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Ⅰ 教育委員会事務の点検・評価の概要 Ⅰ 教育委員会事務の点検・評価の概要 Ⅰ 教育委員会事務の点検・評価の概要 Ⅰ 教育委員会事務の点検・評価の概要 

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

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

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

点検・評価を行い、その報告書を議会に提出し、また市民へ公表するものです。 

併せて、学識経験者の意見も踏まえ、点検・評価結果を次年度以降の施策の推進や改善に反映さ

せていきます。 

 

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

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

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

ち、前年度（平成 22 年度）、特に重点的に実施した取組みで、来年度以降も重点的に実施する必

要のある取組に関連する 4 施策を選定（※2）しました。 

※ １ 「札幌市教育振興基本計画」とは、札幌市の教育推進の目標、指針と５つの個別計画（札幌市幼児教育

振興計画、札幌市教育推進計画、札幌市立高等学校教育改革推進計画、札幌市特別支援教育基本計画、

第 2 次札幌市生涯学習推進構想）を統括したものです。（「<参考>体系図」参照。） 

※ 2 点検・評価の対象とした 4 施策とその選定理由  

● 地域における保護者支援（幼児教育振興基本計画） 

「預かり保育の充実」や「地域での相談体制の確立」などが近年の課題となっていることから、幼児

教育等の啓発・情報提供や保護者及び地域への子育て支援の実施を主旨とする当該施策を選定した。 

● 豊かな心の育成【徳】（教育推進計画） 

「道徳教育の推進」や「いじめ・不登校対策」が喫緊の課題であることから、家庭や地域とともに調

和のとれた豊かな人間性や社会性を育成することを主旨とする当該施策を選定した。 

● 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実（特別支援教育基本計画） 

「特別支援学級の拡充」や「学びのサポーター事業（特別支援教育支援員活用事業）」などの要望が

高く、近年重点的に実施していることから、障がいのある子どもが地域で学び育つための環境を充

実することを主旨とする当該施策を選定した。 

● 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現（生涯学習推進構想） 

「ひきこもり」や「ニート」対策が社会的にも大きな課題となっていることから、若者の社会参加と

自立支援に係る取組を推進することを主旨とする当該施策を選定した。 

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

選定した点検・評価項目（施策）に関連する取組の「事業概要」、「平成 22 年度の取組内容及び

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

るとともに、目指すべき「今後の方向性」について示しました。 

なお、選定した施策を適切、有効に点検・評価するため、他施策の関係事業等であっても、密

接に関連するものや付随するものについては、必要に応じて点検・評価の対象としました。 

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

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

○ 梶井 祥子（かじい しょうこ）氏 

       北海道武蔵女子短期大学 教授 （専門：社会学） 

○ 大久保 和義（おおくぼ かずよし）氏 

    北海道教育大学 教授 （専門：数学教育） 
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Ⅱ　点検・評価の結果Ⅱ　点検・評価の結果Ⅱ　点検・評価の結果Ⅱ　点検・評価の結果

　１　地域における保護者支援　１　地域における保護者支援　１　地域における保護者支援　１　地域における保護者支援

（１）家庭や地域への幼児教育等の啓発・情報提供

・園児の保護者を対象として、子育てや食育、発達に関する講演会を8区において実施し、参加

した保護者から「幼児期の子育ての在り方を具体的に学ぶことができた」等の好評を得た。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・パネル展では、地下街オーロラスクエアを会場に1週間、市内全149園の幼稚園紹介を行っ

た。その場で、未就園児の会の情報を掲載した「情報ブック」を1,093部配布した。

・催し物は、厚別区体育館において幼稚園体験や音楽会、観光文化局スポーツ部と連携した運動

遊びなどを札幌市私立幼稚園連合会と共同で開催し、幼稚園教育について広く啓発することがで

きた。

・平成21年度より事業を開始し、パネル展は地下街オーロラスクエアを会場に、催し物は市役

所ロビーを会場として、それぞれ実施した。

・未就園の幼児とその保護者を対象に、市内の幼稚園を紹介（幼稚園の教育内容および園児募集

など）したパネル展示や情報ブックの配布などによる情報提供を行っている。

・幼稚園教員との遊び体験や親子での運動遊び、音楽会等の催し物による幼稚園教育の理解啓発

を行っている。

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

主旨・目的主旨・目的主旨・目的主旨・目的

（１）家庭や地域への幼児教育等の啓発・情報提供

（２）保護者及び地域への子育て支援の実施

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【ようちえん・にこにこフェスティバル（パネル展及び催し物）等の実施・情報ブックの作【ようちえん・にこにこフェスティバル（パネル展及び催し物）等の実施・情報ブックの作【ようちえん・にこにこフェスティバル（パネル展及び催し物）等の実施・情報ブックの作【ようちえん・にこにこフェスティバル（パネル展及び催し物）等の実施・情報ブックの作

成】成】成】成】

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・区単位の実施方法を探るため、区パネル展や区の幼稚園体験のイベントを実施し、会場設営や

効果的な内容について検討することができた（東区、南区、手稲区において実施）。

【保護者向け講演会】【保護者向け講演会】【保護者向け講演会】【保護者向け講演会】

◎22年度　保護者向け講演会　◎22年度　保護者向け講演会　◎22年度　保護者向け講演会　◎22年度　保護者向け講演会　参加者数参加者数参加者数参加者数

市立幼稚園 355人

私立幼稚園 128人

その他（保育所等）   63人

計 546人

◎催し物参加者数◎催し物参加者数◎催し物参加者数◎催し物参加者数

未就園児 保護者 計

H21年度 166人 294人 460人

H22年度 304人 429人 733人
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供

の在り方の在り方の在り方の在り方

・各区の実態を把握し、各区の子育て支援係や

私立幼稚園と共に区の特色を生かしたパネル展

や催し物を実施することで、より多くの市民に

幼児教育の理解啓発や情報提供を図る。

幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供幼稚園における幼児教育の理解啓発・情報提供

の在り方の在り方の在り方の在り方

・現在実施している取組は全市１か所の開催で

あり、私立幼稚園と連携した区の実態に応じた

開催が必要である。

保護者向け講演会の仕組みづくり保護者向け講演会の仕組みづくり保護者向け講演会の仕組みづくり保護者向け講演会の仕組みづくり

・より多くの保護者の参加を促進するため、幼

稚園・小学校のPTA団体等と連携し、地域の保

護者のニーズに応じた講演会を実施する。

・駐車や託児が可能であるなど利便性が高い会

場の選定や、多くの方々に開催内容を広報でき

る情報提供の方法等を工夫する。

保護者向け講演会の仕組みづくり保護者向け講演会の仕組みづくり保護者向け講演会の仕組みづくり保護者向け講演会の仕組みづくり

・私立幼稚園、保育所の保護者のニーズを捉え

た講演内容の充実を図ることが必要である。

・私立幼稚園、保育所などの保護者が、より多

く参加できる体制づくりが必要である。

【参考】H23年度の取組

○札幌市私立幼稚園連合会との共催によるパ

ネル展及び催し物の実施

【参考】H23年度の取組

○区における市立・私立幼稚園紹介等の実施の

拡大

【参考】H23年度の取組

○各区において保護者のニーズに応じた講演

会の実施

○当該施策の札幌市教育振興基本計画上の位置付け（P41体系図参照）

幼稚園において、質の高い幼児教育を提供するとともに、保護

者への啓発や支援に積極的に取り組みます

個別計画 札幌市幼児教育振興計画（Ｈ18年～Ｈ27年）

遊びを通して、人や自然と豊かにかかわり、自立と協同の基礎を培う

幼児教育を推進します

指針

基本的方向性

当該施策
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（２）保護者や地域への子育て支援の実施

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【預かり保育の試行的実施】【預かり保育の試行的実施】【預かり保育の試行的実施】【預かり保育の試行的実施】

・市立幼稚園においては、平成23年度からの全園での実施に向けて、平成22年度から預かり保

育を試行的に実施している。

・私立幼稚園では保護者からのニーズに応じて、預かり保育を実施する幼稚園が多くなってい

る。

・市立幼稚園では幼稚園教育の一環としての望ましい預かり保育の在り方について、実践を通し

た検討を行っている。

※幼稚園教育要領では「預かり保育」を「地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教

育時間の終了後等に希望する者を対象に行う教育活動｣と定義

・これまで市立幼稚園では、しんえい幼稚園（認定こども園にじいろ）のみの実施であった「預

かり保育」について、全園での実施に向けて、さらに３園で試行実施した。

・保護者がPTA活動等へ参加しやすくなったことや、幼稚園教員が、教育課程とのつながりを

考えた預かり保育の在り方の方向性を探ることができた。

・各市立幼稚園を会場として、未就園児とその保護者を対象とした園舎、園庭の開放や在園児と

の交流などを行うことにより、未就園児を家庭から園へ安心してつなげることができた。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

【未就園児の会の実施】【未就園児の会の実施】【未就園児の会の実施】【未就園児の会の実施】

・これから幼稚園に就園しようとする幼児とその保護者を対象として、市立幼稚園を会場に幼稚

園生活を経験する場を設け、在園児や幼稚園教員とのかかわり等を通して、幼稚園生活について

理解啓発を図る。

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

◎市立幼稚園「預かり保育」試行実施数◎市立幼稚園「預かり保育」試行実施数◎市立幼稚園「預かり保育」試行実施数◎市立幼稚園「預かり保育」試行実施数

H22年度 147人

　（試行実施期間：11～3月）

◎未就園児の会実績◎未就園児の会実績◎未就園児の会実績◎未就園児の会実績

開催数 参加未就園児数

H21年度 149回 3,248人

H22年度 225回 5,511人
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

子育てに関する保護者支援の充実子育てに関する保護者支援の充実子育てに関する保護者支援の充実子育てに関する保護者支援の充実

・預かり保育をはじめ、子育てに関する保護者

支援策についての検討が十分ではない。

・幼稚園における預かり保育の在り方や、預か

り保育をはじめとした子育てに関する様々な保

護者支援策について検討を進め、幼稚園での幼

児教育を受けやすい環境を作ることが課題であ

る。

子育てに関する保護者支援の充実子育てに関する保護者支援の充実子育てに関する保護者支援の充実子育てに関する保護者支援の充実

・幼稚園における預かり保育の取組状況を集約

するとともに、保護者や社会のニーズを的確に

把握し、私立幼稚園も含めた預かり保育の充実

などをはじめとした子育てに関する様々な保護

者支援策を検討・推進する。

未就園児の会の実施の在り方未就園児の会の実施の在り方未就園児の会の実施の在り方未就園児の会の実施の在り方

・幼稚園生活の理解啓発を図るため、私立幼稚

園において実施されている取組の把握や未就園

児をもつ保護者のニーズの把握が必要である。

未就園児の会の実施の在り方未就園児の会の実施の在り方未就園児の会の実施の在り方未就園児の会の実施の在り方

・未就園児の会に参加した保護者の声の聞き取

りやアンケートから、保護者が知りたい情報を

調査し、実施内容の改善及び保護者への情報提

供の方法の工夫などについて検討し、未就園児

の会について改善を図る。

【参考】H23年度の取組

○預かり保育の市立幼稚園全園での実施

○私立幼稚園における預かり保育の取組につ

いての調査の実施

【参考】H23年度の取組

○未就園児の会に参加した保護者の声の聞き

取りやアンケートの実施

○私立幼稚園における未就園児の会の取組に

ついての調査の実施
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・各区において、幼保小連絡会を行った結果、幼保小の担当者が互いに顔を合わせた引き継ぎを

