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わる学習に親しみをもって取り組めるよう 2010 年に誕生しました。 
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Ⅰ 教育委員会事務点検・評価の概要 Ⅰ 教育委員会事務点検・評価の概要 Ⅰ 教育委員会事務点検・評価の概要 Ⅰ 教育委員会事務点検・評価の概要 

１ 目的 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条（⇒Ｐ82）で、教育委員会は、毎年、そ

の権限に属する事務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、議会に提出するとともに、公表することが求められています。 

札幌市教育委員会においても、同条の規定に基づき、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、毎年、事務点検・評価を実施しています。 

事務点検・評価の結果は、学識経験者から意見を徴した上で、報告書として札幌市議会に提出

するとともに、市民に公表しています。 

また、事務点検・評価は、平成26年度施行の「札幌市教育振興基本計画」（以下「基本計画」

という。）の進行管理の一端を担っており、その結果を次年度以降の施策の推進や改善に反映さ

せることで、より着実に計画を進行させます。 

 

２ 実施方法等 

  対象施策の選定 

今年度の事務点検・評価の対象は、基本計画のアクションプラン前期（⇒Ｐ３参照）に掲げ

ている施策の単位で、施策の進行状況や今後の展開、社会情勢や教育行政等の動き、過去の点

検・評価での選定状況などを勘案し、３つのテーマで選定しました。 

＜今年度の対象施策と選定理由＞ 

●特別支援教育の推進（⇒Ｐ６） ●特別支援教育の推進（⇒Ｐ６） ●特別支援教育の推進（⇒Ｐ６） ●特別支援教育の推進（⇒Ｐ６） 

平成24年度の国の調査では、小中学校における通常の学級に、発達障がいの可能性がある

児童生徒が6.5％程度在籍しているとの結果になっています。 

また、札幌市では、全国的な傾向と同様に、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童

生徒数が急増している状況にあります。 

そのため、学びのサポーターの拡充等による学校支援体制の充実、市立特別支援学校にお

ける教育内容の見直し検討及び国が進める「インクルーシブ教育システム」の構築に関する

モデル事業による実践事例の研究などを進めています。 

今後は更に、特別支援学級や通級指導教室の整備拡充、特別支援教育に関する相談体制等

の強化、また、平成28年度施行の「障がいを理由とする差別の解消に関する法律」の理念の

解説や事例等を整理する「市立学校に属する職員に係る対応要領」の策定などを進めていく

こととなります。 

これらのことから、今後の動きに向け、施策の点検・評価をすることが効果的と考え、対

象としました。 

●教職員の資質・能力の向上（⇒Ｐ38） ●教職員の資質・能力の向上（⇒Ｐ38） ●教職員の資質・能力の向上（⇒Ｐ38） ●教職員の資質・能力の向上（⇒Ｐ38） 

  札幌市では、目指す教育を具現化するための資質・能力を兼ね備えた管理職の登用、学校

課題の解決に向けた管理職の適材適所の配置、特別選考枠の推進などによる優秀な人材の確

保、教職経験に応じた研修及び専門的知識や技術を高める研修などを展開しています。 

  平成26年度は、研修内容・方法の改善や充実を図ったほか、北海道教育大学と連携して、
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新たに大学・大学院の新卒者の採用候補者を対象に「フレッシャーズセミナー」を実施し、

教職に就く上での意欲向上を図りました。 

 今後は、新任校長を対象に校長会と連携した研修を新たに行うほか、道内外の市町村教育

委員会と相互の人事交流を充実させていきます。 

これらのことに加え、教員採用制度の充実や管理職のマネジメント力向上の取組など、こ

れまでの事務点検・評価で扱うことがなかった取組も含まれているため、対象としました。 

●学校における情報化の推進（⇒Ｐ56） ●学校における情報化の推進（⇒Ｐ56） ●学校における情報化の推進（⇒Ｐ56） ●学校における情報化の推進（⇒Ｐ56） 

国は、平成23年４月に、平成32年度に向けた教育の情報化に関する総合的な推進方針とし

て「教育の情報化ビジョン」を策定し、教科指導におけるＩＣＴ（情報通信技術）の活用な

どを通し、教育の質の向上を目指すことを明らかにしました。 

 また、平成25年６月に閣議決定された「第２期教育振興基本計画」においても、ＩＣＴを

活用した教育の推進が掲げられています。 

  札幌市では、モデル校を選定しタブレット端末やデジタル教科書などの活用に関する実践

的な研究を行うとともに、機器や教材の整備、活用促進に向けた施策などを含めた総合的な

推進方針の作成を進めてきました。 

こういった動きの中で、モデル校での実践研究などの成果や課題を整理することが必要と

考え、事務点検・評価の対象としました。 

   成果指標の動向と検証（⇒Ｐ65から） 

  前述のとおり、基本計画の進行管理の一端を担っていることから、基本計画で掲げた21の成

果指標について、その動向を把握するとともに検証を行いました。 

   実施方法 

   対象とした施策に関する事業・取組について、教育委員が事務局から「事業・取組内容」「こ

れまでの動向」「Ｈ26年度の取組結果・成果」の説明を受け、取組結果を踏まえた「課題」や

目指すべき「方向性」を協議するという形で、事務点検・評価を行いました。加えて、 の成

果指標の動向についても検証を行いました。 

   また、事務点検・評価に当たって、対象施策に関連する事業・取組についてより理解を深め、

効果や課題を的確に把握することを目的に、小中学校各１校で、教育長及び教育委員が授業視

察や児童生徒等との意見交換を行いました。 

   学識経験を有する者の知見の活用 

   点検・評価結果について、学識経験を有する者の知見を活用するとともに、客観性を確保す

るため、次の２人から御意見をいただきました。 

   ○ 佐久間 章（さくま あきら）氏  【札幌国際大学 教授】（⇒Ｐ73） 

   ○ 並川 寛司（なみかわ かんじ）氏 【北海道教育大学 教授】（⇒Ｐ76） 
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＜札幌市教育振興基本計画（アク

自ら学び、共に生き

る力を培う学びの推

進

基本的方向性

1-1

自ら学びを実感できる

学習活動の推進

施策

1

授業づくり

食育・体力

健康的な心身の育成と主体的に

運動やスポーツに親しむ機会の

充実

1-1-3

重要

分かる・できる・楽しい授業の

推進

1-1-1

重要

幼児教育

1-1-2 幼児期の学校教育の推進

進路探究学習

重要

1-1-5

自分らしい生き方を実現するた

めの進路探究学習の充実

理科・科学的な考え方

重要

1-1-4

科学的リテラシーを育む学びの

充実

読書、情報教育、体験学習

1-1-6

生涯にわたる学びの基盤を育む

学習の充実

1-4-1

一人一人の多様なニーズに応じ

た教育の充実

命の大切さ

1-2-1 命を大切にする指導の充実

重要

人権教育等

1-2-2

豊かな人間性や社会性を育む学

びの充実

環境教育・平和

1-2-3

未来へつながる思いを育む学び

の充実

札幌らしい特色ある教育

重要

1-3-1

札幌らしさを実感する学びの充

実

国際性

1-3-2

教職員の異校種交流

1-6-2

校種間連携による連続性のある

教育活動の充実

継続性・一貫性のある教育

1-4-2

早期から成人に至るまでの継続

した相談・支援の充実

生涯学習活動の促進

1-5-1

総合的・体系的な学習機会の提

供と自発的な学習活動の促進

図書館の読書・学習環境

1-5-2

図書館における読書・学習環境

の充実

国際性を育む学びの充実

札幌市教育ビジョンで掲げた「札幌市の教育が目指す人間像」及び３つの基本的方向性に基づき、

基本施策

1-6 学びの場の連携の推進

1-2

共に生きる喜びを時間

できる学習活動の推進

1-4

一人一人が学び育つた

めの特別支援教育の推

進

1-5

継続的・自発的な学習

活動を支援する総合的

な生涯学習の推進

1-3

ふるさと札幌のよさを

実感し、豊かな創造力

を育む学習活動の推進

子どもの異年齢交流

1-6-1

異校種間体験・異年齢間交流の

充実

重要

教育的ニーズに応じた教育
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ションプラン前期）の施策体系＞

2-1-3 学校保健の充実

安全管理・安全教育

2-1-4 学校の安全管理の充実

2-1-1

多様なニーズに対応する学校施

設の整備

学校給食

2

多様な学びを支える

環境の充実

2-1

安全・安心・環境に配

慮した学校の整備

学校施設整備

特別支援にかかる環境整備

2-2-2

特別な教育的ニーズに応じた環

境の整備・充実

2-1-2 安全・安心な学校給食の提供

3-2

家庭の教育力を高める

仕組みづくり

家庭の教育力

3-2-1

家庭の教育力の向上と親子での

学びの促進支援

2-5-2

学びに困難を抱える子どもへの

対応の充実

3-1-1 地域に開かれた学校

学校教育支援

3-1-2 学校における地域教育力活用

2-3-1

市民の自発的な学習活動を支え

る生涯学習関連施設の充実

3

市民ぐるみで支え合

う仕組みづくり

学校保健

緊急対応

2-1-5 安全・安心な学校給食の提供

質の高い教育環境整備

2-1-5

教科指導でのＩＣＴ活用

2-6-1

教科指導におけるＩＣＴ活用の

推進

3-1

地域と学校が支え合う

仕組みづくり

校務の情報化

2-6-2 校務の情報化の推進

地域と学校の連携の仕組み

いじめ・不登校等の早期発見・早期対応

重要

2-6

学校における情報化の

推進

経済支援

2-5-3 教育機会均等のための経済支援

2-5

学びのセーフティネッ

トの充実

いじめ・不登校等の未然防止

重要

2-5-1

子どもが安心して学べる支援体

制の充実

2-2 豊かな教育環境づくり 教育環境の整備・充実

2-4-1 管理職のマネジメント力の向上

教員の資質・能力

2-4-2 魅力あふれる教員の採用・育成

2-4

教職員の資質・能力の

向上

学校図書館

2-3-3 学校図書館の機能強化

管理職の資質・能力

2-3

多種多様な学習環境の

整備

市立図書館

重要

2-3-2

図書館における読書・学習環境

の整備

生涯学習関連施設

平成26年度からの５年間で14基本施策、37施策を展開していくこととしています。

基本的方向性 基本施策 施策

※※※※太枠は、今年度の太枠は、今年度の太枠は、今年度の太枠は、今年度の

点検・評価対象施策点検・評価対象施策点検・評価対象施策点検・評価対象施策
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Ⅱ 事務点検・評価の結果 Ⅱ 事務点検・評価の結果 Ⅱ 事務点検・評価の結果 Ⅱ 事務点検・評価の結果 

１ 特別支援教育の推進 １ 特別支援教育の推進 １ 特別支援教育の推進 １ 特別支援教育の推進 

施策１-４-１ 一人一人の多様なニーズに応じた教育の充実 

子ども一人一人が、障がいの状態や個別の教育的ニーズ等に応じた柔軟かつ専門的な教

育的支援が受けられるよう、関係機関との連携を図りながら、各園・学校における支援体

制を充実させるとともに、特別支援学校における教育内容な改善・充実を図る。 

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 

校内における子どもの支援体制の充実校内における子どもの支援体制の充実校内における子どもの支援体制の充実校内における子どもの支援体制の充実    

特別支援教育に関する研修の充実特別支援教育に関する研修の充実特別支援教育に関する研修の充実特別支援教育に関する研修の充実 

市立特別支援学校の教育内容の充実市立特別支援学校の教育内容の充実市立特別支援学校の教育内容の充実市立特別支援学校の教育内容の充実 

個別の教育支援計画作成による支援の推進個別の教育支援計画作成による支援の推進個別の教育支援計画作成による支援の推進個別の教育支援計画作成による支援の推進 

7 

9 

11 

13 

15 

 

施策１-４-２ 早期から成人に至るまでの継続した相談・支援の充実 

早期からの教育相談や就学相談の充実とともに、幼稚園・認定こども園・保育所等・小

学校・中学校・高等学校・特別支援学校の各園・学校・学部間（小学部・中学部・高等部）

での継続性、一貫性のある指導、支援の充実などを進め、早期から成人に至るまでの継続

した相談、支援の充実を図る。 

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 

幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実 

幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進 

支援をつなぐ幼保小連携の推進支援をつなぐ幼保小連携の推進支援をつなぐ幼保小連携の推進支援をつなぐ幼保小連携の推進 

知的障がい者のための成人学級の推進知的障がい者のための成人学級の推進知的障がい者のための成人学級の推進知的障がい者のための成人学級の推進 

17 

19 

22 

25 

27 

 

施策２-２-２ 特別な教育的ニーズに応じた環境の整備・充実 

特別支援学級への入級や通級指導教室の利用を希望する子どもの増加が見込まれるた

め、特別な教育的支援を必要とする子どもが、できるだけ身近な地域で専門的な教育を受

けることのできる教育環境を整備する。 

さらに、高等支援学校（高等養護学校）の北西部偏在の解消に向けて、市南部に高等支

援学校を整備する。 

特別支援学級の整備・拡充特別支援学級の整備・拡充特別支援学級の整備・拡充特別支援学級の整備・拡充 

通級による指導の充実通級による指導の充実通級による指導の充実通級による指導の充実    

市南部への高等支援学校の整備市南部への高等支援学校の整備市南部への高等支援学校の整備市南部への高等支援学校の整備 

29 

31 

33 

 

