（オープンから年度末の約半年間で、当初見込年間30万人を上回る66万
人余りが来館した。）
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「図書館との連携
を核とした新たな
生涯学習推進体制
の方針」の推進

事業

利用者に対し質の高いサービ
スを提供できる環境を整備す
るため、以下の課題解決に向
け取り組む必要がある。
１）無料相談窓口の連携を希
望する外部専門団体が増えて
いる一方、利用者の相談件数
はそれほど増えていない状況
２）データベース席の利用が
少ない状況
３）より多くの市民に使って
いただけるような座席の効率
的な運用
４）札幌市経済観光局を始め
とした、他部署、各種専門機
関との積極的な連携
５）目まぐるしく変わってい
くビジネスの動きに対応した
図書の選定

１）館内掲示やSNSによるPRの強化や、市民がよ 教）運営企画
り相談しやすいメニューや雰囲気づくりを行
課
う。
２）「データベース活用講座」の開催や無料相
談窓口でのデータベースの活用を図ることによ
り利用を促す。
３）予約席の運用の見直しについて検討を進め
る。（ミーティングルーム等の連続使用の扱い
など。）
４）経済観光局、さっぽろ産業振興財団などと
協力しイベントやセミナーを開催することを通
じ、経済産業分野の連携を進める。
５）購入図書の選定にあたり、事業の連携など
を行っている各種専門団体の意見を参考にでき
る仕組みを検討していく。

引き続き、生涯学習センターと図書館の連携・ 教）生涯学習
取組の推進を中心に、方針を踏まえた事業実施 推進課
に取り組むことで、より一層の市民が学びやす
い環境の整備に努める。

時代の変化に対応するため、 引き続き、科学及び科学知識の普及啓発に向
教）生涯学習
利用者の声を踏まえた事業の け、時代の変化や市民ニーズに応じた事業等の 推進課
実施や機能の拡充
実施を目指す。

〇
（１）必要な展示物及び施設 （１）青少年科学館展示ゾーン等整備計画の作 教）生涯学習
設備の整理
成
推進課
（２）学校主体の利用に向け （２）研究推進校によるモデル授業の実施
た各種プログラム内容の整理

〇

「スポーツを通じて心身を鍛え、人種・民族、国の 再掲
違いを超えて友好を深め、平和な世界を築く」とい
うオリンピズムの理念を踏まえ、スポーツを通じて
子どもの知・徳・体をバランスよく育むための取組
を推進

再掲

教）教育課程
担当課

（１）市民が抱える仕事やくらしの課題（就職、創 再掲
業、健康など）の解決を資料・情報面から支援
（２）札幌の魅力をデジタルコンテンツ等により発
信し、都心の賑わい・活力維持に寄与
（３）利用者の調べものや交流を促進する空間を創
出

再掲

教）運営企画
課

再掲

22

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学 再掲
習センター等で学習機会提供事業「さっぽろ市民カ
レッジ」を実施

教）生涯学習
推進課

再掲

教）生涯学習
推進課

224 （再掲:32、132、

22

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊か 再掲
な社会資源を活用したプログラムを、土曜日等に学
校施設等を活用して実施

ご近所先生企画講
座
225 （再掲:165、185）

地域における学習機会の提供を目指し、市民が講座 再掲
を企画・運営する「ご近所先生企画講座」を市民カ
レッジの一環として実施

再掲

22

教）生涯学習
推進課

翌年度就学予定の幼児と、その就学先の小学校に通 より多くの児童・幼児
う児童を対象に、地域を基盤としたフィールドで野 が参加できるよう事業
外炊事などの自然体験活動の機会を提供
を見直す。

実施する校区に限定せずに参加希望者を
募集する事業形態を検討中。

221 （再掲:104）

21

図書・情報館の建
設・運営
222

（再掲:217）

さっぽろ市民カ
レッジ

223 （再掲:49、80、

21

158、179、184、
189、208）

サッポロサタデー
スクール事業
164、171、209）

幼保小連携なかよ
しキャンプ
226

22

・前年同様5区6校の会場で実施。
・参加者数：118人（小学生49人、幼児69人）

〇
24

・校区を限定せずに参加希望者を募集する事業 教）生涯学習
形態について令和元年度より実施。
推進課
・年間のプログラム実施回数を5回から3回に変
更。
・定員：夏季140人、冬季80人