行うことができ、特別な教育的支援を必要とする幼児の支援内容等について円滑な接続ができ

た。また、連絡会実施後に小学校の担当者が園を訪問するなど、幼保小の情報交流が活発になる

取組が増えてきている。

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・来所相談は、西区の教育センターで実施しているが、地域教育相談を平成23年度からの本格

実施に向けて、平成20年度から3年間の試行実施を行った。

・地域教育相談は、各区の市立幼稚園を会場に実施し、特別な教育的支援を必要とする幼児が、

身近な地域において教育相談を受けられるようにする事業である。

・幼稚園・保育所・小学校連絡会（幼保小連絡会）は、平成２１年度より実施し、区内の幼保小

の担当者が一堂に会し、保護者の了解の得られた特別な支援を必要とする幼児について支援内容

の円滑な引き継ぎを行う事業である。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・各区の市立幼稚園を会場に行う教育相談について試行実施を行った。試行実施を通して、環境

の整備や相談する保護者のニーズ等について検討することができた。

【特別な支援を要する幼児に関する地域教育相談】【特別な支援を要する幼児に関する地域教育相談】【特別な支援を要する幼児に関する地域教育相談】【特別な支援を要する幼児に関する地域教育相談】

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

◎H22年度　幼保小連絡会参加園数◎H22年度　幼保小連絡会参加園数◎H22年度　幼保小連絡会参加園数◎H22年度　幼保小連絡会参加園数

幼稚園 96園/204園

保育所 101園/198園

◎地域教育相談試行実施数◎地域教育相談試行実施数◎地域教育相談試行実施数◎地域教育相談試行実施数

H21年度 64件

H22年度 104件
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

地域の実態に応じた相談体制の在り方地域の実態に応じた相談体制の在り方地域の実態に応じた相談体制の在り方地域の実態に応じた相談体制の在り方

・より地域の実態に応じた対応を行うための適

切な相談体制の在り方を検討する必要がある。

地域の実態に応じた相談体制の在り方地域の実態に応じた相談体制の在り方地域の実態に応じた相談体制の在り方地域の実態に応じた相談体制の在り方

・早期からの支援につなげるため、未就園児の

会や私立幼稚園への幼稚園訪問支援において、

平成23年度より各区に配置する幼児教育支援

員に保護者が気軽に相談できる、支援体制の構

築を図る。

幼保小連絡会の充実幼保小連絡会の充実幼保小連絡会の充実幼保小連絡会の充実

・幼保小連絡会は、地域における小学校とのよ

り充実した連携体制を構築するため、参加する

私立幼稚園や保育所の増加と内容の充実が課題

である。

幼保小連絡会の充実幼保小連絡会の充実幼保小連絡会の充実幼保小連絡会の充実

・幼保小連絡会について、保護者に対しては教

育相談の面談場面において情報提供すること、

各区の私立幼稚園に対しては「幼稚園訪問支

援」の際に幼児教育支援員が説明すること、保

育所に対しては子ども未来局と連携して周知す

ることにより理解啓発を図る。

・小学校への円滑な接続に向けて、区内の幼保

小連携研究事業と連携し、互いの授業・保育を

参観する機会を通じて、教員同士のさらなる連

携体制の構築を図る。

【参考】H23年度の取組

○地域教育相談の本格的実施

・各区の研究実践園を会場に幼稚園という幼児

にとって慣れた場を活用し、幼児教育支援員が

就学前の幼児についての継続的な相談を実施
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　2　豊かな心の育成【徳】　2　豊かな心の育成【徳】　2　豊かな心の育成【徳】　2　豊かな心の育成【徳】

（１）道徳教育の推進

主旨・目的主旨・目的主旨・目的主旨・目的

学校や子どもたちを取り巻く環境の変化、いじめや不登校等の状況を踏まえなが

ら、家庭や地域とともに、調和のとれた豊かな人間性や社会性を育成するため、豊

かな心を育む教育を推進する。

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【道徳教育の充実】【道徳教育の充実】【道徳教育の充実】【道徳教育の充実】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・「豊かな心の育成」は札幌市学校教育の重点に位置付けられ、中長期的視点に立って特に取り

組むべき内容である。さらに、平成21年に「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利

条例」が施行されたことを受け、学校の全ての教育活動において、より一層、人間尊重の精神と

生命に対する畏敬の念を培い、豊かな心を育むこと等を目的とした道徳教育を推進している。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・道徳の時間を要とした学校教育全般にわたる道徳教育の充実を図るため、研究校5校（小学校

3校、中学校2校）を指定し実践的研究を行い、その成果をホームページに掲載し、学校や市民

へ啓発した。

・研究校においては、資料を活用した道徳の時間を教員に公開し、授業後、参観者による協議を

行った結果、参観者からは、心に響く道徳の授業の在り方や保護者と連携した道徳教育の推進な

どについて高い評価を受けた。

・札幌市教育研究推進事業の道徳研究項目において、授業公開や研究協議等を通じて、道徳教育

の充実に向けた取組を継続して行っている。
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

指導の改善・充実指導の改善・充実指導の改善・充実指導の改善・充実

・いじめをはじめとする人の心を傷つける行為

や、自ら命を絶つという痛ましい出来事等が発

生していることを踏まえ、人間尊重の精神や生

命に対する畏敬の念を培う指導を充実し、自他

を尊重する心を養っていく必要がある。

・学校においては、情報化をはじめとした社会

の急速な変化に対応する適切な教材の選定や授

業の進め方などに苦慮している側面がある。

指導の改善・充実指導の改善・充実指導の改善・充実指導の改善・充実

・体験活動等を通して子どもの心を育む道徳教

育についての実践的な研究を行い、その成果を

広く周知することによって、子どもの実生活に

結びついた道徳教育を推進していく。

・資料を効果的に活用した授業や情報モラルに

関する指導事例を、札幌市教育課程編成の手引

（小学校H22年作成、中学校H23年作成予

定）等に示すなどして、各学校の道徳教育の一

層の推進を図る。

家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携

・道徳教育の推進に当たっては、家庭や地域社

会と共通理解を図り子どもの心をはぐくんでい

くことが必要なことから、これまで以上に家庭

や地域と連携した取組が求められる。

家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携

・道徳の授業の保護者や地域への公開、保護者

や地域を対象とする子どもの心の育ちを語る場

の設定、保護者や地域の方のゲストティチャー

としての授業への参加などを通して、家庭や地

域社会と連携した道徳教育を推進していく。

【参考】H23年度の取組

○道徳教育総合支援事業の実施

（※文部科学省委託事業）

・22年度の取組やこれまでの研究成果等を踏ま

え、新たに研究推進校（小中学校2校）を指定し、

地域の実態や学校の特色を生かした道徳教育の

取組の成果を各学校に広げていく。

・道徳教材を各学校へ配付するとともに、魅力的

な教材の開発や活用を促進していく。

【参考】H23年度の取組

・学校関係者や市民を対象とする「さっぽろっこ

の豊かな心を育む講演会」（仮称）の開催等によ

り、家庭や地域社会と連携した道徳教育を、各学

校、保護者へ広げていく。

・道徳の授業公開や、道徳の時間に地域の方を

講師として招き、実体験に基づいて語ってもらうこ

となどを通して、保護者や地域社会と連携した道

徳教育を進めていく。

○当該施策の札幌市教育振興基本計画上の位置付け（P41体系図参照）

基本的方向性

知・徳・体のバランスのとれた教育を充実させ、確かな学力と

豊かな心、健やかな身体を育みます

指針

確かな学力と豊かな心、健やかな身体を家庭や地域とともに育む義務

教育を推進します

個別計画 札幌市教育推進計画（Ｈ16年～Ｈ25年）

当該施策当該施策
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（２）人権教育の推進

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【子どもの権利に関する教育の推進】【子どもの権利に関する教育の推進】【子どもの権利に関する教育の推進】【子どもの権利に関する教育の推進】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・学校教育の重点の今日的な課題に「人間尊重の教育」を位置付け、人権に関する指導の充実を

図ってきた。

・平成21年の「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」が施行されたことを受

け、「子どもの権利に関する指導の手引」等の作成を行ってきた。

・各学校では、子どもの権利に関する教育として、教科や道徳における指導や、特別活動（学級

活動、児童会・生徒会活動、学校行事）における子ども参加の取組等を行っている。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・「小学校教育課程編成の手引」において、子どもの権利に関わる教育活動の教育課程への位置

付けについて周知した。

・新任管理職や10年経験者に対する研修を実施した。

・小中学校の社会科やピア・サポート（子ども同士の支え合いについて学ぶ活動）の公開授業を

実施し、子どもの権利に関する授業やピア・サポートについての理解促進を図った。

・「教職員向け研修資料（原稿付プレゼンテーション）」を配付し、各学校における研修の充実

を支援した。

・保護者が子どもの権利について正しく認識し子どもと関われるよう、保護者を対象とした出前

講座を実施するとともに、｢保護者向け啓発資料(原稿付プレゼンテーション)｣を各学校に配付し

た。

【民族教育の推進】【民族教育の推進】【民族教育の推進】【民族教育の推進】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・あらゆる民族に対する偏見や差別を生まないよう、児童生徒がそれぞれの民族の歴史や文化等

を尊重する態度を身に付けるため、アイヌ民族をはじめとする民族の歴史や文化などについて、

教育活動全体を通してより一層の理解を図る。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・アイヌ教育相談員の学校派遣と札幌市アイヌ文化交流センター「サッポロピリカコタン」の活

用により、児童生徒がアイヌ民族の方から直接話を聞く機会を設けた。

・併せて、アイヌ文化等に関する指導の充実のため、教育委員会では民族教育研修会を実施する

とともに、授業における指導例をホームページで広く公開した。

・民族教育研修会における事例発表や討論などから、体験的な学習が効果を上げていることが改

めて確認できた。

・サッポロピリカコタンの活用など体験的な学習を行いやすくするため、小学校教育課程編成の

手引において、昔のアイヌ民族の生活に関する学習の時期の例を1月から8～9月に変更した。

アイヌ教育相談

員学校派遣

サッポロピリカコタ

ン

白老ポロトコタン

等

H21年度 24校 28校 21校

H22年度 19校 32校 31校

◎アイヌ民族に関する体験的な学習の実施（小・中・高・特）◎アイヌ民族に関する体験的な学習の実施（小・中・高・特）◎アイヌ民族に関する体験的な学習の実施（小・中・高・特）◎アイヌ民族に関する体験的な学習の実施（小・中・高・特）

※22年度のピリカコタン、白老ポロトコタン等の見学校のうち、体験プログラム利用校
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

子どもの権利に関する教育の意図的・計画的な子どもの権利に関する教育の意図的・計画的な子どもの権利に関する教育の意図的・計画的な子どもの権利に関する教育の意図的・計画的な