関連（施策１-２-２） 

障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進 35 
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施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1    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    

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズに応じた支援が充実するように、特別支援学校の

センター的機能による助言や援助、特別支援教育巡回相談員（※）の学校訪問による個別の指導計画の作

成や見直しのサポートなどにより、学校支援体制の充実を図る。 

※ 特別支援教育巡回相談員 

教育・心理の分野において一定程度の専門性を有する者が、学校訪問によって、通常の学級に在籍する特別な教育

的支援が必要な子どもの状況の把握や、それに基づく支援内容の検討をするとともに、個別の指導計画の作成や見

直しをサポートするなどの役割を担っている。 

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

≪特別支援教育巡回相談員の学校訪問≫ 

10人の特別支援教育巡回相談員が各学校を訪問するなどし、学校支援体制を構築してきた。Ｈ18年度

にモデル事業を開始し、Ｈ24年度から本格実施している。 

≪特別支援学校のセンター的機能≫ 

特別支援学校は、各学校の専門性や施設・設備を生かして、地域における特別支援教育のセンターと

しての役割を果たすことが求められている。札幌市においても特別支援学校の教職員が、各学校の教育

相談や研修会で特別支援教育に関する情報提供を行うほか、特別支援教育巡回相談員と共に小中学校を

訪問して、特別な教育的支援を必要とする子どもの支援についての助言や支援方法の検討を行うなどの

取組を進めている。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■特別支援教育巡回相談員の学校訪問 

○特別支援教育巡回相談員が各学校を訪問して、特別な

教育的支援を必要とする子どもの状況の把握や、それ

に基づく支援内容の検討、個別の指導計画の作成や見

直しなどをサポートした。 

 訪問学校：全小中学校 

 訪問延べ回数：960回（小学校788回、中学校172回） 

 特別支援教育巡回相談員が対応した児童生徒数 

  ：約8,900人（障がいがある児童生徒を示しているも 

のではない） 

■特別支援学校のセンター的機能 

○研究開発事業により、特別支援学校の教員が特別支援

教育巡回相談員と共に学校を訪問して、対象となる子どもの状況を把握し、それを基に特別支援教

育コーディネーター（※）への助言や支援方法などの検討を行った。 

 訪問学校数：小学校５校、中学校２校 

 訪問延べ回数：小学校６回、中学校３回 

※ 特別支援教育コーディネーター 

  全ての市立幼稚園・認定こども園・学校において、特別な教育的支援を必要とする子どもの支援を学校全

体として推進できるよう、校内組織（校内学びの支援委員会）の業務を円滑に進めるための企画・立案や

連絡調整を行っている。主に特別支援学級及び通級指導教室の担任、生徒指導主事などが、この役割を担

っている。 
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課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 

課 題課 題課 題課 題 学校ニーズに応じた支援体制の充実 

 ○学校の相談ニーズに十分対応するには、特別支援教育巡回相談員の継続的な訪問や連絡が必要であ

る。Ｈ26年度は、年間６回以上訪問できた学校は24校、そのうち年間10回以上訪問できた学校は５

校にとどまっており、これまで以上に支援体制を充実させていく必要がある。 

 ○複雑化・多様化する学校ニーズに対応するため、特別支援教育巡回相談員と関係者や関係機関との

十分な連携等を図っていく必要がある。    

方向性方向性方向性方向性 学校ニーズに応じた支援体制の改善・構築 

○学校からの要請による訪問や継続支援のための訪問の時間が確保できるよう、特別支援教育巡回相

談員の学校訪問実施方法を改善する。 

○特別支援学校のセンター的機能を一層活用するとともに、特別支援教育巡回相談員と指導主事、セ

ラピストやスクールカウンセラーなどとの効果的な連携を進めるなど、専門的見地から継続した学

校支援をすることが可能な体制を構築する。 

 ○学識経験者から具体的な対応について助言を受けながら、専門的見地に基づく学校支援を実施する。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○特別支援教育巡回相談員による訪問の実施方法を工夫する。 

○特別支援教育巡回相談員の学校訪問時には、必要に応じて指導主事やセラピスト、特別支援学校の

教職員等が同行する。 

 ○関係者や関係機関と情報を共有しながら、学校支援を進める。 

 ○特別支援教育巡回相談員配置事業における事例検討会で、学識経験者から具体的な教育的対応につ

いて助言を受けるなどして、学校支援を進める。 
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施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1    校内における子どもの支援体制の充実校内における子どもの支援体制の充実校内における子どもの支援体制の充実校内における子どもの支援体制の充実    

特別な教育的支援を必要とする子どもに対して学校生活上必要な支援を行う学びのサポーター（※）の

効果的な活用をはじめ、支援を要する子どもへの校内支援体制の充実を図る。 

※ 学びのサポーター 

  通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、学校生活上必要な支援を行う有償ボラン

ティア。 

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

文部科学省の全国調査により、通常学級における学習障害や注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の

発達障がいのある児童生徒の割合が明らかになり（Ｈ14年度:6.3％）、支援体制の整備のため、Ｈ19年度

に特別支援教育支援員制度が導入された。 

札幌市においても、Ｈ20年度から「学びのサポーター活用事業」として学びのサポーターを小中学校

に配置し、発達障がいのある子どもへの学習支援、作業・実習時の安全確保、他の子どもへの不適応行

動の防止、肢体不自由の子どもの学校生活上の介助等の支援を行っており、活用校数は年々増えてきて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■学びのサポーター活用校数及び要支援児童生徒数 

 ○学びのサポーター活用校数：小学校全202校中201校、中学校全97校中66校 

○学びのサポーターの支援対象となった児童生徒延べ人数：1,032人 

■学びのサポーター活用校アンケート調査（Ｈ25年度末実施） 

 ○活用校255校を対象としたアンケート調査を実施した。 

（回答校233校、回答率91.4％） 

 有効性については、全ての回答校（未記入の４校を除く。） 

から「大変有効」または「有効」との回答があった。 

 「個別対応によって、対象児童生徒が安心して過ごすこと

ができた」と回答した活用校の割合：36.9％ 

 「個別対応によって、学習意欲の向上等が見られた」と回

答した活用校の割合：43.9％ 

  「学習での継続した取組には、活用時間数が足りない」と

回答した活用校の割合：44.3％ 
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課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 

課 題課 題課 題課 題 各学校における学びのサポーター活用可能時間数の増加 

 ○Ｈ26年度における支援対象児童生徒数は1,032人であり、本事業を開始したＨ20年度の275人の約

3.75倍となっているが、１校当たりの年間活用可能時間数は事業開始時の492時間から増加しておら

ず、各学校で不足が生じている状況である。Ｈ25年度の活用校へのアンケート調査では、各学校が

必要と考える時間数は平均722時間となっており、時間数の増加が求められている。 

方向性方向性方向性方向性 学びのサポーター活用可能時間数の増加のための方策検討 

○活用可能時間数の増加のための方策を検討する。 

課 題課 題課 題課 題 支援内容に対応した職の分担 

○授業時間の個別対応や学習補助を中心とした発達障がいのある子ども等への支援と、身体介助を行う

肢体不自由な子どもへの支援が、一律、学びのサポーターにより行われているが、登録要件や研修内

容、謝金形態など、支援内容に対応していない部分がある。 

方向性方向性方向性方向性 肢体不自由の子どもへの身体介助を行うサポーターの配置 

 ○肢体不自由の子どもへの身体介助（車椅子での階段昇降、トイレの利用、移動支援など）を専門に

行うサポーターを配置し、登録要件の見直しや支援内容に応じた研修を実施する。    

課 題課 題課 題課 題 市立高等学校における配慮が必要な生徒への対応 

 ○一部の高等学校については、発達障がい等により配慮が必要な生徒への対応のため、学びのサポー

ターの配置要望が出ている。 

  都道府県では、高等学校への特別支援教育支援員の配置に関する地方交付税措置がされており、北

海道教育委員会においても、道立高等学校に発達障がい等により支援が必要な生徒が一定程度在籍

していることから、特別支援教育支援員を配置している。 

方向性方向性方向性方向性 市立高等学校への学びのサポーター配置 

 ○発達障がい等により配慮が必要な生徒に対して学習支援やコミュニケーションに関する支援を行

う。    

課 題課 題課 題課 題 学びのサポーター活用の質的向上 

 ○学びのサポーター活用について、今後、各学校における量的（活用可能時間数）拡大に併せて、支

援対象児童生徒が学級の一員として、共に学ぶことへの実感をより得られるような質的向上が必要

となる。 

方向性方向性方向性方向性 学びのサポーター活用の質的向上のための方策検討 

 ○学びのサポーターと教員との間で、具体的な支援方法について検討する時間を確保するなど、支援

対象児童生徒が学級全体の一員として学びの実感をより得ることができるような方策を検討する。    

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○学びのサポーターの配置に関する各学校のニーズを把握し、その拡充に向けた可能な対応策を検討

する。 
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施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1    特別支援教育に関する研修の充実特別支援教育に関する研修の充実特別支援教育に関する研修の充実特別支援教育に関する研修の充実    

特別な教育的支援を必要とする子ども一人一人の多様な教育的ニーズに応えるため、経験年数に応じた

教員の研修を充実させるとともに、校内研修を推進するためのリーフレットを作成のうえ配布し、教員の

特別支援教育に関する指導力の向上を図る。 

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

近年、通常の学級の教員に対しても特別な教育的支援に関する専門性が求められている。このため、特

別支援教育を担当する教員に限らず、全教員が特別支援教育に関する知識を深めていくとともに、特別

支援教育コーディネーター（※）の専門性を一層高めていくことが必要である。教員の特別支援教育に

関する研修ニーズは非常に高く、近年の研修の受講は多い。 

札幌市教育センターでは、これまで「初任者研修」「教職経験者研究協議会Ⅰ（５年目の教員対象）」「10

年経験者研修」「教職経験者研究協議会Ⅱ（15年目の教員対象）」で、現在の特別支援教育に係る課題へ

の対応について経験年数に応じた内容の研修を行ってきている。これにより、通常の学級担当教員も、

特別支援教育や発達障がい等についての基本的な知識と支援に関する知識を身に付けている。また、現

在の特別支援教育に係る課題への対応をより専門的に取り上げる「特別支援教育専門研修」のほか、特

別支援教育コーディネーターを対象とした研修も実施している。 

※ 特別支援教育コーディネーター 

それぞれの市立幼稚園・認定こども園・学校において、特別な教育的支援を必要とする子どもの支援を学校全体

として推進できるよう、校内組織（校内学びの支援委員会）の業務を円滑に進めるための企画・立案や連絡調整

を行っている。主に特別支援学級及び通級指導教室の担任、生徒指導主事などが、この役割を担っている。 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■特別支援教育に関する研修の見直し 

○初任者研修や10年経験者研修、教職経験者研究協議会Ⅰ・Ⅱについては、今求められる特別支援教

育に対応するため、全教員に伝える内容と特別支援教育を担当する教員に伝える内容とに整理し、

更に、経験年数に応じてより段階的・系統的に知識を深められる内容で実施した。 

■特別支援教育に関する専門性の向上 

○特別支援教育専門研修は、喫緊の課題に対応し、特別支援教育の専門性を高めることができる内容

で実施した。 

○初めて特別支援教育コーディネーターを担当する教員を対象にした「特別支援教育コーディネータ

ー養成研修」を実施した。 

○特別支援教育コーディネーターを数年経験した教員の専門性を更に高めていくための「特別支援教

育コーディネーター専門研修」を実施した。 

【新しい研修体系で取り上げた重点】 
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特性に応じた指

導例

「自立活動」の

理解

10年経験者研修 保護者支援 自閉症の理解

教職経験者研究協

議会Ⅱ（15年）

校内支援体制の

充実

関係機関との連

携

全教員

対象者

研修の種類

全教員（希望者）

特別支援教育専門研修

・「サポートファイルさっぽろ」の活用

・交流及び共同学習の充実

対象者

研修の種類

初めて担当する教員

特別支援教育コーディ

ネーター養成研修

・特別支援教育コーディネーター概論

・特別な教育的支援を必要とする児童生徒

　に対する支援の在り方

対象者

研修の種類

数年担当している教員

特別支援教育コーディ

ネーター専門研修

・校内学びの支援委員会の機能強化

・保護者支援

対象者

研修の種類
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■校内研修の充実に向けた取組 

○校内での特別支援教育に関する研修は、どの学校でも実施されているものの、発達障がい等につい

ての知識を更に深めていく必要があると感じている学校が多い。このため、学校からの要請に応じ

て教育委員会指導主事や特別支援教育巡回相談員（※）が校内研修会に参加し、具体的な事例を取

り上げながら指導・助言を行い、校内での研修の充実を図った。 

※ 特別支援教育巡回相談員 

    教育・心理の分野において一定程度の専門性を有する者が、学校訪問によって、通常の学級  に在籍する

特別な教育的支援が必要な子どもの状況の把握や、それに基づく支援内容の検討をするとともに、個別の

指導計画の作成や見直しをサポートするなどの役割を担っている。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 より実効性のある研修の実施 

○通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする子どもへの支援を充実させるため、教育センターに

おける教育相談で把握した子どもや保護者のニーズ、学校が把握している課題等を基に、より具体

的な内容で実効性のある研修を実施し、学校の対応力や教員のスキルの向上を図る必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 研修内容の見直し 

 ○特別支援教育に関する状況の変化や多様な教育的ニーズに応え、通常の学級、特別支援学級等、ど

の学習環境でもより適切な支援が行われるよう、研修内容を継続的に見直していく。 

課 題課 題課 題課 題 校内での研修を充実していくことのできる人材の育成 

○特別支援教育を担当する教員や特別支援教育コーディネーターの専門性の一層の向上を図り、校内

研修等において他の教員に知識を広めることができる人材を育成する必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 特別支援教育に係る研修を受ける場の拡充と各教員の指導力の向上 

 ○特別支援教育を担当する教員が受講した研修等の内容を、他の特別支援教育担当教員、通常の学級

担当教員へ伝えていくことができる仕組みを検討する。 

○研修資料の作成など校内研修の充実に向けた取組に教員を参加させることで、特別支援教育の知識

や研修スキルの向上を図る。    

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○教員の専門性と経験年数に応じて再編した研修を実施する。 

○特別支援教育コーディネーター専門研修の内容の充実を図る。研修期間を２年間に延長し、２年目

は受講者を特別支援教育コーディネーター業務に係る研修講師として要請のあった学校に派遣する

ことも内容に含める。 

○校内研修の充実を図るため、「発達障がい等のある子どもへの学習支援」等の研修資料を作成し、配

布する。作成に当たり、教員を含むプロジェクトチームに内容を検討させることを通じて、参加教

員の知識や研修スキルの向上を図る。 
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施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1    市立特別支援学校の教育内容の充実市立特別支援学校の教育内容の充実市立特別支援学校の教育内容の充実市立特別支援学校の教育内容の充実    

市立特別支援学校に在籍する児童生徒の障がいの重度・重複化や多様化に応じた教育環境の整備や教育

内容の見直しなどを行い、一人一人の教育的ニーズに応じた、社会につなぐための継続した専門的教育の

充実を図る。 

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

市立特別支援学校は、豊明高等養護学校（知的障がい高等部）、豊成養護学校（重度重複の肢体不自由、

小学部）、北翔養護学校（重度重複の肢体不自由、中学部・高等部）、山の手養護学校（病弱、小学部・

中学部、高等部）の４校設置している。 

知的障がいのある生徒の進学先の１つである豊明高等養護学校では、軽度の知的障がいと発達障がい

の両方がある生徒が増えてきており、その障がい特性への対応などが求められている。また、同校に設

置している６学科（木工科、工業科、クリーニング科、家庭科、産業科、流通・サービス科）について

も、その教育内容と実際に生徒が就労する職種との相違が見られていたことから、設置学科や教育内容

の見直しが喫緊の課題となっている。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

重度の肢体不自由、重複障がいのある生徒を

対象とする豊成・北翔養護学校においては、近

年、在籍する児童生徒の障がいが、より一層重

度・重複化しており、加えて、医療的ケアを必

要とする児童生徒が常に在籍者の半数以上を

占める状況にあり通学区域が全市であること

から、保護者等からも通学負担の軽減等、教育

環境の整備が求められている。 

62.8
70.4

66.7

84.2

71.4

81.3

0

20

40

60

80

100

H24 H25 H26

医療的ケアを要する児童生徒の割合医療的ケアを要する児童生徒の割合医療的ケアを要する児童生徒の割合医療的ケアを要する児童生徒の割合

豊成

北翔

豊明高等養護学校卒業生の進路動向 

（％） 

該当する学科 就労先 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

クリーニング クリーニング 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0 4

木工 木工 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鉄工・金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家庭 縫製 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

産業 紙工 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

流通 2 0 0 0 2 1 1 1 1 3 0

サービス 0 1 5 2 0 1 2 1 5 4 4

スーパー 1 1 3 2 1 3 3 2 3 2 0

レストラン 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

食品加工 8 5 5 2 1 0 0 0 1 2 1

その他 その他の職種 3 1 1 0 2 5 4 10 5 7 0

17 12 16 12 7 11 11 15 16 18 12

37.8% 26.7% 33.3% 31.6% 14.3% 20.4% 20.0% 27.3% 29.1% 31.0% 27.3%

26 30 30 26 39 40 42 45 37 36 30

57.8% 66.7% 62.5% 68.4% 79.6% 74.1% 76.4% 81.8% 67.3% 62.1% 68.2%

2 3 2 0 3 3 2 1 2 4 2

4.4% 6.7% 4.2% 0.0% 6.1% 5.6% 3.6% 1.8% 3.6% 6.9% 4.5%

45 45 48 38 49 54 55 55 55 58 44

卒業生全体に占める割合（％）

小　計

流通・サービス

　※Ｈ25年度設置

一

般

就

労

卒業生総数

その他

福祉サービスの利用

卒業生全体に占める割合（％）

工業

卒業生全体に占める割合（％）
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Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■豊明高等養護学校の教育内容の見直し 

○豊明高等養護学校については、近年の障がい者の就労状況等を鑑み、設置学科をはじめ、教育内容

の見直しに取り組んできたところであり、Ｈ25年度には、流通・サービス科を新設した。Ｈ26年度

には、工業科の作業内容の見直しに取り組み、コンクリート製品を製造する作業から、家電製品の

解体による部品リサイクルへ作業内容を転換した。 

■豊成・北翔養護学校に在籍する児童生徒の障がいの重度・重複化への対応 

○豊成・北翔養護学校については、医療的ケアを必要とする児童生徒への対応として、宿泊を伴う行

事での医療的な安全の確保が課題となっていたことから、Ｈ26年度から委託契約による看護師の派

遣を実施した。また、通学負担の軽減に向け、両校に小中学部を併設する可能性について、検討を

進めた。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 豊明高等養護学校の学級数の取扱いの整理と教育内容の見直し 

○高等支援学校の整備を所管する北海道教育委員会に対して、市内の生徒が自宅から通学可能な市内

及び近郊において学級数を確保するよう、要望を続けてきた。今回、札幌市が市内高等支援学校の

北部偏在に伴う南部生徒の通学負担の軽減のため、Ｈ29年４月に（仮称）南部高等支援学校を整備

することとしたが、高等支援学校への進学希望者の増加が見込まれている中、北海道教育委員会と

の間で、豊明高等養護学校の学級数の取扱いを含め、整備のスケジュールや基本的な考え方につい

て、整理する必要がある。 

○豊明高等養護学校については、工業科以外の学科についても、教育内容と就労先にかい離があるこ

とから、作業内容等の見直しに取り組む必要がある。しかし、近年の高等養護学校への志願者増に

対応するため、教室を増やし、学級数を確保していることから、作業棟をはじめとする共有スペー

スにゆとりがなく、校舎の狭あい化が見られている。そのため、既存の学科の作業スペースを確保

する必要があるため、新たな作業に取り組むスペースがなく、学科の見直しがスムーズに進まない

状況にある。 

方向性方向性方向性方向性 豊明高等養護学校の学級数の適正化と教育内容の見直し 

 ○北海道教育委員会では、道央圏においてＨ30年度頃までに３校に相当する整備が必要であると推計

している。出願者数の急増期における市内及び近郊の整備スケジュールについて確認し、豊明高等

養護学校の学級数の適正化と共に教育内容の見直しを図る。    

課 題課 題課 題課 題 豊成養護学校の施設設備の改修 

○豊成・北翔養護学校の小中学部の併設化に向けては、豊成養護学校が小学部仕様であるため、中学

部の生徒を受け入れるための施設設備の改修が必要となっている。    

方向性方向性方向性方向性 豊成養護学校の施設設備の改修に係る検討 

 ○通学負担の軽減に向け、引き続き、施設設備改修の検討を進める。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○豊明高等養護学校の学級数の取扱いについて、北海道教育委員会が配置計画案を公表した後、札幌市

としての方針を決定する。 

○豊明高等養護学校の教育内容の見直しに引き続き取り組み、Ｈ27年度は、印刷作業を活版印刷からデ

ジタル印刷へ転換する。 

○通学負担の軽減に向け、豊成養護学校の施設設備改修を進める。 
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50.9
54.9

59.3

68.8 70.6

0

50

100
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個別の教育支援計画を作成している個別の教育支援計画を作成している個別の教育支援計画を作成している個別の教育支援計画を作成している

幼稚園・認定こども園・学校の割合幼稚園・認定こども園・学校の割合幼稚園・認定こども園・学校の割合幼稚園・認定こども園・学校の割合

施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1施策1-4-1    個別の教育支援計画作成による支援の推進個別の教育支援計画作成による支援の推進個別の教育支援計画作成による支援の推進個別の教育支援計画作成による支援の推進    

各学校に対して、子どもの成長の様子や必要な支援などが記録されている「サポートファイルさっぽろ

（※）」の活用を促すなどして、特別な教育的支援を必要とする子どもの「個別の教育支援計画」の作成を

推進するとともに、就学、進学時等の引継や関係機関との連携など、計画を活用した支援の充実を図る。 

※ サポートファイルさっぽろ 

  保護者が子どもの成長を記録し、関係者がその子どもの個性や特徴、これまでの発達の経過を共通理解するために

使用するもの。 

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

「個別の教育支援計画」の目的は、教育と福祉、医療、労働等の関係機関が連携協力を図り、障がい

のある子ども一人一人の生涯にわたる継続的な支援体制を整え、それぞれの年代における子どもの望ま

しい成長を促すことにある。 

教育委員会では、障がいのある子どもの将来の自立や社会参加を見据え、学校が関係機関と連携を図

りながら、継続した一貫性のある支援を行えるよう、幼児期から学校卒業後までの教育的支援の内容や

目標を定める「個別の教育支援計画」の作成・活用を推進している。 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■「サポートファイルさっぽろ」などを活用した個別の教育支援計画作成の推進 

○教育委員会がこれまで作成してきた「学びの手帳」

を、保健福祉局との連携により「サポートファイル

さっぽろ」に整理・統合した。 

○「サポートファイルさっぽろ」などを活用した個別

の教育支援計画の作成を推進するため、「個別の教

育支援計画の作成・活用」のリーフレットを作成し

て、各幼稚園・認定こども園・学校に配布した。 

○特別支援教育コーディネーターの研修などにより

個別の教育支援計画作成の理解、啓発を図った。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 「個別の教育支援計画」を活用した支援の充実 

○個別の教育支援計画を作成している園・学校の割合は年々増加しているが、更に作成・活用を促し

ていく必要がある。 

○「個別の教育支援計画」を用いた園・学校間の引継ぎの充実などを通じて、関係者が情報を共有し、

連携・協力した支援体制の構築・充実につなげていく必要がある。    

方向性方向性方向性方向性 「個別の教育支援計画」の更なる作成・活用の推進 

○特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担当者の研修、特別支援教育巡回相談員の学校訪問

による作成支援などを通して、各園・学校における個別の教育支援計画の作成・活用を促し、特別

な教育的支援を必要とする子どもに関わる情報を様々な関係者が共有することなどにより、支援の

一層の充実につなげる。 

（％） 
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参 考 Ｈ27年度の取組 

○「個別の教育支援計画の作成・活用」のリーフレットを活用するなどしながら、特別支援教育コーデ

ィネーターなどの研修や特別支援教育巡回相談員の学校訪問による作成支援などを通して、各園・学

校における個別の教育支援計画の作成・活用を進める。 

「個別の教育支援計画の作成・活用」のリーフレットから抜粋 
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施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2    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    

特別な教育的支援を必要とする子どもの相談件数の増加や、相談内容の複雑・多様化に対応するため、

受付方法や相談枠をはじめとする相談体制の見直しを図り、発達障がいや不登校等の心配のある子どもや

その保護者への教育相談の充実を図る。 

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

札幌市教育センターでは、特別な教育的支援が必要な子どもとその保護者に対して、教育相談を実施

している。 

電話による相談も実施しているが、特別な教育的支援を必要とする子どもへの適切な支援を検討する

上では、保護者からの情報に加え、来所相談を通して直接子どもの実態を把握することが重要である。 

近年は通常の学級に在籍する子どもたちの教育的支援についての相談が多く、相談件数も増加傾向に

ある。その内容も複雑・多様化していることから、課題の解決に時間がかかることも多々あり、継続し

た相談の実施を願う保護者の声は多い。 

相談内容や緊急度に応じて柔軟に相談枠を設定するなどの対応をしているものの、来所相談について

は、申込みから相談までの待ち期間が長く、同一年度内での２回以上の相談の設定が難しいなど、現体

制では迅速かつ継続的な相談の実施が困難な状況にある。 

発達障がいに係る相談内容は、「コミュニケーションの難しさ」「学習の遅れ」「活動への集中しにくさ」

「落ち着いて活動に参加することの難しさ」等、様々である。これらの課題は、学校や家庭、友人関係

等の環境との相互作用の中で多様に変化するものであり、相談を担当する職員は、様々な状況を想定し

つつ、高い専門性に基づいた対応をする必要がある。 

 学校生活や学習活動に関する相談が多いことから、今後はますます各学校での教育相談・支援の充実

が求められる。 
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H22 H23 H24 H25 H26