実施実施実施実施

・各学校においては、「参加する権利」等が表

れる学級会や児童会・生徒会活動での話合いな

ど、子ども参加の取組を行っている。しかし、

これらの取組が子どもにとって「参加する権

利」等にかかわるものと意識されていないこと

がある。そのため、学級会等での話合いに参加

することなどが「子どもの権利」を学ぶことで

もあることを理解させることができるように、

意図的かつ計画的に子どもの権利に関する教育

を実施する必要がある。

子どもの権利に関する教育の教育課程への位置子どもの権利に関する教育の教育課程への位置子どもの権利に関する教育の教育課程への位置子どもの権利に関する教育の教育課程への位置

付けや保護者への啓発付けや保護者への啓発付けや保護者への啓発付けや保護者への啓発

・「中学校教育課程編成の手引」に、子どもの

権利に関する教育活動を示すとともに、教育セ

ンターと連携を図りながら、これまで行ってき

た研修に加え、対象者を広げて研修会（協議

会）を実施するなどして、子どもの権利に関す

る教育が各学校の教育課程に位置付けられ、計

画的に進められるようにしていく。

・平成22年度末に配付した「保護者向け啓発

資料(原稿付プレゼンテーション)｣の活用を各学

校に促し、PTAの研修などを通して子どもの権

利について保護者の理解が一層深まるようにし

ていく。

アイヌ民族に関する教育の充実アイヌ民族に関する教育の充実アイヌ民族に関する教育の充実アイヌ民族に関する教育の充実

・アイヌ教育相談員の学校派遣や札幌市アイヌ

文化交流センター等を活用し、アイヌ民族の方

と直接関わるなど、アイヌ民族の歴史や文化等

に関する体験的な学習を実施する学校を増やし

ていくことが重要であり、その際の人的支援等

を行っていくことが必要である。

民族教育に係る体験的な学習の拡充民族教育に係る体験的な学習の拡充民族教育に係る体験的な学習の拡充民族教育に係る体験的な学習の拡充

・アイヌ民族に関する体験的な学習の有効性

や、体験的な学習に関わる課題やその対策等に

ついて、研究推進校による研究を進め、研究成

果について各学校に普及啓発を図る。

・札幌市アイヌ文化交流センター等における体

験的な学習（小中高校団体体験プログラム）

や、学校での体験プログラムを行うことができ

るよう、アイヌ教育相談員の人員増を含め、そ

の手だてを検討する。

【参考】H23年度の取組

○「中学校教育課程編成の手引」において、子ど

もの権利に関する学習活動を各教科や道徳等の

教育課程に位置付ける。

○子どもの権利を生かした指導の在り方につい

て、新任管理職や10年経験者、初任者を対象と

した研修を実施する他、いじめへの対応として、

子ども同士が互いの権利を尊重し合い支え合うこ

とを学ぶピア・サポートの事例検討等を行う研修

を実施する。

○研究開発事業において、学校での子ども参加

に関わる教材の開発や授業公開を実施するとと

もに、子どもの権利に関する児童生徒向けの学

習資料を作成し、各学校へ配付する。

【参考】H23年度の取組

○民族教育に関する研修会の実施（2回）

○アイヌ教育相談員の学校派遣

○研究開発事業における授業研究（社会、道徳）

及び札幌市アイヌ文化交流センターの活用に関

する研究

○人権教育推進事業における、研究推進校10校

による体験的な学習についての研究と、その研

究成果を踏まえた今後の人権教育の在り方に関

する検討
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（３）いじめ・不登校等への対策

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【いじめ対策】【いじめ対策】【いじめ対策】【いじめ対策】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・子どもたち一人一人の個性を尊重し、教員と子ども及び子ども同士の好ましい人間関係を築い

ていくことができるような学校、学級経営を推進するとともに、平成18年度より本市独自のい

じめの状況等に関する調査を実施し、いじめ問題への早期発見・早期対応を図っている。

・平成21年度よりネット上の不適切な書き込みを監視する「学校非公式サイト等対策事業」を

実施し、いじめの早期発見、早期対応等に努めている。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

○アンケート調査の実施とその結果への対応○アンケート調査の実施とその結果への対応○アンケート調査の実施とその結果への対応○アンケート調査の実施とその結果への対応

・早期発見・早期対応の観点から、子ども自身の受け止めを重視した対応をするために、すべて

の学校において子どもを対象にしたいじめのアンケート調査を実施した。

・「いじめられていると思う」と答えた子どもは11,124人で、小学校低学年が全体の63％を

占め、ちょっとしたいたずらやちょっかいなど一過性のトラブルもいじめとして回答しているも

のが多い。

・学校においては、「いじめられていると思う」と答えた子どもを守る視点から、訴えのあった

全てのものに対し、関係する子どもに慎重に事実確認するとともに、保護者と連携して解決に向

けた対応を進めた結果、そのほとんどが解決しており、23年度も継続して対応しているものは

19件である。

・教育委員会では、調査結果から各学校の実態を把握するとともに、個別の事案について解決の

ために助言するなどして、いじめの解消に努めた。

○ネットパトロールの実施と結果に対する取組○ネットパトロールの実施と結果に対する取組○ネットパトロールの実施と結果に対する取組○ネットパトロールの実施と結果に対する取組

・ネット上の不適切な書き込みを監視する「学校非公式サイト等対策事業」を実施し、いじめの

早期発見、早期対応に努めた。

・専門業者から教育委員会に報告された不適切な書き込みについては、教育委員会から直ちに学

校に報告した。

・当該学校においては、速やかに事実確認するとともに、関係する子どもに対し指導を行い、必

要に応じて本人やその保護者に削除するなどの要請をした。

○ネットトラブル防止○ネットトラブル防止○ネットトラブル防止○ネットトラブル防止

・学校関係者、保護者、企業、有識者等からなる札幌市「ケータイ・ネット」セーフティ推進協

議会において、教員・子ども・保護者向けにネットトラブル防止のための啓発資料を作成・配付

するなどネットトラブルから子どもを守る取組を推進した。

・教員向け資料は、校内研修で活用できるようにプレゼンテーション資料とともに、実際にその

使用例をＤＶＤに集録したものを学校に配付した。

・また、子ども・保護者向けには、携帯の所持率が上がる小学校3年・6年及び中学校3年生に

対し、家庭のルールづくりの参考となるポスターを配付し、啓発に努めた。

◎いじめや中傷と思われる内容の書き込み件数◎いじめや中傷と思われる内容の書き込み件数◎いじめや中傷と思われる内容の書き込み件数◎いじめや中傷と思われる内容の書き込み件数

H21年度 162件

H22年度  79件
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

いじめの未然防止いじめの未然防止いじめの未然防止いじめの未然防止

・人間尊重の精神や思いやりの心を育む指導を

通して、いじめについての子どもたちの意識を

高め、いじめのない学校風土をつくっていくこ

とや、ネットモラルの向上等、未然防止の観点

からの指導をさらに進める必要があること。

いじめの未然防止いじめの未然防止いじめの未然防止いじめの未然防止

・各学校において、いじめのない学校づくりに

向けた取組が進むよう、特別活動や道徳の時間

の取組事例を札幌市教育課程編成の手引に掲載

するとともに、教育用コンピュータに整備した

ネットモラル向上に向けた教育用コンテンツの

活用を推進していく。

いじめの早期発見と早期対応いじめの早期発見と早期対応いじめの早期発見と早期対応いじめの早期発見と早期対応

・各学校が教育委員会によるアンケート調査以

外にも、学校独自に早期発見、早期対応を進め

る取組を強化すること。

・ネットパトロールによる不適切な書き込みの

発見と対応については、ネットをめぐる状況の

変化が速いことから、状況に即した対応をして

いく必要があること。

いじめの早期発見と早期対応いじめの早期発見と早期対応いじめの早期発見と早期対応いじめの早期発見と早期対応

・各学校で、定期的な面談や独自調査を計画的

に実施するとともに、適宜点検見直しを行って

取組の実効性を高めることを、いじめをテーマ

とした諸会議などを通してはたらきかける。

・ネットパトロールの結果から捉えたネットト

ラブルの傾向等を踏まえた教員対象の研修会を

開催し、教員のネットトラブル対応にかかる資

質向上を図る。

【参考】H23年度の取組

○いじめに関するアンケート調査の実施（H23.11

全児童・生徒対象に実施予定）

○いじめをテーマとした諸会議

　・生徒指導協議会（H23.7実施予定）

　・いじめ対策連絡協議会（H24.1実施予定）

　・いじめ防止連絡協議会（H24.2開催予定）

○学校非公式サイト等対策事業の実施

　・ネットパトロールの実施

　・検索の仕方、対応の仕方等に

　 関する教員研修会の実施
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Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【不登校対策】【不登校対策】【不登校対策】【不登校対策】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・学校においては、定期的・継続的に電話連絡や家庭訪問などして子どもやその保護者に教育相

談を行っている。

・また、学校へ登校することはできても自分の教室に入ることができない子どもに対して、養護

教諭など担任以外の教諭やスクールカウンセラー等と連携しながら、別室で個別の学習支援や教

育相談を行っている。

・さらに、子どもの状況に応じて教育センターや相談指導学級、児童相談所を始めとした関係機

関と連携し、子どもや保護者に対し学校復帰に向けた支援をしている。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

○不登校児童生徒数○不登校児童生徒数○不登校児童生徒数○不登校児童生徒数

○関係機関との連携○関係機関との連携○関係機関との連携○関係機関との連携

・学校関係者、PTA代表、フリースクール等民間施設の代表、有識者等からなる「札幌市不登

校対策検討会議」において、教育センター、相談指導学級、フリースクール等民間施設、若者支

援総合センターのそれぞれの代表者から、不登校児童生徒への具体的な支援等について提言をい

ただき、学校と関係機関が連携した不登校対策について協議した。

○小中連携の取組○小中連携の取組○小中連携の取組○小中連携の取組

・全小中学校の不登校対策担当の教員が出席する「不登校対策連絡会議」（毎年開催）におい

て、小中連携の取組や関係機関と連携した対応等について協議した。

・具体的には、中学校に入学してから不登校になる子どもが多いことから、中学校への不安を解

消するため、小学校と中学校が音楽の交流会を開催したり、小学校6年生が中学校を訪問し英語

の授業を体験したりしている事例を交流し、各学校の取組に生かすようにした。

・さらに、小中学校の教員同士が引継ぎなども含めた子ども理解のための交流会、子どもや教師

の連携を進める取組などについて協議した。

○若者支援総合センターとの連携○若者支援総合センターとの連携○若者支援総合センターとの連携○若者支援総合センターとの連携

・若者支援総合センターの職員を講師に招き、学校と関係機関が連携した取組について具体的な

事例を紹介して協議した。

・同センターと連携して対応したことで、中学卒業後の支援につながるなどの成果があった。

○不登校対応に係る研究開発事業○不登校対応に係る研究開発事業○不登校対応に係る研究開発事業○不登校対応に係る研究開発事業

・不登校対応に係る研究開発事業において、小中学校8校の協力を得ながら、教育委員会にス

クールカウンセラースーパーバイザーやセラピスト等で構成する専門家チームを設置し、不登校

の要因分析や要因に応じた支援の在り方、小中連携の在り方等について実践的な研究に取り組ん

だ。

・協力校8校においては、不登校児童生徒一人一人の状況について教職員の共通理解が図られ、

学校が一体となって取り組むことで、全く学校に来ることができなかった子どもが別室登校でき

るようになったり、教室に入ることができなかった子どもが教室に入ることができるようになっ

たりするなどの改善が見られた。

年度 小学校 中学校 合計

H20年度 262人 1,397人 1,659人

H21年度 276人 1,378人 1,654人

H22年度 298人 1,394人 1,692人

◎不登校を理由に年間30日以上欠席した児童生徒数の推移◎不登校を理由に年間30日以上欠席した児童生徒数の推移◎不登校を理由に年間30日以上欠席した児童生徒数の推移◎不登校を理由に年間30日以上欠席した児童生徒数の推移