教育センターにおける特別支援教育相談人数及び件数教育センターにおける特別支援教育相談人数及び件数教育センターにおける特別支援教育相談人数及び件数教育センターにおける特別支援教育相談人数及び件数

来所相談人数 来所相談件数 電話相談件数

発達障がい 知的 情緒 言語 視覚 聴覚 肢体不自由 病虚弱

Ｈ22 70.3％ 17.0％ 7.7％ 3.2％ 0.0％ 0.7％ 1.0％ 0.1％

Ｈ23 74.1％ 13.0％ 6.9％ 4.1％ 0.1％ 0.7％ 0.8％ 0.3％

Ｈ24 74.0％ 13.0％ 7.5％ 4.1％ 0.2％ 0.3％ 0.6％ 0.3％

Ｈ25 80.3％ 10.4％ 4.6％ 2.6％ 0.3％ 0.3％ 1.1％ 0.4％

Ｈ26 81.0％ 9.2％ 4.9％ 3.5％ 0.1％ 0.5％ 0.7％ 0.1％

特別支援教育相談の相談内容（障がい種別の割合） 

（人・件） 
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Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■特別支援教育相談の実施 

○教育センターで、来所による相談、電話相談に対応した。 

   来所による相談延べ件数：2,494件 

   電話相談延べ件数：2,443件 

■相談時間枠の見直し 

 ○来所による教育相談において、必要な相談時間の傾向を分析し、２時間の相談枠の一部を１時間の

相談枠に振り替えることによって、相談枠の総数を増やした。その結果、相談者１人についての年

度内での相談回数が微増した。 

   相談者一人当たりの年度内来所回数：約1.5回 【参考】Ｈ25年度：約1.4回 

■教育相談実施後の学校支援の充実 

○特別支援教育相談の内容について学校に連絡する際、具体的でかつ実効性のある支援を提案した。

また、相談担当職員が教員と面接を行う「教師相談」、課題の解決に向けて関係機関が集まり話し合

う「ケース検討会議」の実施を促した。 

 教師相談実施回数及び延べ相談者数：28回・43人 

 ケース検討会議実施回数及び延べ参加人数：19回・17人 

 

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

課 題課 題課 題課 題 待ち期間の短縮 

○相談ニーズが高まる一方、相談員や相談場所には限りがあり、現体制での柔軟な対応や工夫は物理

的に限界にきていることから、平均約39日に及ぶ待ち期間を短縮するには、相談員の増員も含めた

相談体制の早急な見直し・強化が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 迅速かつ継続的な相談の実現 

 ○特別支援教育相談の相談時間枠の見直しを今後も図りながら、相談員の増員や相談場所の拡充に向

けた検討を進める。 

 ○校内でより一層適切な支援が行われるよう、研修講座の内容充実や、相談に役立つ資料の提供など

を通じて、各学校における教育相談の充実を図る。    

課 題課 題課 題課 題 教育相談実施後の学校支援の充実 

○適切な子ども支援を円滑に行うためには、各学校における迅速かつ丁寧な教育相談が重要であるこ

とから、現在の特別支援教育の状況や課題のほか、相談の多い事例等、各学校に必要な情報を教育

センターから継続的に提供していく必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 学校を支援する機能の強化 

○校内支援体制が一層充実し、支援の必要な子どもに適切できめ細かな支援が行われるよう、経験豊

富な教育センターの職員が、教師相談やケース検討会議、校内研修会で助言するほか、各校での研

修に役立つ資料の提供などを行う。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○特別支援教育相談において相談時間枠の見直しを継続するとともに、相談員や相談場所の拡充につい

て検討を進める。 

○教師相談、ケース検討会議の一層の活用を各学校に周知し、連携を強化する。また、校内学びの支援

委員会を中心とした学校体制において教育相談の機能が一層発揮されるよう、関係部署と協議しなが

ら、学校で活用できるアセスメントシートの作成について検討する。 
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施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2    幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実    

就学前（主に２歳から６歳まで）の発達に心配のある幼児を持つ保護者を対象として、幼児教

育センターと研究実践園において、支援の在り方や就学に向けた教育相談を実施する。 

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

札幌市では、Ｈ20年度以降、特別な教育的支援を要する幼児が就園時、在園中、就学時のそれぞれの

場面で適切なサポートを受けて、安心して幼稚園や認定こども園での生活を送り、小学校への接続が円

滑に行われるよう「札幌市の特別な教育的支援を必要とする幼児の育ちを『ささえ・つなぐ』しくみ」

として、次のような体制を構築してきた。 

①保護者が身近な場所で教育相談ができる体制 

②幼児教育の主体を担う私立幼稚園で特別な教育的支援を要する幼児の受入れや特別支援教育が進め

られるための園訪問支援や研修体制 

③就学に際しての支援内容を円滑に引き継ぐための幼(保)小連携体制 

発達の状況や、幼稚園・保育所などでの集団生活への適応を心配する保護者が増えてきていることか

ら、保護者への直接的な支援体制づくりと、教職員等が適切な指導や支援を行うための、特別支援教育

への理解と認識を深めていける体制が必要である。 

≪幼児教育センター教育相談事業≫ 

幼児教育センターにおいて、主に幼児の発達や就学に係る教育相談を行っている。必要に応じて児童

相談所、保健センター等の関係機関と連携し、支援の手立てについて情報を共有する「ケース検討会議」

や専門的知見を生かした支援を図るための医学的診断業務（医師との相談）を実施している。 

≪研究実践園の教育相談事業（地域教育相談）≫ 

身近な場所で気軽に継続的な教育相談ができるよう、発達に心配のある就学前の幼児等の保護者から

の教育相談を、幼児教育支援員（各区１人配置）や幼児教育センター職員等が各区の市立幼稚園・認定

こども園（研究実践園）で実施しているほか、電話相談も行っている。なお、この事業はＨ20年度から

３年間の試行実施の後、Ｈ23年度から本格実施している。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■幼児教育センター教育相談事業 

○来所による教育相談、電話相談及び就学相談に対応した。 

   来所による相談延べ件数：1,270件 

   電話相談延べ件数：1,958件 

   就学相談（就学先を判断するための相談）：373件 

■研究実践園の教育相談事業（地域教育相談） 

○来園、電話による地域教育相談を実施しており、保健センターや通園施設などの各関係機関にも周

知している。そのため、相談件数は、本格実施を開始したＨ23年度から年々増加し、そのニーズが

高まっていることがわかる。 

  来園による相談延べ件数：2,894件 

 電話による相談延べ件数：277件 

○特に年少児（３歳児）、年中児（４歳児）の保護者から「身近な場所で継続的に相談をすることがで

きてよい」との声が寄せられた。 
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課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 

課 題課 題課 題課 題 相談件数の増加や保護者ニーズへの対応等 

≪幼児教育センター相談事業≫ 

○相談件数は、一時減少した年があるが、ここ数年はほぼ同数で推移している。年長児の就学相談の

時期（９月～12月）には予約が特に集中し、通年の平均待ち期間は約50日間となっており、緊急を

要する場合は対応しているものの、待ち期間短縮に向けて早急な対応が必要である。 

≪研究実践園の教育相談事業（地域教育相談）≫ 

○相談件数の増加の状況から、幼児期の教育相談のニーズは確実に高まっているといえる。相談件数

の増加に伴い、予約から相談実施までの待ち期間が30日～40日と長くなっている。 

≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談事業≫ 

○待ち状況の解消に加え、保護者のニーズに応えられる相談支援の在り方を今後も検討していく必要

がある。 

○年長児の相談が最も多かったが、地域教育相談では年中児以下の相談が多く、Ｈ26年度は合わせて

約60％となっている。年中児以下では、子どもの発達の様子に対する戸惑いなどが多く、保護者の

話を聞いたり、支援の方法の助言をしたりする教育相談は保護者支援の視点からも重要である。一

方、年長児は、発達障がい等に係る内容が多く、就学相談と合わせて、小学校へのより良い引継ぎ

を期待する相談が増えている。したがって、幼稚園や保育所等の教職員が、個々の支援内容のより

良い引き継ぎ方を身に付けていく必要がある。    
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方向性方向性方向性方向性 相談体制の工夫及び他機関との連携の強化 

≪幼児教育センター教育相談事業≫ 

○予約が集中する就学相談の時期は、各区の幼児教育支援員が交替で幼児教育センターの教育相談業

務（幼児対応）に携わっており、今後も継続していく。 

≪研究実践園の教育相談事業（地域教育相談）≫ 

○相談件数の増加に伴う対応として、園内での教育相談の枠を増やすための体制づくりと幼児教育支

援員同士の連携体制を工夫する。 

≪幼児教育センターと研究実践園の教育相談事業≫ 

○保護者のニーズに応えていくため、相談員自身のスキルアップと他機関との積極的な連携を検討す

る。 

○就学に際しての支援内容の引継ぎについては、園での実態や支援の実際などを伝える、個別の指導

計画を活用するなど、具体的な方法を知る必要がある。そのためには、支援担当者研修（※）の中

で、引継ぎ方法について扱ったり、幼稚園・認定こども園への訪問支援で幼児教育支援員が具体的

に伝えたりする。 

○Ｈ25年度設置の幼保小連携推進協議会では、顔を合わせて話をすることにより、情報交流をしやす

い環境をつくるとともに、教職員同士で幼小接続に関する研修を行っている。これらの取組により、

幼稚園・認定こども園・保育所・小学校・幼児教育センター及び研究実践園が連携を図りながら、

就学に際しての支援内容の円滑な引継ぎの在り方について考えていく。 

※ 支援担当者研修 

  各幼稚園・認定こども園における要支援児の支援担当者を対象とした、特別支援教育についての基礎的な

研修。 

課 題課 題課 題課 題 札幌市全体における課題 

○地域教育相談事業は、主として２歳から６歳までの幼児が対象であり、乳幼児健康診査の中で、２

健センターでの相談を受けている幼児も多いことから、保健センターとの連携を進めてきている。

ただし、１歳半健診で発達の状況を確認できない場合などは、幼稚園・認定こども園・保育所に入

園後の様子から教育相談につながっていることが多い。また、教育相談を受けている幼児は児童デ

イサービスを活用しているケースが増えているほか、保育所においては巡回指導相談を行っている。

これらのことから、今後の札幌市全体の早期の教育相談・支援という観点からは、これらの関係機

関（施設）との連携が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 札幌市全体における課題を踏まえた方向性 

○幼児に対する早期の相談支援が重要であることから、地域教育相談事業は今後も必要であり、施設

や環境等を更に充実していくほか、件数増加への対応や待ち期間の短縮のため、相談体制の見直し

を図る。 

 ○保護者のニーズに応じた相談ができるよう、保健センターなど関係機関との連携を更に進めていく。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○幼児教育センターの教育相談を補助する幼児教育研究員（※）や幼児教育支援員の増員等を視野に

入れながら、教育相談体制の見直しや工夫をすることで件数増加への対応や待ち期間の短縮を図る。 

※ 幼児教育研究員 

幼児観察や発達検査など幼児教育相談業務や幼児教育に関する研究研修業務の補助を行う非常勤職員。 
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施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2    幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進    

私立幼稚園等で特別な教育的支援を必要とする幼児の円滑な受け入れを促進するため、市立幼稚園・認

定こども園の幼児教育支援員が私立幼稚園等を訪問し、個別の指導計画の作成支援や教員相談を行うとと

もに、特別支援担当者向けの研修会を実施するなど、私立幼稚園等の支援体制の構築と特別支援教育の質

的向上を図る。 

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

札幌市の私立幼稚園において特別な教育的支援を必要とする幼児（以下「要支援児」という。）の円滑

な受入れを推進するとともに、教育内容の充実を図り、適切な保育環境を提供することを目的として訪

問支援等を実施している。訪問要請のあった私立幼稚園を幼児教育支援員が訪問し、要支援児のアセス

メント実態把握（※）を行い、その理解と支援について伝えることで、私立幼稚園の特別支援教育の充

実を図っている。また、Ｈ23年度から要支援児の支援担当者に対して、特別支援教育についての基礎的

な研修を行っている。 

※ アセスメント実態把握 

幼児教育支援員がチェックシートを活用して要支援児の様子を観察記録し、個別の指導計画の作成や活用などに

生かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■アセスメント実態把握と研修の実施 

○私立幼稚園において、アセスメント実態把握と要支援児の支援担当者に対する特別支援教育につい

ての基礎的な研修を行った。アセスメント実態把握については、年々増加傾向にある。研修につい

ては、例年650人～850人程度受講している状況である。 
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アセスメント実態把握の対象とした幼児数の推移アセスメント実態把握の対象とした幼児数の推移アセスメント実態把握の対象とした幼児数の推移アセスメント実態把握の対象とした幼児数の推移

要支援児数推移 実態把握数

 アセスメント実態把握園数及び要支援児数（実際の実態把握数）：116園・1,415人（ 1,550人） 

【参考】Ｈ25年度：113園・1,246人（1,470人）、Ｈ24年度：110園・822人（1,158人）、 

              Ｈ23年度：108園・664人（782人） 

  ＊アセスメント実態把握の対象となった幼児のうち、学識経験者で構成される札幌市幼児アセスメント委員

会で認定を受けた幼児を要支援児としている。 

  支援担当者研修の実施回数及び延べ参加人数：５回・860人 

【参考】Ｈ25年度：５回・807人、Ｈ24年度：５回・661人、Ｈ23年度：５回・741人 

 