※学校基本調査より
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

不登校の子どもへのきめ細かな対応不登校の子どもへのきめ細かな対応不登校の子どもへのきめ細かな対応不登校の子どもへのきめ細かな対応

・子どもによって不登校の要因は複雑多岐にわ

たっており、教員が不登校の子どもそれぞれの

状況に応じた対応を行うことが難しくなってき

ている。

不登校の子どもへのきめ細かな対応不登校の子どもへのきめ細かな対応不登校の子どもへのきめ細かな対応不登校の子どもへのきめ細かな対応

・子どもにとって楽しい魅力ある学校づくりを

推進することはもとより、子どもとのふれあい

や教育相談などの充実により、子どもの心や家

庭環境の変化などをとらえ、早期に適切に対応

することで、不登校の未然防止を図る。

・不登校の対応についてまとめた事例集をすべ

ての教員に配付したり、不登校に関する教員研

修を一層充実させるなどして、教員の資質の向

上を図る。

・学校として、教員の通常の業務の中で不登校

の子ども一人一人に対してきめ細かな対応をす

ることが困難になってきており、担当教諭と一

緒に不登校の対応ができる人材の確保が課題で

ある。

・不登校の子どもが、それぞれの状況に応じて

教育相談や学習支援を受けることができる環境

づくりが課題である。

・不登校の子ども一人一人の状況に応じた支援

体制の構築に向け、学校へ「心のサポーター」

を配置する。

・全庁的な「不登校・ひきこもり対策会議」の

もと、関係部局や関係団体等と連携を図りなが

ら、具体的な支援対策について検討する。

【参考】H23年度の取組

○学校の不登校対策に生かすことを目的とした

各学校の不登校担当者等が出席する諸会議の

開催

　・生徒指導研究協議会

　・不登校対策連絡会議

　・スクールカウンセラー連絡会議　等

○全ての教員に対する「不登校の状況に応じた

対応事例集」（仮称）の配付

○「心のサポーター」配置モデル事業の検討

※心のサポーター：子どもに寄り添い、関

　　　係機関と連携しながら継続的に不登

　　　校の子どもを支援する、教員以外の

　　　第三者的な立場の者。
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Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【いじめ・不登校等に関連する取組】【いじめ・不登校等に関連する取組】【いじめ・不登校等に関連する取組】【いじめ・不登校等に関連する取組】

○学校支援相談事業○学校支援相談事業○学校支援相談事業○学校支援相談事業

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・子どもの健全育成を図るために、児童生徒が置かれている環境の問題が複雑であるなど、学校

だけでは対応が困難な事例について、学校からの要望により教育委員会事務局に設置している学

校支援相談窓口（指導主事、セラピスト、スクールソーシャルワーカーなどで構成）が学校を支

援する。

・平成20年12月に相談窓口を開設した。

・平成20年度からスクールソーシャルワーカーを置き、学校からの要請に応じて派遣する対応

を開始した。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・相談窓口では、必要に応じて医師や弁護士の助言を受け、区役所や児童相談所等関係機関と連

携を図り学校の対応を支援した。

・その結果、適切な機関の支援を受けて不登校の状況が改善したり、学校と保護者の関係の改善

が図られるなど、時間はかかるものの成果があらわれてきている。

　

　

その内、スクールソーシャルワーカーが対応した件数

◎学校支援相談窓口における相談対応件数◎学校支援相談窓口における相談対応件数◎学校支援相談窓口における相談対応件数◎学校支援相談窓口における相談対応件数

H22年度 67件（小38、中20、高・特別9）

対応件数

家庭環境の問題 60%

不登校 13%

児童虐待 7%

教職員との関係 7%

発達障害 7%

その他 6%

60件（小33、中18、高7、特別2）

相談内容

※セラピスト：対応困難事例に対し学校を支援する相談等の専門家。【精神保健福祉士等】

※スクールソーシャルワーカー：関係機関と連携し、保護者を福祉的な側面から支援する

　　　　ことで子どもの環境を整える。【社会福祉士等】

※スクールカウンセラー：子どもや保護者との面談を通して、不安や悩みを取り除く支援

　　　　を行う。【臨床心理士等の心の専門家】
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

学校支援体制の充実学校支援体制の充実学校支援体制の充実学校支援体制の充実

・長期間にわたるかかわりや働きかけが必要で

ある事例が大半であり、一件一件について要す

る時間が増加していることから、スクールソー

シャルワーカー等の現状の体制では、対応でき

る件数が限られるのが課題である。

学校支援体制の充実学校支援体制の充実学校支援体制の充実学校支援体制の充実

・平成23年度からスクールソーシャルワー

カーを5名体制としたが、よりきめ細かな対応

をするためには、さらに体制の拡充を図る必要

がある。

【参考】H23年度の取組

○スクールソーシャルワーカー活用事業の拡充

・スクールソーシャルワーカーの体制強化

（H22年度：3人⇒H23年度：5人

＊うち1名はスーパーバイザー兼務）
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Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

○スクールカウンセラー活用事業○スクールカウンセラー活用事業○スクールカウンセラー活用事業○スクールカウンセラー活用事業

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・スクールカウンセラーを学校に配置することにより、いじめや不登校等の悩みがある子どもや

その保護者への教育相談はもとより、子どもへの関わりに方等について教職員に助言するなどし

て学校における教育相談体制の充実を図っている。

・平成16年度、中学校49校、全市立高等学校に配置した。

・平成17年度から全ての中・高等学校に配置した。

・平成19年度から全ての小学校に配置した。

・その後、相談時間数の拡充を図ってきている。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・すべての市立学校にスクールカウンセラーを配置し、学校の教育相談体制の充実を図った。

・学校においては、心理の側面から専門的に子どもへのカウンセリングや教員への助言がなさ

れ、子どもや保護者への対応に効果があった。

・5名のスクールカウンセラースーパーバイザーがスクールカウンセラーを指導助言するととも

に、重大な事故や事件の発生時（平成22年度は13件）には子どもや学校の緊急支援に当たっ

た。

・緊急支援により、学校においては、心の動揺が激しい子どもに対し、早期に専門的な立場から

心のケアに努めることで、子どもが落ち着いた学校生活を送ることができるようになった。

・また、子どもへの対応に不安のある教員に対して、具体的な言葉かけの事例を助言すること

で、子どもへの指導に生かすことができた。

◎相談時間数（H22年度）◎相談時間数（H22年度）◎相談時間数（H22年度）◎相談時間数（H22年度）

中・高等学校 年間280時間

小学校 年間36時間

◎相談対象者の割合（H22年度）◎相談対象者の割合（H22年度）◎相談対象者の割合（H22年度）◎相談対象者の割合（H22年度）

児童生徒 29%

教職員 50%

保護者 21%
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

スクールカウンセラーの質の向上スクールカウンセラーの質の向上スクールカウンセラーの質の向上スクールカウンセラーの質の向上

・様々な子どもの相談に対応するためには、発

達障がいへの対応も含めた、より専門性の高い

カウンセリングができるようにすることが課題

である。

スクールカウンセラーの有効活用スクールカウンセラーの有効活用スクールカウンセラーの有効活用スクールカウンセラーの有効活用

・小学校においては、配置されて４年目である

ことや中学、高校と比べて相談時間数も短いこ

とから、学校によってスクールカウンセラーの

有効な活用が十分図られていないところもあ

る。

・学校においては、限られた相談時間の中でス

クールカウンセラーを有効に活用しなければな

らないが、子どもや保護者、教師のニーズが高

く、相談時間の増加が求められている。

スクールカウンセラーの質の向上スクールカウンセラーの質の向上スクールカウンセラーの質の向上スクールカウンセラーの質の向上

・スクールカウンセラーを対象とした研修会に

おいて、発達障がいへの対応や小学生へのカウ

ンセリング等具体的な事例に基づく内容を組み

込むなど、研修会の充実を図ることで資質の向

上に努める。

スクールカウンセラーの有効活用スクールカウンセラーの有効活用スクールカウンセラーの有効活用スクールカウンセラーの有効活用

・学校を対象としたスクールカウンセラーに関

する諸会議の中で、スクールカウンセラーの効

果的な活用方法について事例研修するなどし

て、有効な活用について各学校へ啓発する。

・学校における相談時間の実態を見極めなが

ら、スクールカウンセラー活用事業の拡充につ

いて継続して検討していく。

【参考】H23年度の取組

○スクールカウンセラー活用事業の拡充

・臨床心理士等の有資格者率の拡大

（Ｈ22年度：92％⇒Ｈ23年度：100％）

・小学校への派遣時間の拡大

（Ｈ22年度：36h/年⇒H23年度：45h/年）
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Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

○教育センターにおける教育相談○教育センターにおける教育相談○教育センターにおける教育相談○教育センターにおける教育相談

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・小学生から高校生を対象とし、不登校や発達障がい等、様々な悩みや課題を抱える子どもやそ

の保護者に対し、教育センターへの来所及び電話による教育相談をとおして、その解決を図る。

〔22年度の取組及びその結果〕〔22年度の取組及びその結果〕〔22年度の取組及びその結果〕〔22年度の取組及びその結果〕

・教育センターの来所相談では、不登校等についての一般教育相談を456人、2,330件、発達

障がい等についての特別支援教育相談を1,224人1,785件実施し、子どもの課題の解決に努め

た（下表参照）。

・相談の内容が子どもの養育環境や家族支援が関係しているなど複雑多岐にわたっていることか

ら、医療、福祉などの関係機関との連携を図りながら対応を進め、不登校に関わる相談(279人)

では、206人(73％)の児童生徒が、学校や学級等に復帰することができた。

不登校 279人 1,874件

発達障がい 861人 1,285件

◎教育センター来所相談状況（H22年度）◎教育センター来所相談状況（H22年度）◎教育センター来所相談状況（H22年度）◎教育センター来所相談状況（H22年度）

相談人数 相談件数

一般教育相

談

456人 2,330件その他（情緒

不安定等）

177人 456件

特別支援教

育相談

1,224人 1,785件その他（知的

障がい等）

363人 500件
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

状態等の改善を目指した丁寧な対応状態等の改善を目指した丁寧な対応状態等の改善を目指した丁寧な対応状態等の改善を目指した丁寧な対応

・不登校や発達障がい等についての教育相談で

は、子どもや保護者に対して、適応の状況や環

境の改善を目指した丁寧な対応が求められてい

る。また、関係機関と連携した子どもへの具体

的な支援を講じるための方策の検討が必要であ

る。

教育相談の充実教育相談の充実教育相談の充実教育相談の充実

・様々な悩みや課題を抱える子どもやその保護

者に対して、適応の状況や環境の改善を目指し

た丁寧な相談を行うことができるよう、効果的

な教育相談の形態の工夫を行うとともに、関係

機関と情報を共有し、連携して支援を行うため

の取組を進め教育相談の充実を図る。

【参考】23年度の取組

○一人一人に応じた教育相談の形態（グルー

プ・個別）や内容の工夫

○学びの手帳の活用につながる支援のための

ケースレポート作成

○教育相談利用者アンケートの実施

-22-



　３　地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実　３　地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実　３　地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実　３　地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実