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

課 題課 題課 題課 題 実態把握人数の増加に伴う対応の必要性 

○アセスメント実態把握では、２区の幼児教育支援員がペアとなって、それぞれの区の幼稚園を訪問

している。しかしながら、区によって園数や人数の差が大きいことから、要請に対応し切れない。 

方向性方向性方向性方向性 幼児教育支援員の連携体制の工夫 

○アセスメント実態把握については、支援員の連携体制を引き続き工夫して業務の効率化を図る。 

課 題課 題課 題課 題 幼稚園教諭の特別支援教育のスキルアップの必要性 

○要支援児の適切な理解と対応のために、幼稚園教諭が、特別支援教育について、より一層、理解を

深める必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 支援担当者研修の継続と訪問支援の充実 

○幼稚園教諭が特別支援教育のノウハウを更に身に付け、要支援児に適切な支援ができるようにする

ため、年５回の支援担当者研修（※）を継続する。また、幼児教育支援員による訪問支援を、幼稚

園だけでなく、認定こども園の幼児（３歳以上）の支援担当者も対象とし、特別支援教育に係る理

解や支援の方法について伝える。 

※ 支援担当者研修 

     各幼稚園・認定こども園における要支援児の支援担当者を対象とした、特別支援教育についての基礎的な  

研修。 

課 題課 題課 題課 題 幼児期の特別支援教育の充実の必要性 

○保育所での実態調査によると、Ｈ25年度は保護者が認めたり、療育手帳を保持したりしている障が

い児数が全市で308人であった。保護者が認めていない幼児や私立幼稚園特別支援教育事業で実態把

握した幼児数と合わせると、要支援児数は2,000人を超えることが予想される。これだけの幼児に対

応するため、保育所等も含めた札幌市全体の幼児教育施設において、特別支援教育を更に充実させ

る必要がある。 

（人） 
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方向性方向性方向性方向性 幼児期の特別支援教育の充実 

○札幌市全体で、特別な教育的支援が必要な幼児の受け入れを促進できる仕組みづくりを更に進める

ほか、札幌市の幼児教育施設で、個別の指導計画及び「サポートファイルさっぽろ（※）」の中に

ある個別の教育支援計画の作成や活用、具体的な支援の在り方などの特別支援教育の研修の実施に

ついて検討していく。 

  ※ サポートファイルさっぽろ 

        保護者が子どもの成長を記録し、関係者がその子どもの個性や特徴、これまでの発達の経過を共通理解する

ために使用するもの。（⇒16ページ参照） 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○私立幼稚園・認定こども園の要請に応じて、訪問支援を行う。 

○支援担当者研修を年間５回実施する。 
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施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2    支援をつなぐ幼保小連携の推進支援をつなぐ幼保小連携の推進支援をつなぐ幼保小連携の推進支援をつなぐ幼保小連携の推進    

特別な教育的支援を必要とする子どもについて、幼稚園・認定こども園・保育所等から小学校へ情報を

つなぐための区幼保小連携推進協議会や、医療・福祉等の関係諸機関を交えて移行期の適切な支援を検討

するケース検討会議の推進などを通して、幼児期から児童期への円滑な接続を行う。 

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

幼児期と児童期の教育を円滑に接続するため、Ｈ21年度から就学に際しての引継ぎの会「幼保小連絡

会」を行っていたが、幼児の引継ぎだけではなく、全ての幼稚園・保育所・小学校が組織的・継続的に

連携するために、Ｈ25年度に各区の園長・校長及び連携担当者が一堂に会する「幼保小連携推進協議会」

を設置し、職員交流、研究交流、情報交流、研修、保育・授業参観などを行っている。 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■全市幼保小連携推進協議会 

○各区の連携状況に関する情報交換や全市で取り組む連携推進の今後の在り方について協議した。 

■各区幼保小連携推進協議会 

○幼児児童の発達や学びの連続性の在り方に関する実践交流や研修、幼児の支援内容の引継ぎをした。  

○幼保小連絡会で支援内容を引き継いだ園児数、参加した園数ともに増加傾向にあり、連絡会の意義

や内容が周知されてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼保小連携推進協議会体系図 

更なる継続的な幼保小の連携のために 

より組織的、機能的、継続的に体制整備を行う 

幼保小連携推進協議会 

 

区幼保小連携推進協議会（年３回程度開催） 

１回目 幼保小の管理者・教職員の顔合わせ、交流計画 

２回目 全体研修（講演会等）、実践交流 

３回目 区幼保小連絡会、次年度へ向けて 

札幌市幼保小連携推進協議会（年１回開催） 

 

札幌市幼保小連携推進協議会 

～各区のとりまとめと全市の連携推進～ 

10 区で10 区で10 区で10 区で 

連携推進連携推進連携推進連携推進 

 

 

連携

促進 

区幼保小連携推進協議会 

小学校 

保育所 私立幼稚園 

考えられるメリット・効果 

研究実践園 

子どもの交流活動の充実 

幼保小の一貫性のある 

教育活動 

教職員の相互理解 
運営 

各区研究実践園を中心に 

幼保小の連携を推進 

子どもの入学前後の 

情報交換 
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課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 

課 題課 題課 題課 題 引継ぎ人数の増加に伴う対応の必要性 

○６年間の実績により、それぞれの園と学校のつながりは密になってきているが、引継ぎ人数の増加

等に伴い、引継ぎのための時間が不足している。 

方向性方向性方向性方向性 各園・学校のより効果的な連携 

○幼保小連絡会以外でも各園と学校が連携を取り合う関係づくりを推進していく。 

○今後は、「サポートファイルさっぽろ（※）」の活用を視野に入れた効果的な引継ぎ方法を検討し、

実施していく。 

※ サポートファイルさっぽろ 

保護者が子どもの成長を記録し、関係者がその子どもの個性や特徴、これまでの発達の経過を共通理解す

るために使用するもの。（⇒16ページ参照） 

課 題課 題課 題課 題 在園児以外の幼児に関する情報収集の必要性 

○幼稚園・認定こども園・保育所に在園していない幼児については、情報収集が難しい。 

方向性方向性方向性方向性 在園児以外の幼児に関する情報収集の方法検討 

○幼稚園、保育所等に通っていない幼児の情報収集の方法について検討していく。 

 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○幼保小連携推進協議会(幼保小連絡会)において試行的に「サポートファイルさっぽろ」を活用する。 

○幼稚園、保育所等に通っていない幼児の情報収集の方法について、関係部局と連携して検討する。 
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施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2施策1-4-2    知的障がい者のための成人学級の推進知的障がい者のための成人学級の推進知的障がい者のための成人学級の推進知的障がい者のための成人学級の推進    

特別支援学校等を修了した知的障がい者が、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、

交流・憩いの場を通して社会生活やマナー習得に係る学習、スポーツ等のグループ学習、人間関係の形成

を行うなど、実生活に即した学習を行う成人学級を推進する。 

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

特別支援学校等を修了した知的障がい者は、一般事業所又は就労継続支援事業所等へ就労した後も、

人とのコミュニケーションがうまく取れない等の理由で、職場に馴染めない、業後や休日の余暇活動に

自ら進んで取り組むことが難しいなど、社会生活への対応に不安を抱えている。 

札幌市では、実生活に即した学習を通じて社会生活によりよく対応できるよう、Ｈ２年度から札幌市

手をつなぐ育成会の協力により「トライ青年学級」を開設し、更にＨ３年から豊明高等養護学校の協力

により、「札幌トエ・ピラ会成人学級」を開設して、教育委員会の主催で事業を開始した。Ｈ４年度から

は、上記協力団体に事業の運営を委託し、現在に至る。 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■トライ青年学級（札幌手をつなぐ育成会） 

○対象者 

  高等養護・高等支援学校及び特別支学級を修了し、すでに社会参加している方 

○実施状況 

施設見学、調理実習、スポーツ、美術、映画鑑賞、社会生活・マナー習得に係る学習などのプログ

ラムを、６グループに分かれて、それぞれ年７回ずつ開催した。更に関連する３作業所において年

２回ずつ防災に関する勉強会、スポーツ大会、交流会などのプログラムを開催した。開級式及び閉

級式と合わせて合計年50回のプログラムを行った。各プログラム10～20人程度参加している。 

     実施回数：50回 【参考】Ｈ25年度：50回 

 延べ参加人数：学級生808人、指導者・その他179人 

【参考】Ｈ25年度：学級生742人、指導者・その他178人 

○学級生の様子（Ｈ26年度実施報告書から抜粋） 

 米とぎ、具材準備、湯沸しなどを実習した。パニック

を起こした学級生に声がけして落ち着かせたり、食事

摂取制限のある学級生には、おにぎりを小さめに作る

よう促したりしながら活動した。（調理実習） 

 日頃なかなか運動する機会がない学級生が多く、フッ

トサルを通じて体力増進と学級生同士の相互交流が図

られた。作業所で仕事をしているときにはないチーム

ワークが形成され、業務連携にも役立っている。（スポ

ーツ） 

 札幌ドームでのスポーツ観戦を行った。14人の学級生を指導者３人で対応するも、移動時に一般

客に紛れてしまう場面があり、不安からか少々震えが見られた学級生に対して声がけし落ち着か

せるなどの対応をしながら活動した。（社会生活・マナー習得） 

トライ青年学級の活動の様子 
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■札幌トエ・ピラ会成人学級（豊明高等養護学校） 

○対象者 

  豊明高等養護学校の卒業生 

○実施状況 

講演会、スポーツ大会、施設見学、校内レクレーション

など年９回のプログラムを行った。各プログラム10～110

人程度参加している。 

 実施回数：９回 【参考】Ｈ25年度：９回 

 延べ参加人数：学級生988人、指導者・その他133人 

【参考】Ｈ25年度：学級生1,134人、指導者・その他126人 

○学級生の様子（Ｈ26年度事業報告書から抜粋） 

 点数がどれくらい入ったか、何本のピンが倒れたかを画面の得点表をよく見ながら競い合い、楽

しく活動していた。（スポーツ～ボーリング） 

 いろいろな色の蝋のチップを並べて立体のろうそくを作成。縞模様や市松模様など各自工夫を凝

らして制作に取り組んだ。（美術～キャンドルづくり） 

 カラオケの操作手順を確認しつつ自分の歌いたい曲を選曲し、メンバー内で歌う順番を話し合っ

ていた。学級生同士で機械操作を教え合う場面が見られたほか、仲間の歌にも関心を示し、仲間

との会話も弾み楽しみながら活動していた。（社会生活・マナー習得～カラオケ） 

■委託先団体との意見交換 

○Ｈ27年度の事業実施に向けて、運営状況や参加者の様子等について、委託先の団体と意見交換を行

った。 

 委託先の団体からの主な意見 

 「既に就労している知的障がい者にとって、成人学級における余暇活動への参加をきっかけに、

参加者同士のコミュニケーションが図られ、職場での良好な人間関係の形成に寄与している。」 

 「参加者向けの学習会等の新たな取組も検討しているが、どの程度の参加者が見込めるか懸念さ

れる。」 

 「運営スタッフには、知的障がい者に対する専門的な知識・経験が求められることから、その人

材確保に苦慮している。」 

 

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

課 題課 題課 題課 題 指導者の安定的な確保及びプログラム内容の検証 

○事業実施に当たっては、専門的な知識・経験が指導者等に求められるが、これを担う指導者の確保

及びプログラム内容の検証が課題となっている。 

方向性方向性方向性方向性 事業内容の充実 

 ○委託先の団体との意見交換や事業調査をするとともに、参加者（保護者を含む）のニーズの把握に

努める。これを通じて、指導者等の確保の方法や運営体制、社会生活への対応に向けた効果的なプ

ログラムについて検証を行い、障がいの程度に応じたプログラムを新たに実施するなど、事業の質

的向上を図る。また、現在の委託先以外への事業委託の可能性についても検討を行う。    

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○指導者等の確保に向けた方策や、就労支援を含む他の知的障がい者支援事業との関連性を考慮した

プログラム内容の検証を重点的に行う。 

札幌トエ・ピラ会成人学級の活動の様子 
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施策2-2-2施策2-2-2施策2-2-2施策2-2-2    特別支援学級の整備・拡充特別支援学級の整備・拡充特別支援学級の整備・拡充特別支援学級の整備・拡充    

できるだけ身近な地域で学べる環境づくりを目指し、子どもの障がいの状態等に十分配慮しながら、特

別支援学級の整備・拡充を図る。 

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

障がいのある子どもが、できるだけ身近な地域で専門的な教育を受けられる環境づくりを目指し、対

象児童生徒の増加に合わせて、多くの学校に特別支援学級の開設を進め、現在、全小中学校の７割以上

に設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■特別支援学級設置校数及び設置率 

○保護者からの開設要望に基づき、特別支援学級の設置を進めた。 

  特別支援学級新規開設校数：小学校18校、中学校13校（Ｈ26年５月時点） 

  特別支援学級設置率：小学校82.4％、中学校70.7％（Ｈ26年５月時点） 

＊卒業等により在籍児童生徒数が０人となったことから、Ｈ25年度末に小学校７学級・中学校２学級が閉級

となっている。 
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特別支援学級在籍者数 通級児童生徒数

全児童生徒数に対する通級児童生徒、特別支援学級在籍者及び特別支援学校在籍者の割合 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