 教育環境の充実

Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果

・特別な教育的支援を必要とする子どもが、できる限り自分が生活する身近な地域の学校におい

て、そのニーズに応じた適切な指導を受けることができるよう、小・中学校に障がいの種別に応

じた特別支援学級を設置し、必要な支援を受けることができる環境を整備してきた。

・限られた予算で、できるだけ多くの学校へ特別支援学級を設置するため、平成18年度以降で

は、簡易な設備であっても設置することを優先して拡充を図ることとした。

・全小中学校における特別支援学級の設置が大幅に促進され、設置率（全小中学校に占める特別

支援学級の設置学校数の割合）が平成17年度の37％から平成22年度には64％となっている。

主旨・目的主旨・目的主旨・目的主旨・目的

地域に育つ障がいのある子どもが、地域の人々の理解や協力のもと、地域で学び育

つための環境を充実する。

【特別支援学級の整備】【特別支援学級の整備】【特別支援学級の整備】【特別支援学級の整備】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・特別支援学級を小学校26校27学級（設置率68.9%）、中学校8校8学級（55.0%）新設

し、小学校144校・中学校55校の体制とした。

新設 設置校／設置率

小学校 26校27学級 144校／68.9％

中学校  8校10学級  55校／55.0％

計 34校37学級 199校／64.4％

◎特別支援学級の整備状況（Ｈ22年度）◎特別支援学級の整備状況（Ｈ22年度）◎特別支援学級の整備状況（Ｈ22年度）◎特別支援学級の整備状況（Ｈ22年度）

H21年度 H22年度

小学校 932人 1,016人

中学校 591人 635人

計 1,523人 1,651人

◎特別支援学級在籍数◎特別支援学級在籍数◎特別支援学級在籍数◎特別支援学級在籍数

　【施策全体の概要】【施策全体の概要】【施策全体の概要】【施策全体の概要】

・特別支援教育基本計画に基づき、特別な教育的支援を必要とする子どもが、より身

近な地域で、幼児期を含む早期から、一人一人の障がいの状況等に応じた適切な教育

的支援を受けることができるよう、教育環境を整備している。
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

特別支援学級における教育環境の改善特別支援学級における教育環境の改善特別支援学級における教育環境の改善特別支援学級における教育環境の改善

・簡易な設備であっても学級の設置を優先して

きたが、障がいの特性に応じた教育的効果を高

めるためには、安全面への配慮とあわせて、子

どもの障がいの特性とニーズに応じた指導を行

うための設備の追加が必要な学級が生じてい

る。

また、小学校と比較して中学校は教室の確保が

難しい場合が多い。

特別支援学級の設置拡充と設備の充実特別支援学級の設置拡充と設備の充実特別支援学級の設置拡充と設備の充実特別支援学級の設置拡充と設備の充実

・地域における特別な教育的支援の核となる特

別支援学級の設置は、これまでと同様に、でき

るかぎり多くの学校に設置していくとともに、

設備の充実についても段階的・計画的に進め

る。

特別支援学級における人材確保の困難性特別支援学級における人材確保の困難性特別支援学級における人材確保の困難性特別支援学級における人材確保の困難性

・設置学級数の増加に伴い、配置が必要な教員

数も増加しているため、専門性や経験のある人

材の確保が難しくなっている。

人材確保と研修による専門性の向上人材確保と研修による専門性の向上人材確保と研修による専門性の向上人材確保と研修による専門性の向上

・これまでと同様に、可能な限り特別支援学校

教員免許の所有者や経験者などの確保に努める

と共に、教育センターにおける教員研修や授業

研究会などへの指導主事の派遣などにより専門

性の向上を図る。

【参考】H23年度の取組

新設 設置校／設置率

小学校 24校27学級 153校／74.3％

中学校  5校 5学級  59校／59.6％

計 29校32学級 212校／69.5％

○特別支援学級の整備状況（Ｈ23年度）○特別支援学級の整備状況（Ｈ23年度）○特別支援学級の整備状況（Ｈ23年度）○特別支援学級の整備状況（Ｈ23年度）

○当該施策の札幌市教育振興基本計画上の位置付け（P41体系図参照）

地域で学び育つための家庭・学校・地域が共にはぐくむ教育を

推進します

個別計画 札幌市特別支援教育基本計画（Ｈ15年～Ｈ31年）

一人一人に応じながら、地域で、ともにはぐくむ特別支援教育を推進

します

指針

基本的方向性

当該施策
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Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果

・発達障がい通級指導教室を小学校2校に新設し、小学校3校・中学校1校の体制とした。

・通常の学級に在籍している障がいの軽い子どもが、ほとんどの指導を在籍する学校で受けなが

ら、一部、通級という指導形態により、障がいの状況に応じた特別な指導を受けるものとして、

各障がいに応じた通級指導教室（言語障がい、難聴、弱視）を整備してきた。

・また、平成18年度には学校教育法施行規則の一部改正により、ＬＤ（学習障がい）やＡＤＨ

Ｄ（注意欠陥多動性障がい）などの発達障がいのある子どもが通級指導の対象とされたことか

ら、新たに発達障がい通級指導教室（通称「まなびの教室」）を開設した。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

【通級指導教室の拡充】【通級指導教室の拡充】【通級指導教室の拡充】【通級指導教室の拡充】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

◎通級指導教室の整備状況（Ｈ22年度）◎通級指導教室の整備状況（Ｈ22年度）◎通級指導教室の整備状況（Ｈ22年度）◎通級指導教室の整備状況（Ｈ22年度）

言語障がい 小学校10校 中学校2校

難聴 小学校4校 中学校2校

弱視 小学校1校 中学校1校

小学校3校 中学校1校

　(内、Ｈ22新設小学校2校）　(内、Ｈ22新設小学校2校）　(内、Ｈ22新設小学校2校）　(内、Ｈ22新設小学校2校）

発達障がい

◎通級児童数◎通級児童数◎通級児童数◎通級児童数

H21年度 H22年度 H21年度 H22年度

言語障がい 299人 307人 42人 43人

難聴 53人 55人 25人 24人

弱視 9人 9人 0人 3人

発達障がい 10人 37人 5人 13人

計 371人 408人 72人 83人

小学校 中学校
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

通級指導の制度的制約通級指導の制度的制約通級指導の制度的制約通級指導の制度的制約

・発達障がいの通級指導教室については、今後

も通級指導数の増加が見込まれるが、教員の配

置が国及び北海道の加配措置によることから、

計画的な拡充が難しい。

・障がいの種別によっては、通級指導の対象者

数が少ないために通級指導教室を拡充していく

ことが難しい。

通級指導の在り方の検討通級指導の在り方の検討通級指導の在り方の検討通級指導の在り方の検討

・今後の通級指導教室の拡充に向けては、近

年、発達障がいを重点とした整備を行ってきた

が、多様な障がいを視野に入れた対応が可能な

運用など、通級指導全体の在り方を見直す。

【参考】H23年度の取組

新設 学校名

小学校 2教室 南郷小・二十四軒小

中学校 1教室 北辰中

○発達障がい通級指導教室の整備○発達障がい通級指導教室の整備○発達障がい通級指導教室の整備○発達障がい通級指導教室の整備
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Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果Ｈ22年度の取組内容およびその結果

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・平成22年度には活用校数を200校⇒228校と拡充した結果、延べ972名の児童生徒へ387

名の支援員（学びのサポーター）が支援を行った。

【特別支援教育支援員(学びのサポーター）活用事業】【特別支援教育支援員(学びのサポーター）活用事業】【特別支援教育支援員(学びのサポーター）活用事業】【特別支援教育支援員(学びのサポーター）活用事業】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・特別な教育的支援を必要とする子どもに対する適切な支援を行うために、各学校においては、

校内学びの支援委員会を設置している。

・個々の子どもへの対応については、各学校の校内学びの支援委員会が中心となって、各関係機

関との連携・連絡調整を行うとともに、教育委員会では特別支援教育巡回相談員やセラピストな

どの派遣による学校支援を行っている。

・通常の学級で学んでいる特別な教育的支援を必要とする子どもへの支援として、平成20年度

から、学校生活上の介助や学習活動上の支援を行うために、特別支援教育支援員（通称「学びの

サポーター」）事業を実施している。

・学びのサポーターは、飛び出しの防止、作業学習・行事などでの安全確保、学習の補助など、

教員や保護者と連携しながら、児童生徒に対して学校生活上での必要な支援を行っている。

H21年度 H22年度

活用校数 200校 228校

サポーター数（延べ） 328人 387人

支援対象者数 722人 972人

◎学びのサポーター活用状況◎学びのサポーター活用状況◎学びのサポーター活用状況◎学びのサポーター活用状況
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

他施策との関連について他施策との関連について他施策との関連について他施策との関連について

・厳しい財政的制約等の下で地域性を考慮しな

がら、個々に応じた特別支援教育をより一層推

進していくためには、それぞれの年齢や発達の

段階に応じ、家庭や地域と連携しながら、幼児

期から卒業後まで一貫した適切な教育的支援

と、そのための教育環境を整備していくことが

重要であり、小・中学校での支援の拡充が課題

となっている。

・また、豊明高等養護学校においては就労率の

向上や入学志願者増への対応が課題となってい

る。

他施策との関連について他施策との関連について他施策との関連について他施策との関連について

・義務教育段階における地域で学び育つための

環境のより一層の整備とあわせて、幼児期から

の子どもの状況をファイルし進学や相談時に活

用する手帳（学びの手帳）などの取組を推進し

ていく。

・また、豊明高等養護学校における教育内容に

ついて、校舎の在り方を含めた見直しを実施す

る。

地域の学校における家庭と連携した支援の推進地域の学校における家庭と連携した支援の推進地域の学校における家庭と連携した支援の推進地域の学校における家庭と連携した支援の推進

・引き続き、特別支援教育巡回相談員やセラピ

ストによる学校への支援を継続するとともに、

学びのサポーターについても、活用校数や活用

時間数などの拡充を図っていく。

・また、子どもの状態に応じた、より適切な支

援を行うため、校内学びの支援委員会を中心

に、学校・家庭が子どもの情報を共有するなど

密接に連携し、お互いに理解を深めながら、子

ども一人一人に応じた支援を推進していく。

地域の学校における支援体制の充実地域の学校における支援体制の充実地域の学校における支援体制の充実地域の学校における支援体制の充実

・支援を必要とする子どもが増加していること

から、学びのサポーターについては、活用校数

の一層の拡充とともに、１校あたりの活用時間

数もさらなる拡充が求められている。

・さらに、複雑な事情を抱える子どもへの多岐

に渡る支援の必要性もあることから、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカーな

どを含めた学校全体での支援体制を充実してい

く必要がある。

・学びのサポーターや担任が子どもに応じた適

切な支援を行うためには、子どもの生活や学習

の様子などの情報を保護者と共有し、より一層

の連携を進めていくことが必要となる。

【参考】H23年度の取組

○特別支援教育支援員の活用校数を260校に

拡充

【参考】H23年度の取組

○「学びの手帳」の内容見直し
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　４　明日の社会を担う若者の社会的自立の実現　４　明日の社会を担う若者の社会的自立の実現　４　明日の社会を担う若者の社会的自立の実現　４　明日の社会を担う若者の社会的自立の実現

 ひきこもりやニートなどの自立支援

主旨・目的主旨・目的主旨・目的主旨・目的

ひきこもりやニートなど困難を有する若者の増加、フリーターや非正規雇用の若者

の増加など、若者を取り巻く現代的な課題に対応し、若者の社会参加と自立支援に

係る取組を推進する。

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【若者支援施設の開設】【若者支援施設の開設】【若者支援施設の開設】【若者支援施設の開設】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・基本構想で位置付けた施設として、若者支援総合センター、若者活動センター（以下、「支援

センター」、「活動センター」という。）を設置。各施設の役割は以下のとおり。

　支援センター～課題を抱えた若者に個別の支援を行い、社会的自立を助ける役割を果たす中核

施設

　活動センター～若者同士の交流、仲間づくりや社会参加のきっかけづくりを行う地域ごとに設

置する施設

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・青少年センター及び勤労青少年ホーム（通称レッツ）の施設を活用し、平成22年4月1日に支

援センター及び活動センター5館を開設した。

・支援センターは、旧レッツ円山に設置。

・活動センターは、旧レッツ中央、豊平、ポプラ、アカシア、青少年センターの5館に設置。な

お、耐震性能不足のため、中央は22年度末で使用を中止した。

　【施策全体の概要】【施策全体の概要】【施策全体の概要】【施策全体の概要】

・施策を推進する指針となる、札幌市若者支援基本構想を平成21年4月に策定。

・基本構想では若者支援施策について、「社会的セーフティネット」、「若者同士の

交流、仲間づくり」、「社会参画」の３つの視点から取り組むこととし、支援を必要

とする若者の自立を助ける機能を持つ若者支援総合センター、交流、仲間づくりの機

能を持つ若者活動センターの設置と、両センターに社会参画促進の機能を持たせ、関

係機関とネットワークを構築することを柱としている。
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

施設の耐震性能不足・老朽化への対応施設の耐震性能不足・老朽化への対応施設の耐震性能不足・老朽化への対応施設の耐震性能不足・老朽化への対応

・ポプラ活動センターは、耐震性能不足のた

め、平成23年度末で使用中止する予定で、活

動場所の確保について検討する必要がある。

・支援センター及びアカシア活動センターは、

建物の老朽化が進み、長期的な使用は困難。

・今後、中長期的な観点から施設のあり方等を

整理する必要がある。

ニーズに対応し、施設と機能の充実を図るニーズに対応し、施設と機能の充実を図るニーズに対応し、施設と機能の充実を図るニーズに対応し、施設と機能の充実を図る

・自立支援事業の利用者は、大幅に増加してい

ることから(次頁参照)、相談機能や支援プログ

ラム等について、地域利用者のニーズも勘案し

ながら充実を図っていく。

・老朽化のため長期的な使用が困難な施設につ

いては、現状の１支援センター、４活動セン

ターを基本として、新築移転や既存施設への移

転などの施設の具体的な配置を検討していく

が、今後も利用者実績や地域ニーズなどを踏ま

え、さらなる拠点の拡充、増設も検討してい

く。

若者支援専門員

若者支援総合センター

若者活動センター

若者支援専門員

地域若者サポーター

若者支援専門員

地域若者サポーター

施策を推進するネットワークのイメージ

地域との連携

若者活動センター

地域との連携
さっぽろ若者支援ネットワーク

連 携連 携連 携連 携

連 携連 携連 携連 携連 携連 携連 携連 携

専門機関との連携

○当該施策の札幌市教育振興基本計画上の位置付け（P41体系図参照）

市民のさまざまな学びを多角的に支援するとともに、市民が生

涯にわたって学べる環境づくりを進めます

個別計画 第2次札幌市生涯学習推進構想（H19年～H28年）

子どもから高齢者まで、市民一人一人の学びや活動を支援し、その成

果を活かす生涯学習を推進します

指針

基本的方向性

当該施策

【参考】H23年度の取組

○事業の成果及び効率性を高めるため、国や

道、市関連部局、支援機関との連携を強化し、

相談者を適切な支援機関へつなげる。また、社

会参加のきっかけづくりとなる地域イベント等へ

積極的に関わっていく。

【参考】H23年度の取組

○中央若者活動センターの解体

○若者支援総合センターの施設規模・設置場

所、必要な相談機能等の検討

○ポプラ若者活動センターの解体設計（工事は

平成24年度予定）
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【仲間づくり・社会参加のきっかけづくり】【仲間づくり・社会参加のきっかけづくり】【仲間づくり・社会参加のきっかけづくり】【仲間づくり・社会参加のきっかけづくり】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・支援センター、活動センターでは、若者支援専門員が、若者同士の交流促進や若者が活動の幅

を地域へと広げる手助けを行っている。

〔22年度の取組及びその結果〕〔22年度の取組及びその結果〕〔22年度の取組及びその結果〕〔22年度の取組及びその結果〕

・各施設を拠点としている若者活動団体がネットワークを構築しながら、スポーツ大会や文化芸

術祭等を開催することで、若者の交流を促進できた。

　事業の参加者実績　4,198人

・地域祭り等に企画の段階から参画し、運営の手伝いを行ったり、当日のボランティア協力な

ど、社会活動に関心のある若者を参加させるきっかけづくりを促進できた。

　事業の参加者実績　7,342人

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・支援センターに、困難を有する若者やその家族などからの相談に応じる、総合相談窓口を設

置。

・自立支援プログラムとして、個別面談や共同炊事・職業体験などを実施。

・ひきこもりの若者を持つ家族同士が集まる家族会を定期的に開催し、支援機関の担当者も交え

て悩みや課題を共有するなど、家族を社会的に孤立させない取組を実施。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・支援施設の新規開設についての報道等の効果も相まって、自立支援事業の実績は大幅に増加し

た。

・支援の結果、最適な支援機関につなげた若者及びアルバイトを含む就職などの進路決定者は

208人に上った。

・家族会は月１回程度開催し、希望する家族には定期的に広報誌を郵送した。

【ひきこもり・ニート等の若者、家族への支援】【ひきこもり・ニート等の若者、家族への支援】【ひきこもり・ニート等の若者、家族への支援】【ひきこもり・ニート等の若者、家族への支援】

Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

◎自立支援事業の実績◎自立支援事業の実績◎自立支援事業の実績◎自立支援事業の実績

相談件数

新規

登録者数

自立支援

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

利用者数

H21年度 2,142件 198人 2,826人

H22年度 2,706件 338人 4,567人

前年度比 26%増 70％増 61％増

※H21年度は旧レッツ、H22年度は支援センターによる実績

※自立支援プログラム：個別面談、共同炊事、職業体験などを通して、ひきこもり・ニー

　　　　ト等の若者の自立に向けて支援を行う。

※ニート：Not in Education, Employment, or Trainingの頭文字（NEET）をとった

　　　　造語。厚生労働省では、労働力調査における15～34歳で、非労働力人口（仕

　　　　事に就いておらず、就職活動もしていない個人）のうち家事も通学もしていな

　　　　い方、と定義している。
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

地域の理解を深める、ＮＰＯ等と連携し事業拡地域の理解を深める、ＮＰＯ等と連携し事業拡地域の理解を深める、ＮＰＯ等と連携し事業拡地域の理解を深める、ＮＰＯ等と連携し事業拡

充充充充

・若者と地域のニーズを把握しマッチさせてい

くため、地域から情報を収集するとともに、活

動センターの事業を積極的に地域へＰＲするな

ど、双方向の取組を進め、着実に実績を積み重

ねることで、地域からの信頼と理解を深めてい

く。

・町内会や地域団体をはじめ、ＮＰＯやサーク

ル団体などと積極的に連携し、地域交流やボラ

ンティア活動の幅を広げることで、若者と地域

のニーズに応える事業の拡充を図っていく。

若者、地域のニーズ把握、マッチング機能若者、地域のニーズ把握、マッチング機能若者、地域のニーズ把握、マッチング機能若者、地域のニーズ把握、マッチング機能

・多様な若者のニーズと地域のニーズをマッチ

させていくことが事業継続の課題である。

相談体制の強化相談体制の強化相談体制の強化相談体制の強化

・厳しい経済雇用状況のもとで、今後も相談は

増加する見通しで、相談体制の強化が急務であ

る。

・経済的理由等で窓口に来所できない若者や家

族への支援対策が必要である。

身近な相談窓口の設置と相談箇所数を増設身近な相談窓口の設置と相談箇所数を増設身近な相談窓口の設置と相談箇所数を増設身近な相談窓口の設置と相談箇所数を増設

・支援センターの相談員の増強を検討するとと

もに、各活動センターを活用し、身近な窓口の

設置と相談箇所数の増設を検討していく。

・施設に来所できない若者やその家族への対応

等について、平成23年度に実施するひきこも

り実態調査の結果などをもとに検討していく。

【参考】H23年度の取組

○中学校卒業者等（進路未定者）進路支援事業

の新規実施

○ひきこもり実態調査（市内に居住する15歳以

上39歳以下の若者2,000人を対象）により、ひき

こもり状態にある若者への施策・支援内容を検

討

○社会体験の受け入れ企業等を確保し、ひきこ

もり状態の若者などに社会体験機会の場を創出

○新しい働き方や生活・活動等を含めた暮らし

方全般をデザインした働き方プラン等の作成に

よる支援

【参考】H23年度の取組

○若者団体ネットワーク「ENGINE-LINK」や地域

若者サポーターの登録者の増加と情報交換・共

有を強化していく。
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Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果Ｈ22年度の取組内容及びその結果

【さっぽろ子ども・若者支援地域協議会の設置】【さっぽろ子ども・若者支援地域協議会の設置】【さっぽろ子ども・若者支援地域協議会の設置】【さっぽろ子ども・若者支援地域協議会の設置】

〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕〔事業概要〕

・基本構想に基づき、困難を有する若者の社会的自立に向けて、関係機関の連絡調整や情報交

換、事業や課題等について協議する場として、さっぽろ子ども・若者支援地域協議会を設置し

た。

〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕〔H22年度の取組及びその結果〕

・平成22年9月に、教育・保健福祉・雇用等の20の機関で構成する協議会を設置。

・代表者会議を2回、実務者会議を6回開催し、各機関同士の連携・協力関係を構築できた。一

例として、不登校傾向の子を持つ保護者からの相談を、関係機関の担当者同士が円滑に連携し、

適切な相談窓口につなげることができた。

・内閣府のモデル事業に採択され、6回のユースアドバイザー（※）養成講習会を開催。一部の

講習には市民も参加した。

※ユースアドバイザー：ニートやひきこもり、不登校などの問題を抱える若者に対し、社

　　　　会的自立を支援する専門的な相談員のことで、内閣府が養成を進めている。
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課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性課題 今後の方向性