96,281 95,644 95,082 93,618 93,004 92,313 91,624 90,441 89,822 89,783 89,445

49,204 48,605 47,734 47,569 47,015 47,181 46,323 46,266 45,717 45,149 44,930

145,485 144,249 142,816 141,187 140,019 139,494 137,947 136,707 135,539 134,932 134,375

通級児童

生徒数

426 417 415 435 425 443 491 562 731 838 847

特別支援学級

在籍者数

1,045 1,141 1,210 1,309 1,436 1,523 1,651 1,783 1,954 2,130 2,259

特別支援学校

在籍者数

- - -

740 749 743 736 720 736 747 760

計 1,471 1,558 1,625 2,484 2,610 2,709 2,878 3,065 3,421 3,715 3,866

割合 1.01% 1.08% 1 .14% 1 .76% 1 .86% 1 .94% 2 .09% 2 .24% 2 .52% 2 .75% 2.88%割合 1.01% 1.08% 1 .14% 1 .76% 1 .86% 1 .94% 2 .09% 2 .24% 2 .52% 2 .75% 2.88%割合 1.01% 1.08% 1 .14% 1 .76% 1 .86% 1 .94% 2 .09% 2 .24% 2 .52% 2 .75% 2.88%割合 1.01% 1.08% 1 .14% 1 .76% 1 .86% 1 .94% 2 .09% 2 .24% 2 .52% 2 .75% 2.88%

小学校

（児童数）

中学校

（生徒数）

児童生徒数　計

※Ｈ18年度までは、特別支援学校

在籍者数の公表は行われていない。
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課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性    

課 題課 題課 題課 題 校舎狭あい化への対応 

○今後も、特別支援学級の対象者数の増加が見込まれるが、現在、特別支援学級を開設できていない

一部の学校では、校舎の狭あい化により、余裕教室が生みだせない状況にある。そのため、会議室

等の転用を検討するが、教室仕様に転換するための内部改修が必要な事案も多く、苦慮している。 

方向性方向性方向性方向性 特別支援学級未設置校への整備推進 

○引き続き、できるだけ身近な地域で専門的な教育を受けることができるよう、小中学校へ特別支援

学級の開設を進める。 

○一部の未設置校等については、余裕教室の確保が難しいため、内部改修を含め、可能な方法を検討

していく。 

課 題課 題課 題課 題 特別支援教育に関する教員の専門性の確保 

○特別支援教育に関するニーズが高まりを見せている一方、教員の専門性の確保が難しくなっている。 

 市立教員採用（特別支援）の倍率推移：Ｈ24年 2.1倍、Ｈ25年 2.4倍、Ｈ26年 2.7倍 

【参考】市立教員採用（普通学級）の倍率推移：Ｈ24年 5.1倍、Ｈ25年 6.1倍、Ｈ26年 5.7倍 

 小中学校特別支援学級、通級指導教室における期限付教員の割合：17.6％（Ｈ26年５月時点） 

【参考】小中学校(普通学級)における期限付教員の割合：3.4％（Ｈ26年５月時点） 

方向性方向性方向性方向性 特別支援教育に関する教員の養成・採用・研修の充実 

○教員養成系大学等の学生対象の説明会で、採用検査への受検促進を図るほか、採用後の研修等の充

実を図ることで、教員の養成・採用・研修の充実に努める。    

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○小学校19校、中学校12校を新規開設した。保護者からの要望に基づき、翌年度の新規開設に向け検

討を行う。 

＊卒業等により在籍児童生徒数が０人となったことから、Ｈ26年度末に小学校４学級が閉級となっている。 
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施策2-2-2施策2-2-2施策2-2-2施策2-2-2    通級による指導の充実通級による指導の充実通級による指導の充実通級による指導の充実    

障がいのある子どもが、より身近な地域で専門的な教育を受けられるよう、指導体制の工夫や改善、教

室の整備・拡充を進め、遠距離通級の解消など、通級指導体制の充実を図る。 

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

通級による指導は、小中学校の通常の学級に在籍している、難聴、弱視、言語障がい、発達障がいな

どの障がいがある児童生徒のうち、比較的軽度の障がいがある児童生徒に対して、各教科等の指導は主

として通常の学級で行いつつも、個々の障がいの状態に応じた特別の指導については、通級指導教室で

行う教育形態である。 

それぞれの障がい種に応じて、「きこえの教室」（難聴）、「ひとみの教室」（弱視）、「ことばの教室」（言

語障がい）、「まなびの教室」（発達障がい等）がある。 

＊発達障がいのある児童生徒数の増加に対応するため、Ｈ21年から順次、まなびの教室を増設してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■通級指導教室の新規開設 

○Ｈ26年４月１日から、日章中学校に「ひとみの教室」「まなびの教室」を新規開設した。 

＊通級指導教室開設校数・設置校数：小学校11校・中学校３校（Ｈ26年４月時点） 

障がい種別 通級指導教室の設置状況 

（平成26 年５月１日現在） 
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課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 課題と今後の方向性 

課 題課 題課 題課 題 北区北部の通級生の遠距離通級解消 

○北区には、幌北小学校（北19条西２丁目）と北九条小学校（北９条西１丁目）に通級指導教室を設

置しているが、いずれも北区南部に位置しているため、北区北部における通級生の遠距離通級の解

消が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 通級指導教室の整備拡充 

○教員の配置が定数外の加配であることから、計画的な拡充が困難であるが、可能な限り、通級指導

教室の整備拡充に努める。 

課 題課 題課 題課 題 少人数の障がい種の遠距離通級対応の検討 

○弱視等の少人数の障がい種については、教室の増設が困難であるため、遠距離通級を強いてしまう。 

方向性方向性方向性方向性 サテライト教室等の設置 

○少人数の障がい種の対応として、服務上の課題等があるが、サテライト教室（※）等の設置の可能

性について検討を行う。 

※ サテライト教室 

  交通利便性の高い学校に通級指導用の分教室を確保し、そこに担当教員が出向いて指導する形態。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○サテライト教室等の設置の可能性について引き続き検討する。 
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施策2-2-2施策2-2-2施策2-2-2施策2-2-2    市南部への高等支援学校の整備市南部への高等支援学校の整備市南部への高等支援学校の整備市南部への高等支援学校の整備    

真駒内小学校跡地において、Ｈ29年４月の開校に向けて、高等支援学校を新築整備する。 

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

 札幌市内の知的障がい高等支援学校は、手稲区に２校、北区に１校の３校のみであり、さらに、Ｈ28

年４月に、札幌拓北高等学校跡地に道立校が新設されるが、下図のとおり北部に偏在している。そのた

め、市南部に住む生徒が遠距離通学を余儀なくされていることから、北部偏在解消を目的として、市南

部の真駒内小学校跡地に（仮称）南部高等支援学校を整備することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■運営形態、教育内容等の確定 

○Ｈ29年４月１日の開校に向けて、学校の運営形態（道内初の普通科・職業コース）及び教育内容（※）

の方向性を確定した。 

※ 教育内容 

①園芸技術②家政技術③工業技術④清掃サービス⑤喫茶サービス⑥流通サービス⑦リサイクルサービス 

■地域説明会の開催 

○敷地条件や学校の運営形態を考慮しながら、学校施設の基本設計を行った。また、開設経緯や教育

内容等について地域説明会を開催した。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 比較的障がいの重い生徒の受け入れ 

○現在、知的障がい高等部の豊明高等養護学校を含む道内校では、北海道教育委員会が実施する入学

者選考試験を利用しており、運動能力検査、行動能力検査等により選考されるため、比較的障がい

の軽い生徒が合格している。 

【参考】市南部への高等支援学校整備スケジュール 

・Ｈ27年度：実施計画（４月～10月）、旧真駒内小学校校舎の解体（６月～10月）、校名決定（10月）、

北海道へ認可申請（12月）、学校設置条例改正案をＨ28年第１回定例市議会に提出 

・Ｈ28年度：開設準備室を設置（４月）、保護者向け学校説明会（５月）、教育相談開始（８月までに） 

・Ｈ29年度：開校（４月） 

①豊明高等養護学校  

②札幌高等養護学校 

③札幌稲穂高等支援学校 

④新設校（札幌拓北高等学校跡地・Ｈ28 年４月開校予定） 
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○（仮称）南部高等支援学校は、市南部に住む生徒の通学負担の軽減を図るために設置するものの、

北海道教育委員会が実施する入学者選考試験をそのまま利用した場合は、市南部に住む比較的障が

いの重い生徒にとっては合格が難しく、結果的に通学負担の軽減は実現されない。    

方向性方向性方向性方向性 新たな入学者選考試験の検討 

 ○障がいの重い軽いにかかわらず、就労に向けた意欲を評価することで入学が可能となる、新たな入

学者選考試験の導入の可能性を検討する。 

課 題課 題課 題課 題 就労支援体制の充実 

○道内の高等支援学校における就労率は低迷しており、就労率向上のための就労支援体制の充実が必

要である。 

方向性方向性方向性方向性 就労支援体制の充実に向けた検討 

○就労促進に向けた、新たな仕組みづくりを検討する。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○就労支援ネットワークの構築、企業実習と校内作業を繰り返し、就労に対応できる力の育成、企業

から外部講師の授業等、新たな就労支援の仕組みづくりについて、具体的な検討を進める。 
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関 連 関 連 関 連 関 連 

（施策1-2-2）（施策1-2-2）（施策1-2-2）（施策1-2-2）    

障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進    

特別支援学校で学ぶ子どもが居住する地域の小中学校で学ぶことを支援する地域学習の充実を図るなど、

障がいのある子どもとない子どもとの触れ合いや共に学ぶ取組を推進する。 

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

国は、Ｈ18年12月に国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」（以下「障害者権利条

約」という。）にＨ19年９月に署名した。その後、Ｈ23年８月に障害者基本法の一部改正などの取組が進

められ、Ｈ26年１月に条約が批准された。教育分野では、障害者権利条約の「インクルーシブ教育シス

テム」の理念を踏まえた教育制度の在り方等の検討など、「共生社会」の形成に向けて、障がいのある子

どもとない子どもができるだけ共に学ぶことができるように配慮していくことが求められている。 

更に、「差別の禁止」を基本原則とし、同原則の具現化に向けて、Ｈ25年６月26日「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）が公布され、Ｈ28年４月１日に

施行される。 

この法律では、障がいを理由としての、障がいのない人との不当な差別的取扱いを禁止するとともに、

障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要とする意思表示があった場合、その負担が過重でない

ときには、必要かつ合理的な配慮をしなければならないとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

合理的配慮の具体的想定例 （文部科学省中央教育審議会報告に基づく想定例） 

【事例】 

中学生のＡ君は、聴覚障害（難聴）があり、

補聴器（ＦＭ補聴システム※の受信機にも

なる）を利用している。Ａ君と保護者から

「授業で先生の声がもっと聞こえるよう

にしてほしい」との要望があり、学校は、

合理的配慮について話し合うことになっ

た。 

※ ＦＭ補聴システム 

 送信機（マイク）からＦＭ電波を発信し、

受信機（ＦＭ受信補聴器）に直接音声を届

けるシステム 

 

【学びの実感】 

【合理的配慮】【合理的配慮】【合理的配慮】【合理的配慮】                                                    

ＦＭマイクを使用した授業ＦＭマイクを使用した授業ＦＭマイクを使用した授業ＦＭマイクを使用した授業 

【事前的改善措置】              

        ・ＦＭマイクの配備                   

【Ａ君の社会的障壁】【Ａ君の社会的障壁】【Ａ君の社会的障壁】【Ａ君の社会的障壁】 

【合理的配慮の調整】【合理的配慮の調整】【合理的配慮の調整】【合理的配慮の調整】 

先生の声が聞こえづらく、

授業内容を理解しにくい。 

座席を工夫し、子ども座席を工夫し、子ども座席を工夫し、子ども座席を工夫し、子ども

の口元が見える配置の口元が見える配置の口元が見える配置の口元が見える配置 

→Ａ君スタイルでの授業への参加Ａ君スタイルでの授業への参加Ａ君スタイルでの授業への参加Ａ君スタイルでの授業への参加  

保護者から「授業でクラスメ

イトの誰が話しているのか

分かるような工夫はないか」

という相談があった。 
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≪インクルーシブ教育システム構築モデル事業≫ 

 Ｈ25年度から、文部科学省から研究事業の委託を受け、栄町小学校、栄町中学校をモデルスクールに

指定して、障がいのある子どもとない子どもとが共に学ぶ上で必要かつ適当な配慮や工夫の一つである

「合理的配慮」の事例研究や、合理的配慮協力員等それを支える人的配置などについての研究を進めて

きた。実践事例は、国においてデータベース化され、ホームページに順次公開されている。 

≪地域学習の実施≫ 

特別支援学校で学ぶ子どもが、居住する地域の小中学校の学校行事や学習などに参加して、自分の暮

らす地域の子どもたちと触れ合い、地域における活動を広げていくことを目的として、Ｈ15年度から「地

域学習」の取組を実施している。 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■インクルーシブ教育システム構築モデル事業 

 ○モデルスクールに指定した栄町小学校及び栄町中学校で、子どもが関わる通園施設との連携を図り

ながら、合理的配慮等についての実践研究を行った。 

 ○Ｈ25年度よりも実践研究の対象となる事例を増やすとともに、専門性の高い運営協議委員からの助

言を得ながら、合理的配慮についての検討を進めた。 

 対象事例数：５事例 【参考】Ｈ25年度：４事例 

■地域学習の実施 

 ○札幌市内に居住し特別支援学校に在籍する子どもの保護者から、地域学習の希望を受け、札幌市教

育委員会が地域の小中学校を地域学習校に指定して実施した。 

 ○地域学習の内容充実に向けて、実施に当たっての配慮事項や各学校における具体的な取組の情報交

換を行う「地域学習推進会議」を、北海道

教育委員会と連携して開催した。 

 ○地域学習の実施により、「特別支援学校の

子どもが日常生活の場面でも子どもたち

から声をかけられるようになるなど、地域

との関わりが深まっている」「障がいのな

い子どもについても、触れ合いを通じて、

障がいのある子どもたちの存在を身近に

感じ、相手を思いやる心が育った」などの

声が寄せられている。 

   地域学習の参加数（参加率）：172人（25.4％） 

   地域学習指定校：小学校95校、中学校27校 

   地域学習推進会議の参加校：小中学校101校、特別支援学校14校（市立３校、道立11校） 

 

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

課 題課 題課 題課 題 合理的配慮の充実とモデル事業の成果の普及・啓発 

 ○それぞれの子どもに対する合理的配慮の内容が、より実態に即したものとなるよう充実を図る必要

がある。 
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 ○合理的配慮についての考え方と、モデル事業における校内体制、実践事例などの成果を各学校に対

して普及・啓発を図る必要がある。 

 方向性方向性方向性方向性 モデル事業の継続と合理的配慮の考え方などの普及・啓発 

○各研修等の機会を通して、合理的配慮の考え方やモデル事業における成果などの一層の普及・啓発

に努める。 

○各校にいる障がいのある子どもの状況に応じて、国のデータベースを参考にしたり、特別支援教育

巡回相談員等が合理的配慮の内容について、実態に即した助言を行ったりするなどの体制づくりを

進める。 

○公立学校においては、合理的配慮の提供が義務であることから、障がいがあっても、通常の学校に

おける就学機会の確保に向けて必要な体制の整備を検討する。 

（例）医療的ケアの必要な児童生徒のための看護師による医療サポーターの配置、肢体不自由児に対

する介助員の配置、上記児童生徒への旅行的行事への同行など。    

課 題課 題課 題課 題 地域学習の内容充実と参加者の拡大 

○特別支援学校に在籍する子ども一人一人の障がいの特性などに応じて配慮するなど、取組の一層の

充実を図ることが必要である。 

○更に多くの子どもが参加できるような体制づくりなどに努めていく必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 地域学習の内容の更なる充実と保護者への理解・啓発 

○特別支援学校と地域学習校、保護者との連携協力により、地域学習の内容の充実を図るとともに、

地域学習に参加していない子どもの保護者に対して、地域学習の趣旨などについて理解・啓発を図

る方法を検討する。 

課 題課 題課 題課 題 「市立学校に属する職員に係る対応要領」の策定の必要性 

○障害者差別解消法では、差別的取扱や過重な負担の内容について、それぞれの事案に応じて実施機

関が個別具体的に判断することとされている。各学校において適切な判断がされるためには、同法

で努力義務とされている「合理的配慮」の好事例や「不当な差別的取扱い」の想定例を集積した「市

立学校に属する職員に係る対応要領」を札幌市教育委員会が策定する必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 「市立学校に属する職員に係る対応要領」の策定 

○Ｈ27年末までに対応要領（理念、事務手順編）を、Ｈ28年末までに対応要領（別冊事例集）を策定

する。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○モデル事業を継続するとともに、学習会や事業の成果報告会などを開催して普及・啓発することで、

合理的配慮の充実を図る。 

○地域学習の内容充実をねらいとした関係学校による地域学習推進会議を引き続き開催する。 

○地域学習への参加が進むよう、特別支援学校の保護者に対して、地域学習の趣旨などについての理

解・啓発を図る。 

○Ｈ27年末に対応要領（理念、事務手順編）を策定するとともに、策定後は学校職員に周知を図る。 
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２ 教職員の資質・能力の向上 ２ 教職員の資質・能力の向上 ２ 教職員の資質・能力の向上 ２ 教職員の資質・能力の向上 

施策２-４-１ 管理職のマネジメント力の向上 

複雑化・高度化する教育課題に対応するため、組織的かつ効果的に教育活動を展開する

ことができるよう、管理職研修や管理職候補者である園長・教頭第一次選考合格者等を対

象とした研修などを通して、管理職のマネジメント力やリーダーシップ等の一層の向上を

図る。 

管理職研修等の充実管理職研修等の充実管理職研修等の充実管理職研修等の充実 39 

 

施策２-４-２ 魅力あふれる教員の採用・育成 

学校現場の諸課題への対応を図るため、教員としての資質や適性などにおいて優秀な人

材の採用を行うとともに、幅広い視野や柔軟な発想力をもち、実践的指導力を有する魅力

あふれる教員の育成を行う。 

教員採用制度の充実教員採用制度の充実教員採用制度の充実教員採用制度の充実 

他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進 

異校種間の人事交流の推進 異校種間の人事交流の推進 異校種間の人事交流の推進 異校種間の人事交流の推進 

「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実 

教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進    

教員の指導力向上に向けた研修の充実 教員の指導力向上に向けた研修の充実 教員の指導力向上に向けた研修の充実 教員の指導力向上に向けた研修の充実 

    

    

    

    

    

41 

43 

45 

46 

49 

51 

※ 「幼児教育の質的向上を図る研修の充実」については、幼児教育に関わる事業・取組を体

系的に点検・評価するため、施策１－１－２「幼児期の学校教育の推進」を対象とする際に

併せて対象とする。 

 

関連 

教職員のメンタルヘルス対策教職員のメンタルヘルス対策教職員のメンタルヘルス対策教職員のメンタルヘルス対策 53 

 

参考資料参考資料参考資料参考資料    

平成26年度札幌市教員研修の実施体系平成26年度札幌市教員研修の実施体系平成26年度札幌市教員研修の実施体系平成26年度札幌市教員研修の実施体系 55 

 

   

  

研修センターの研修に係る事業・取組（下記）を総括 

・授業づくりに関する研修の充実 

・理科教育に関する研修の充実 

・子どもを共感的に理解するための教員研修等の充実 

・異校種理解促進を図る研修の充実 
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施策2-４-1施策2-４-1施策2-４-1施策2-４-1    管理職研修等の充実管理職研修等の充実管理職研修等の充実管理職研修等の充実    

園・学校の管理職及び園長・教頭第一選考合格者等に対して、学校経営に関する実践的問題解決能力

やマネジメント能力等の資質・能力向上を目的とした研修の充実を図る。 

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

札幌市においては、教職員の資質・能力の向上を図ることを目的として、初任者研修や10年経験

者研修など教職経験に応じた研修や、養護教諭や司書教諭等の職能に応じた研修等を体系的に位置

付け、計画的に実施しているところである。 

管理職や管理職候補者等を対象とした研修については、職能に応じた研修として本市の研修体系

に位置付けており、新任教務主任、新任主幹教諭、園長・教頭第一次選考合格者、新任管理職、全

管理職といったそれぞれの段階に応じた研修を実施し、マネジメント力やリーダーシップ等、その

時々の課題に応じたテーマに沿って年間を通じて一層の向上を図っているところである。 

また、校長会・教頭会等においては、今日的な課題等をテーマとした研修会を、年間を通して継

続的に実施しており、学校経営や教育課程、生徒指導、進路指導、教育環境等の研究を進めるとと

もに、小・中学校長会の連携やミドルリーダー（※）の育成を図っている。このうち、教育課程や

生徒指導の研修では、要請に応じて、教育委員会指導主事や部長職等が講話や指導・助言等をして

いる。 

※ ミドルリーダー 

  学年主任や各校務分掌等で主任的な立場にいる教員を示す。管理職と一般教員を結び付ける学校組織の要

となるとともに、若手教員をはじめ個々の教員の資質能力の向上に関わる。 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■管理職の資質能力の向上に係る研修の実施 

○学校運営研修会 

新任教務主任に対して、教育計画、学校運営等に関する研修を実施した。カリキュラム・マネ

ジメントの講義・演習を設定するなどして内容の充実を図った。 

 実施日数：２日 

 参加人数：66人 

○新任主幹教諭研修 

 新任主幹教諭に対して、その職責や役割等に関する研修を実施した。主幹教諭としての課題に

ついての協議では、教頭が講師として助言を行うなど、内容の充実を図った。 

 実施日数：６日 

 参加人数：18人 

○園長・教頭第一次合格者等研修 

園長及び教頭第一次選考合格者に対して、学校経営や教頭の実務に関する研修を実施した。マ

ネジメント能力や実践的問題解決能力、その他管理職に求められる資質・能力の向上を図った。 

 実施日数：５日 

 参加人数：91人 

 「研修の内容が満足できる」と回答した割合：85.2％ 【参考】Ｈ25年度：87.3％ 
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○新任管理職研修 

新任管理職に対して、学校経営に関する諸課題等に関する研修を実施した。コーチング・コミ

ュニケーション力や防災教育等に関わる講義・演習を設定するなどして内容の充実を図った。 

 実施日数：新任園長・校長３日、新任教頭３日 

 参加人数：新任園長・校長64人、新任教頭65人 

○学校経営全体研修会 

全ての管理職に対して、本市の教育課題についての講義や「学ぶ力の育成」及び「豊かな心の

育成」の分科会形式による講義・グループ協議を実施した。また、学校経営における今日的教

育課題等に関する講演を新設するなど充実を図ってきた。 

 実施日数：園長・校長・副校長１日、教頭１日 

 参加人数：園長・校長・副校長323人、教頭309人 

 「研修の成果を活用できる」と回答した割合：98.1％ 【参考】Ｈ25年度：98.7％ 

 

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

課 題課 題課 題課 題 様々な教育課題に対応する管理職マネジメント力の向上 

○学校組織のトップリーダーとしての管理職の役割は極めて重要であることから、管理職の適切

なリーダーシップやマネジメント力、危機管理能力等の一層の育成が求められる。 

○管理職としての資質能力の育成・向上を図る観点から、ミドルリーダー層に対する研修の見直

しが必要である。 

方向性方向性方向性方向性 管理職のマネジメント力向上に向けた研修の改善 

○園長・教頭第一次合格者や主幹教諭などの管理職候補者を対象とした研修について、内容の充

実とともに、新任管理職研修とのつながりや系統性の観点からの見直しを図る。 

○ミドルリーダー育成や教員のキャリア・ライフステージに応じた研修の在り方の観点から教職

経験に応じた研修全体を見直し、特に教職経験者研究協議会Ⅱ（15年研修）の内容を検討する。 

○大学院・教職大学院研修派遣（※）を活用した人材育成の在り方を検討するとともに校長会等

と連携し、ミドルリーダー育成の方策を検討する。 

※ 大学院・教職大学院派遣研修 

  現職の教員が大学院・教職大学院で学ぶことで、学校で指導的役割を担う教員としての確かな指導理

論と、優れた実践力や応用力を身に付けることを目的としている。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○新任管理職の資質の向上のため、Ｈ27年度の管理職研修のテーマである「管理職に必要とされるマ

ネジメント能力の向上」を目指し、園長・校長、教頭を対象に学校組織マネジメントについての講

義・演習を新設する。 

○学校経営全体研修会において、特に講師の充実を図り講座内容を更にレベルアップするとともに、

「今日的な教育課題」に係る協議を深める内容構成とし、管理職としての識見を高めることを目指

す。 
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施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2    教員採用制度の充実教員採用制度の充実教員採用制度の充実教員採用制度の充実    

人物重視の採用の一層の充実、特別選考枠（スポーツ・芸術枠）（※）の推進などにより、優秀な人材

の確保に努める。また、受検者の資質・能力、適性を多面的に評価できるような選考となるよう検査項

目、内容等についても更に研究を推進する。 

※ 特別選考枠 

    スポーツや芸術等の分野において秀でた才能・実績を有する者が、申請により出願できる選考枠。 

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

 教員採用候補者選考検査は、北海道教育委員会と共同実施している。検査の実施に当たっては、

スポーツ・芸術特別選考や社会人特別選考、障がい者特別選考のほか、資格等による免除措置など

を設けており、優秀な人材の幅広い確保に努めているところである。 

 また、教育を取り巻く情勢の変化を踏まえ、模擬授業や英語リスニング検査の導入など、選考検

査の内容・方法を改善している。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■特別支援学校高等部教諭について教員採用試験における年齢要件を拡大 