各機関の一層の連携強化各機関の一層の連携強化各機関の一層の連携強化各機関の一層の連携強化

・各機関が構築した協力関係を強化し、会議を

形骸化させない取組が必要である。

・子どもや若者が抱えている今日的課題と、関

係機関の役割などに理解を深めてもらうため、

より多くの市民、地域に周知していく必要があ

る。

各機関が連携し、支援のさらなる充実を図る各機関が連携し、支援のさらなる充実を図る各機関が連携し、支援のさらなる充実を図る各機関が連携し、支援のさらなる充実を図る

・個々の相談事例に関係機関が速やかに対応、

連携し、早期支援・早期解決できる体制へさら

なる充実を目指す。

・地域や市民に支援機関の役割や支援事例など

を紹介する機会を増大していく。

【参考】H23年度の取組

○実務者会議の中で、具体的な支援モデル

ケースにより、どの機関がどのように連携し、どの

ように解決に向けて取り組めるかという、ケースス

タディを実施していく。

○協議会事務局のホームページ等を活用し、取

組内容や各機関の役割などを周知していく。

-34-



Ⅲ 学識経験者の意見  学識経験者の意見  学識経験者の意見  学識経験者の意見 

    

                         北海道武蔵女子短期大学 教授  梶 井 祥 子 

 

平成 22 年度事業は、「地域における保護者支援」、「豊かな心の育成【徳】」、「地域で学び育つための家庭・

学校・地域が一体となった支援の充実」、「明日の社会を担う若者の社会的自立の支援」の４施策について重点

的に取組まれている。今後も継続的に重点化する必要があるということが、4 施策の選定根拠とされている。

この 4 つの施策は、他の諸施策の方向性を示す包括的なものであり、効果的な選定であると評価できる。各

施策における「課題」の指摘および「今後の可能性」の提言については非常に適切であり、教育環境の変化を

見据えながら将来像を検討する姿勢として敬意を表するものである。以下、それぞれの取組みに対する点検・

評価結果に関連して意見を申し述べたい。 

 

１ 地域における保護者支援 １ 地域における保護者支援 １ 地域における保護者支援 １ 地域における保護者支援 

１）幼児教育の理解啓発・情報提供については、「今後の方向性」で言及されているように、区ごとに取組ま

れることで成果を高めることが期待される。その際、保育所に関わる情報提供も並立することで、連携を含

めた取組みにできないだろうか。保護者向け講演会は、幼稚園と保育所の保護者が対象となっている。それ

ぞれのニーズに応じた内容も大切であるが、特に保護者自身が子どもと一緒に地域社会と関わる体験ができ

るような仕掛けづくり、地域社会の一員として子育てをすることへの理解を促すような取組みなどに期待し

たい。保護者と地域の橋渡しをすることで、公共性に関する意識の醸成を目指されたい。 

２）預かり保育は、今後も需要の増加が予想される。保育所と幼稚園の違いの認識、地域との関わりのあり方

について、保護者とともに考えていく必要があると思われる。保護者が一方的にサービスの受益者となるの

ではなく、保護者自身も地域を支える担い手としての意識を高めていけるような支援のあり方が望まれる。 

３）特別な支援を要する幼児に関する地域教育相談は、早期支援を実行するためにも重要である。幼児教育支

援員については、その人材の質的向上に努められることによって、専門性の確保も視野に入れておくことが

望まれる。ネグレクトや虐待、経済的課題についても関係機関と連携しながら相談体制の構築を検討して頂

きたい。 

 

２ 豊かな心の育成【徳】 ２ 豊かな心の育成【徳】 ２ 豊かな心の育成【徳】 ２ 豊かな心の育成【徳】 

１）教職員・保護者そして子ども自身が「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」を理解し、

それを生かしていくことを目指した道徳教育への取組みは重要である。また、「今後の方向性」で提言され

ているように、道徳の授業の保護者や地域への公開についてはその成果が大いに期待される。また、情報教

育の重要性はますます高まっている。ネットいじめへの対策、情報教育（情報リテラシー、情報モラル）の

実施は、重要かつ緊急な課題である。効果的な教育方法についての研修なども継続的に実行されたい。 

２）「子どもの権利条例」の実効性を担保するためにも、人権教育は重要である。保護者への啓発をさらに進

めるとともに、子どもたちの「参加する権利」や「意見を表明する権利」を保障するための取り組みを「意

図的・計画的」に実施されるよう期待したい。それとともに、教員への研修、教材の開発、授業公開などを

効果的に進められたい。 

３）いじめ・不登校等への対策は依然として重要な取組みである。「課題」での指摘にもあるように、担当教

諭と連携して不登校の児童・生徒に対応する人材の確保が必要であると思われる。また、そのような児童・

生徒への「学び」を保障するため、学習支援対策を早急に具体化するよう望みたい。そのためには、状況に

見合った柔軟な対策として、NPO や民間組織との協働も検討されたい。スクールソーシャルワーカー、ス 
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クールカウンセラーについては、引き続き人材の養成と派遣の拡充を望むものである。 

 

３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実 ３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実 ３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実 ３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実 

  特別支援学級、通級指導教室、学びのサポーターは、それぞれの役割を着実に果たすことで必要な支援を

行なっているところであるが、質・量ともにまだまだ十分とは言えない状況である。引き続き、必要な人材

の確保や専門性の養成、協働体制の充実を推進されたい。また、地域社会に対しては、「子どもへの理解」、

「寛容性の醸成」を働きかける取組みが必要と思われる。 

 

４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現 ４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現 ４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現 ４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現 

  若者の社会的自立支援の取組みは、平成 21 年に策定された札幌市若者支援基本構想に沿って着実な成果

が見られるところである。ひきこもり・ニート等の若者・家族への支援については、相談件数および支援機

関への新規登録者数などが確実に伸びてきており、自立支援事業の実績として高く評価できる。札幌市の若

年層の完全失業率は 10％を超えており、若者の社会的自立への支援は喫緊の重要課題である。今後も各機

関の一層の連携強化が必要であり、そのための行政的支援も望みたい。ユースアドバイザーは、地域社会と

若者を架橋するうえで重要な役割を担うと考えられる。着実な養成に努められたい。また、若者支援のあり

方については、札幌市の取組みが北海道の他地域にとってのモデルとなりつつある。その波及効果を期待す

るとともに、札幌以外の地域との連携によって、自立支援の回路がさらに広く拓かれることを望む。
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北海道教育大学 教授  大 久 保 和 義 

 

今年度の点検・評価の対象項目は「札幌市教育振興基本計画」に関連する「施策」のうち、平成22年度、

特に重点的に実施した取り組みで、来年度以降も重点的に実施する必要のある取り組みに関連する4施策を選

定している。地域における保護者支援（札幌市幼児教育振興計画）、豊かな心の育成（札幌市教育推進計画）、

地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実（札幌市特別支援教育基本計画）、明日の

社会を担う若者の社会的自立の実現（第2次札幌市生涯学習推進構想）と幼児期から、小・中学校、特別な支

援を要する児童生徒への支援、また自立できない若者への自立支援策など、様々な課題の解決に向けて、適切

な取り組みを行っており、その取り組みにふさわしい成果を上げていると言える。 

 以下にそれぞれの項目について意見を付す。 

 

１ 地域における保護者支援（札幌市幼児教育振興計画） １ 地域における保護者支援（札幌市幼児教育振興計画） １ 地域における保護者支援（札幌市幼児教育振興計画） １ 地域における保護者支援（札幌市幼児教育振興計画） 

  幼稚園を中心とする就学前教育に関する家庭や地域への幼児教育等の啓発・情報提供、地域や保護者から

要望の多い幼稚園での預かり保育の実践的研究を経て平成 23 年度に市立幼稚園全園での実施など、全国的

に抱えている問題に積極的に取り組んでいることは評価できる。今後は、課題、今後の方向性にも挙げられ

ているように、預かり保育の充実を含めて、子育てに関する様々な保護者支援策を私立幼稚園と連携して検

討・推進されることを期待する。また、特別な支援を要する幼児に対する地域での教育相談の実施や幼保小

連絡会を充実させて、小学校への円滑な接続を行うための取り組み等を行っていることも評価できる。 

 

２ 豊かな心の育成（札幌市教育推進計画） ２ 豊かな心の育成（札幌市教育推進計画） ２ 豊かな心の育成（札幌市教育推進計画） ２ 豊かな心の育成（札幌市教育推進計画） 

  児童生徒のいじめ、不登校等の問題行動が社会問題化している現状を踏まえ、他人を思いやる心や生命を

尊重する心、自然や美しいものに感動する心、正義感や公正さを重んじる心など児童生徒の豊かな心をはぐ

くむ等、教育界全体を通して道徳教育の充実が求められている。札幌市では「豊かな心の育成」を札幌市学

校教育の重点項目の１つに位置付け、学校での全ての教育活動を通して豊かな心の育成を目指しているが、

教育委員会、学校、保護者や地域等が連携し、一層の充実、推進を期待したい。 

いじめに関するアンケート調査の実施とその対応に関しては、いじめの早期発見と早期対応として適切な

対応がなされている。また、ネットパトロール等のネットトラブルに対する対応、防止策に対する取り組み

については、いじめや中傷と思われる書き込み件数が平成21年度の162件から平成22年度は79件と半分

以下になっており、取り組みの効果が現れていると思われる。引き続き、これらの取り組みを継続、強化す

るとともに、今後の方向性でも示されているいじめの未然防止についての取り組みの推進に期待したい。 

札幌市では平成21年に「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」が施行され、各学校で、

子どもの権利に関する教育を行ってきている。また、学校教育の重点目標として「人間尊重の教育」を位置

付け、人権に関する指導の充実を図ってきていることは評価できる。一方で、課題で上げられているように、

児童生徒の「参加する権利」等の意識が十分でないとの評価があり、意識を高める指導方策として、子ども

同士の支え合いについて学ぶ活動としてのピア・サポートの事例検討等を進めることが望まれる。 

  不登校対策については、引き続き学校と関係機関が連携してきめ細かな対策のもとに子どもや保護者に対

し学校復帰に向けた継続的な取り組みを期待する。 
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３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実（札幌市特別支援教育基本計画） ３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実（札幌市特別支援教育基本計画） ３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実（札幌市特別支援教育基本計画） ３ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実（札幌市特別支援教育基本計画） 

特別な教育的支援を必要とする子どもが、できる限り自分が生活する身近な地域の学校において、そのニ

ーズに応じた適切な指導を受けることができるよう、小・中学校に障がいの種別に応じた特別支援学級を設

置し、必要な支援を受けることができる環境を整備してきていることは評価できる。 

平成22年度は、特別支援学級を小学校26校27学級（設置率68.9%）、中学校8校8学級（55.0%）新

設し、小学校144校・中学校55校の体制とし、そこで学ぶ児童・生徒も合わせて1,651人で、平成21年

度と比較すると約130名多くなっている。今後の方向性でも示されているように、今年度さらに29校（小

4校、中5校）の新設が見込まれており、さらなる充実を期待するとともに、課題としてあげられている環

境の整備、特別支援学級における人材確保についてその実現に努めていただきたい。また、支援を必要とす

る子どもが増加していることから、学びのサポーターについても、今後の方向性でも示されているように、

活用校数の一層の拡充とともに、１校あたりの活用時間数もさらなる拡充を期待する。 

 

４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現（第 2 次札幌市生涯学習推進構想） ４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現（第 2 次札幌市生涯学習推進構想） ４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現（第 2 次札幌市生涯学習推進構想） ４ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現（第 2 次札幌市生涯学習推進構想） 

この事業のねらいは、ひきこもりやニートなど困難を有する若者、フリーターや非正規雇用の若者の増加

などの現代的な課題に対応し、若者の社会参加と自立支援に係る取り組みを推進することであり、時代のニ

ーズに即したもので、このような札幌市の取り組みは評価できる。 

課題として支援センター、活動センター等の施設の老朽化、耐震性能不足が上げられているが、各センタ

ーでの活動内容、役割は大変重要であり、今後の方向性にあるように施設の確保、拡充に努めていただきた

い。また、平成 22 年度は前年と比べても多くの人たちが自立支援事業を利用しており、相談機能や支援プ

ログラム等について、地域利用者のニーズも勘案しながら、さらなる充実を期待したい。 
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Ⅳ 教育委員会の活動状況 Ⅳ 教育委員会の活動状況 Ⅳ 教育委員会の活動状況 Ⅳ 教育委員会の活動状況 

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

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

首長から独立した合議体の執行機関として設置されています。 

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

    

札幌市教育委員会委員名簿（平成 23 年６月 1 日現在） 

 

※ 教育長は、委員のうちから教育委員会が任命します。 

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

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

 

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

札幌市教育委員会の主な職務権限は次のとおりです。 

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

及び実施に関すること。 

・ 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。 

・ 不服申立て及び訴訟に関すること。 

・ 教育長及び職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 

・ 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

・ 通学区域の設定及び変更に関すること。 

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

・ 教科用図書の採択に関すること。 

・ 奨学生の決定に関すること。 

・ 附属機関の委員の任免、委嘱及び解職に関すること。 

・ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

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

っています。 

    

    

    

    

職 名 氏 名 委員就任年月日 

委員長 山中 善夫 平成１６年１０月１１日 

委 員 設楽 雅代 平成１５年１０月２９日 

委 員 臼井  博 平成１８年１０月３０日 

委 員 西村 真理 平成２０年１０月１１日 

委 員 池田 光司 平成２１年１１月 １日 

委員（教育長） 北原 敬文 平成２１年 ４月 １日 
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３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 ３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 ３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 ３ 教育委員会会議の開催状況及び審議内容 

毎月１回「定例会」を開催し、随時「臨時会」を開催しています。平成２2 年度は、定例会・臨時会

あわせて２０回の会議を開催し、下表のとおり 73 件の議案について審議を行いました。 

また、教育長に委任されている事務に係る案件についても報告を受け、平成２2 年度は９件を取り扱

いました。 

 

教育委員会会議の審議件数一覧表 

 

 

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

教育委員会では、教育委員会会議以外にも以下のような活動を行っています。 

     協議会の開催（16 回）  協議会の開催（16 回）  協議会の開催（16 回）  協議会の開催（16 回） 

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

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

 

     市議会への出席（33 回）  市議会への出席（33 回）  市議会への出席（33 回）  市議会への出席（33 回） 

本会議、常任委員会等に出席し、必要に応じて答弁を行っています。 

 

 

 

事   項 議案審議件数 主な内容 

教育に関する事務の執行管理の基本方針   4 件 平成 23 年度札幌市学校教育の重点等 

教育委員会規則等の制定及び改廃    8 件 

札幌市立高等学校学則の一部を改正する規

則案等 

職 員 の 人 事 に 関 す る こ と   29 件 

校長、園長及び教頭等の人事について 

教職員に対する処分について等 

議会の議決を経るべき案件の意見申出    9 件 

教育費決算に係る意見 

一般会計当初予算案に係る意見等 

教 科 書 の 採 択 に 関 す る こ と    4 件 平成 23 年度使用教科用図書の採択等 

附 属 機 関 の 委 員 の 委 嘱 及 び 任 命   6 件 

札幌市教科用図書選定審議会委員の任命又

は委嘱について等 

表 彰 に 関 す る こ と   1 件 

札幌市教育実践功績表彰被表彰者及び 

被表彰校の決定 

審 議 会 等 へ の 諮 問   1 件 札幌市教科用図書選定審議会に関する諮問 

そ の 他  11 件 平成 22 年度札幌市奨学生の選定等 

合   計  73 件  
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     各協議会への出席（6 回）  各協議会への出席（6 回）  各協議会への出席（6 回）  各協議会への出席（6 回） 

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

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

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

要望の集約を行い北海道教育委員会の委員長に要望書の手交を行いました。 

 

     学校等の視察（６回、のべ 12 ヵ所）  学校等の視察（６回、のべ 12 ヵ所）  学校等の視察（６回、のべ 12 ヵ所）  学校等の視察（６回、のべ 12 ヵ所） 

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

換を行っています。 

平成２２年度は、中央中学校の通級指導教室「学びの教室」の視察、開成高校の高大連携事業やコズ

モサイエンス科の取組について視察を行うなど、各事業について理解を深めました。 

 

     その他行事への出席（7 回）  その他行事への出席（7 回）  その他行事への出席（7 回）  その他行事への出席（7 回） 

表彰式等の式典に出席しています。 

平成 2２年度は、札幌市社会教育功労者表彰式、札幌市教育実践功績表彰式等に出席しました。 

 

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

指導を行っています。 
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＜参考＞ 

※ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

※ 審議の経過 

回 数 年  月  日 審    議    内    容 

第 1 回 平成 23 年 4 月 15 日（金） 平成 23 年度点検・評価の実施に向けた基本的な考え方に

ついて協議。 

第 2 回 平成 23 年 5 月 13 日（金） 点検・評価項目、意見をいただく学識経験者を決定。 

第 3 回 平成 23 年 5 月 24 日（火） 点検・評価項目について、事務局から説明を受け、その内

容について協議（1 回目）。 

第 4 回 平成 23 年 ６月 ３日（金） 点検・評価項目について、事務局から説明を受け、その内

容について協議（2 回目）。 

第 5 回 平成 23 年 ６月 22 日（水） 点検・評価項目について、事務局から説明を受け、その内

容について協議（３回目）。 

報告書形式の構成、内容の協議。 

第 6 回 平成 23 年 9 月 １日（木） 学識経験者の意見を付したものを、点検・評価報告書とし

て決定。 

 

 

 

 

    

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

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

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

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

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

ければならない。 

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

る者の知見の活用を図るものとする。  
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遊びを通して、

人や自然と豊かにかかわり、

自立と協同の基礎を培う

幼児教育を推進します

幼児教育振興計画

確かな学力と豊かな心、

健やかな身体を

家庭や地域とともに

はぐくむ義務教育を推進します

教育推進計画

進路を見据え、個性を伸ばし、

豊かな人間性をはぐくむ

高等学校教育を推進します

高等学校教育

改革推進計画

一人一人に応じながら、

地域で、ともにはぐくむ

特別支援教育を推進します

特別支援教育

基本計画

子どもから高齢者まで、

市民一人一人の

学びや活動を支援し、

その成果を活かす

生涯学習を推進します

未来を切り拓く未来を切り拓く未来を切り拓く未来を切り拓く

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

自立した札幌人自立した札幌人自立した札幌人自立した札幌人

自らの夢や希望に向かって

ねばり強く挑戦し、

努力するたくましい心身をはぐくむ

自他ともに尊重し

ともに支え合う

思いやりのある心をはぐくむ

ふるさと札幌に根ざし

国際社会で活躍する

豊かな創造力をはぐくむ

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

生涯学習推進構想

※　札幌市教育振興基本計画　体系図
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＜計画の基本的方向性と関連する施策＞

基本的な生活習慣をはじめとした人間形成の基礎

を培い、心身の健やかな成長を促す幼児教育を推

進します

幼稚園において、質の高い幼児教育を提供すると

ともに、保護者への啓発や支援に積極的に取り組

みます

幼稚園・家庭・地域の三者が、それぞれの教育力

を発揮し、連携して、幼児教育を推進します

幼稚園教育の質的向上

地域における保護者支援

保育所・小学校との連携強化

知・徳・体のバランスのとれた教育を充実させ、

確かな学力と豊かな心、健やかな身体をはぐくみ

ます

札幌らしい特色ある学校教育を推進し、自立した

札幌人の育成を目指します

学ぶ力の育成【知】

豊かな心の育成【徳】

健やかな身体の育成【体】

【雪】に関する学習活動の推進

【環境】教育の推進

【読書】活動の推進

信頼される学校の創造

基礎的・基本的な学力を重視し、国際化や情報化

に対応するための能力を身につけるための教育を

推進するとともに、生徒の個性を尊重し、多様な

選択肢を提供します

市立高校全体として将来の進路や生き方を考えさ

せるための学習や生徒を支援するための体制の充

実を図ります

大学などの他の教育機関との連携により教育内容

の充実を図るとともに、地域社会との連携などに

より、学校・家庭・地域社会全体で豊かな人間性

をはぐくむ教育を行います

進路探究学習の導入

カウンセリング体制の充実

社会全体ではぐくむ教育

国際教育・情報教育の推進

魅力と活力を高めるための環境づくり

新たな制度の導入

一人一人の子どもの生涯を見通し社会へつなぐた

めの継続した専門的教育を推進します

地域で学び育つための家庭・学校・地域が共には

ぐくむ教育を推進します

一人ひとりが学び育つための

早期からの継続した支援の充実

ゆたかに学び育つためのニーズに応じた

専門的な支援の充実

安心して学び育つための関係機関と

連携した総合的な支援の充実

地域で学び育つための家庭・学校・地域が

一体となった支援の充実

市民のさまざまな学びを多角的に支援するととも

に、市民が生涯にわたって学べる環境づくりを進

めます

市民同士が学びをとおしてつながる機会を充実さ

せ、学びのコミュニティ創出を図り、さらに、地

域における自発的な学びと高度な学習ニーズに対

応した学びを支援し、継続的な「学びと実践の循

環」の仕組みづくりを進めます

学習成果を活かした社会参画の推進

地域のまちづくりへの活用

活力ある札幌のまちの創造

多様な主体との連携による生涯学習の展開

学びを結ぶ人材育成と相談体制の充実

生涯学習関連施設の連携強化

全ての人が参加できる学習環境の充実

社会的な課題と市民ニーズに対応した学習支援

市民が生涯にわたって学べる環境づくり

市民の生涯にわたる読書環境づくり

明日の社会を担う若者の社会的自立の実現

特別支援教育の充実

基本的方向性基本的方向性基本的方向性基本的方向性 施　策施　策施　策施　策

点検評価項目

学校、家庭、地域がそれぞれの役割を尊重しなが

ら、相互に信頼し合い、連携して子どもたちを育

みます

市民の学びの成果を、札幌を支える人づくり、活

力ある札幌のまちづくりに活かします
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