○年齢要件を39歳から49歳に引き上げた。 【参考】40歳以上の受検者：４人 

■大学院進学者に係る登録延長要件の拡大 

○これまで採用候補者登録者が北海道内の教職大学院に進学する場合、本人の申し出により採用

候補者名簿の登録期限を１年延長していたが、延長の対象とする大学院を国内外全ての大学院

に拡大した。 

■調査・研究 

○文部科学省が発行する「教員採用等の改善に係る取組事例」により、他都市の実施状況や取組

事例を調査・研究するとともに、参考となる取組については連絡を密に取り合い、情報交換し

ている。 

■フレッシャーズセミナーの実施 

○Ｈ26年度から、北海道教育大学札幌校と連携し、札幌市公立学校教員の採用候補者のうち、大

学・大学院の新卒者に対して、札幌市の教育について理解を深めるとともに、学級経営や授業

等の基本的な指導法を身に付け、新年度から教職に就く上での意欲向上を図ることを目的とし

た「フレッシャーズセミナー」を実施した。小学校部会では、北海道教育大学札幌校の理科プ

ロジェクトと連携し、理科実験に係る演習を行った。参加者に対して行ったアンケートでは、「２

月に開催されるのは、時期としてとてもちょうどよい。不安な気持ちを少し和らげることがで

きた。」「とても充実した研修だった。」「グループワーク等で意見の交流もしてみたかった。」等

の意見が寄せられた。 

   参加者数：69人（対象者数：89人） 

＊フレッシャーズセミナーでは、講義のほかに「小学校部会」「中学校・高校部会」「特別支援教育部

会」「養護教諭部会」の校種別の演習を実施した。 

-41-



 

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

課 題課 題課 題課 題 グローバル人材育成のための選考検査の在り方の研究 

○文部科学省や札幌市が推進するグローバル人材の育成を図るため、小学校における外国語活動

の充実などを踏まえた選考検査の在り方を研究していく必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 グローバル人材育成のための検討等 

○札幌市教育委員会、北海道教育委員会及び大学教授等で構成され採用の在り方などを協議する

採用協議会や教員養成大学での説明会等において、外国語指導の必要性など、札幌市の求める

教員像について広くＰＲしていく。 

○小学校の受検区分において、実用英語技能検定やＴＯＥＩＣなどの資格等により専門性を確認

し、選考への導入の方策について検討する。 

課 題課 題課 題課 題 正規教員の確保 

○各年度の採用者数は、児童生徒数の推計に基づき、数年先までの基準学級数や教員定数を算出

し、これに再任用者数や定年・定年外退職者数等といった様々な増減要素を勘案した上で、各

年度の採用者数を試算した採用計画に基づき算定している。しかし、採用計画で勘案した再任

用者数や定年・定年外退職者数等と実際のその人数にかい離が生じている。 

方向性方向性方向性方向性 採用方法等の検討 

○採用計画で勘案した再任用者数等と実際のその人数にかい離が生じているため、採用方法等を

検討していく。 

○Ｈ26年度実施分から北海道において導入された併願制（小学校と特別支援学校小学部、中学校

と特別支援学校中学部、高等学校と特別支援学校高等部）の導入の可否について検討する。    

課 題課 題課 題課 題 フレッシャーズセミナーの充実 

○参加者が、札幌市の教育についてより一層理解を深めるとともに、より実践的な指導法等を身

に付けることができるよう、研修内容の充実を図る必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 研修内容の充実に向けた検討 

○より充実した研修を実施できるよう、Ｈ26年度の参加者アンケートの結果を踏まえ、連携する

大学等と検討する。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○教員養成大学での説明会において、札幌市の外国語指導に関する取組やその推進のために求め

られる教員像などについて説明していく。 

○採用方法等について、採用協議会等で協議・検討を進めていく。 
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施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2    他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進他都市への人事交流や企業等への長期研修の推進    

幅広く柔軟な発想力をもつ教職員を育成するため、他都市との人事交流の検討や、企業等への長期研修

の取組を推進する。また、その成果を各種研修の場を活用して他の教職員へ還元していく。  

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

これまで、札幌市からの人事交流は、北海道教育大学附属札幌小中学校のみであったが、Ｈ25 年度か

ら小樽市との人事交流を開始し、札幌市から小樽市立中学校へ校長を派遣した（２年間）。 

また、教員が学校以外の施設等で長期の研修を積み、そこで得た物の見方や考え方を学校教育に還元

することを目的として、Ｈ13 年度から民間企業、社会教育施設、社会福祉施設等で長期の社会体験研修

を実施している。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■他都市との人事交流 

○Ｈ25年度から引き続き、小樽市立中学校に校長を派遣した。 

○Ｈ27年度からの広島市との人事交流に先立ち、８月下旬から１か月間、広島市の指導主事を研修派

遣で受け入れた。 

○広島市と人事交流に関する協定書をＨ27年３月に締結した。 

■民間施設等での長期社会体験研修 

○小学校、中学校、高等学校から各１人の教員が、民間施設であるイトーヨーカ堂アリオ札幌、北海

道フットボールクラブ、社会教育施設である札幌市円山動物園で、６か月間の長期社会体験研修を

行った。 

○研修の成果について、教育センターの研修講座やＷＥＢ札幌市教育センター報（※）で、市内の教

員に対して発表、発信するなどして還元を図った。 

※ ＷＥＢ札幌市教育センター報 

  教育センターの事業等について、教育センターホームページ上で紹介する市民も閲覧可能な電子版の広報。

年間５回発行。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 継続した人事交流の検討 

○人事交流による成果を札幌市の教育に還元するため、これまでのような単発的・一方的な人事交流

ではなく、同一自治体と一定規模かつ双方向で継続して人事交流を行う方策について検討する必要

がある。 

○自治体毎に処遇が異なるため、交流先や交流形態等を慎重に検討する必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 特別支援学校教員間の人事交流 

○特別支援学校教員間での人事交流について、北海道教育委員会と実施を検討するほか、他都市との

人事交流を模索する。 
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課 題課 題課 題課 題 長期社会体験研修の成果の還元 

○異業種での体験研修であるために、その成果を札幌市の教育現場に生かすためには、研修教員によ

る成果の発表等を工夫する必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 長期社会体験研修の成果の還元方法の検討 

○研修の成果が札幌市の教育活動により効果的に活用されるための還元の方法について検討する。    

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○広島市との間で、高等学校教員の人事交流を実施する。 

○教育センターの研修講座における研修教員による成果の発表を行う時期を、これまでの長期社会体

験研修終了直後から研修終了１年後へと変更する。そのことで、長期社会体験研修で経験したこと

に加えて、学校教育の中での研修成果の活用についても還元していく。 
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施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2    異校種間の人事交流の推進異校種間の人事交流の推進異校種間の人事交流の推進異校種間の人事交流の推進    

教職員が子どもの育ちや学びを連続で捉える視点を醸成し、現行の仕組みを生かしながら異校種間にお

ける人事交流を推進する。 

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

幼児・児童・生徒の発達段階や成長を踏まえた教育活動の充実を図るため、異校種間における人事異

動を行っている。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■異校種間の人事交流の実績 

○異校種間における人事異動となった教職員は26人（中等教育学校への異動18人を除く。）であり、Ｈ

25年度の24人より２人増となった。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 本人の適正等を勘案した人事異動 

○人事異動に当たっては、本人の適性のほか、業務上の必要性、人材育成上の必要性や個別の事情等

を勘案しながら実施していく必要がある。 

方向性方向性方向性方向性 効果的な人事異動のための調査・研究 

○効果的な人事異動が進められるよう他都市などの調査・研究を行っていく。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○引き続き異校種間の人事交流を推進していく。 
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施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2    「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実    

「札幌市教育研究推進事業（以下「札教研事業」という。）」において、研究体制の工夫・改善等を図

り、授業公開等を中心とした実践的な研究を一層充実させるとともに、学校における校内研究の充実を

支援し、「分かる・できる・楽しい授業」づくりを推進する。 

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

札教研事業は、教職員の資質向上と各学校における日常の授業をベースとした研究の振興を図る

ことを目的とした、全国的にも例のない札幌市独自の教職員研修事業である。全ての札幌市立小学

校・中学校・特別支援学校の教職員が各教科等の24の部会（※）に分かれて、年２回の授業公開等

を中心として実践的な研究を進めており、これまでの数々の研究成果は教職員の指導力等の向上に

寄与している。 

※ 部会 

    全教科、道徳等の領域及び食指導、学校事務などのテーマごとに設定されており、各部会には担当校長・

教頭が所属し、助言等を行う。 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■重点取組 

１年間の取組の中で、特に「研究テーマの設定」「研究集会・研究推進会議（※）の持ち方」に重 

点を置いて研究を推進してきた。 

※ 研究推進会議 

  グループごとに開催する、授業等について協議・交流する

会議。 

■校内研究と研究部会をつなぐ研究テーマの重視 

○24の各部会における研究テーマと、各学校の校内研

究のテーマにつながりを持たせることで、本事業の

研究の成果をそれぞれの学校の校内研究に生かしや

すくなった。 

 

所所所所

属属属属    

札教研事業の研究推進の年間スケジュール 
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各部会の研究テーマと学校の校内研究テーマのつながりの具体例 

 １ 小学校国語部会における研究テーマ 

  「単元を貫く言語活動を通して、言葉の力を高める授業の創造」 

 

 ２ 各学校の校内研究における研究テーマ 

 

■研究集会、研究推進会議の充実 

○年２回の授業公開を中心としながら、それぞれのテーマに沿った学習会を開催するなど、年13

回の研究推進会議を充実させる体制を整えることにより、各部会における研究・研修の充実を

図ることができた。 

 研究集会で実施したアンケートにおいて、参加者が「十分満足できた」「満足できた」と回答

した割合：６月実施の研究集会では92.9％、10月実施の研究集会では94.9％ 

 本事業の１年間を通して、研究の質が「とても高まった」と回答した割合：45.8％、研究の

質が「高まった」と回答した割合：52.4％ 

山の手小 豊かな言葉の力をつける、価値ある言語活動とは 

琴似中央小 言葉に豊かにかかわりながら、確かな言葉の力と伝え合う力を育む授業をめざして 

手稲宮丘小 言葉をもとにかかわり合いながら、言語活用力を高めていく子どもの育成 

西小 自ら考え、言葉の力をつける国語の学習 

西野第二小 対話を通して、生きて働く言葉の力を育てる国語科学習 

 

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

課 題課 題課 題課 題 研究成果の活用の促進 

○各グループで実施した研究の成果がいつでも自由に活用でき、各学校の日々の授業等に生かさ

れるよう工夫するなど、校内研究・研修への支援が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 研究の質を高めるための体制見直し 

○担当校長のリーダーシップの下、指導主事やグループ代表の教職員が研究の内容や方法につい

て共有し、チームで研究の内容や体制等について協議を深め、研究・研修の質が高まるよう見

直しを図っていく。 

課 題課 題課 題課 題 「分かる・できる・楽しい授業」づくりの一層の推進 

○各学校の「分かる・できる・楽しい授業」づくりの一層の推進を図るため、本事業の研究・研

修を通して、一層、教員の指導力向上を図る必要がある。 

 

    

-47-



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

方向性方向性方向性方向性 「学ぶ力の育成プラン」に基づく研究の一層の推進 

 ○各学校における「学ぶ力の育成プログラム」の推進を支援するため、部会の研究の在り方や各

学校の校内研究・研修への支援の在り方について検討を進めていく。    

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○各研究部会において担当校長が助言する機会を増やすなど、担当校長の知識や経験がより反映され

る研究体制への改善を図る。 

○「校内研究・研修の手引」を改訂し、校内研究・研修の手法や技法及び運営方法等、校内研究の推

進に役立つ最新の情報を提供することを通して、各学校における校内研究・研修の充実を図る。 

○札教研事業の公開授業の指導案や板書の写真等の授業づくりに役立つ資料を教職員の校務用ＰＣで

閲覧できるようにするとともに、ＷＥＢ札幌市教育センター報（※）において活動案内や研究の成

果等を一部紹介するなどして、校内研究・研修を支援する。 

※ ＷＥＢ札幌市教育センター報 

  教育センターの事業等について、教育センターホームページ上で紹介する市民も閲覧可能な電子版の広報。

年間５回発行。 

 

  

札幌市学ぶ力の育成プランから抜粋 
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施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2    教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進教員間の学び合いを通してキャリアアップを図る研修の推進    

若手教員が中堅・ベテラン教員の授業を参観したり、様々な年齢層の教員が共に実践交流や授業づく

りを行ったりする研修を充実させることにより、教員の指導力の一層の向上を図る。 

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

 少子化により規模が小さくなってきている学校が増加する現在、教員の指導力を向上させるため

に不可欠な、教員間の学び合いを充実させることは、大きな課題の一つである。若手から中堅・ベ

テランの教員まで、様々な世代の学び合いの機会を充実させることによって、教職員の資質能力の

一層の向上を図っていく。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■教職員が学び合う、授業を伴う教科教育研修の充実 

○教員間の学び合いを促進する研修 

中堅・ベテラン教員等による授業公開等から若手教員が学ぶ研修の場を充実させた。 

 教科教育研修コース・授業公開実施数：43講座 

 延べ参加人数：921人 

 研修の内容が満足できると回答した参加者の割合：96.6％ 

○札教研事業の充実 

中堅・ベテランの教職員が、これまでの経験に基づいた確かな知識や技能を、若手教職員へ伝 

えることで、それぞれのキャリアに応じたレベルアップを図った。 

 本事業に１年間を通して、部会の研究において教員間による学び合いが「とても高まった」

「高まった」と回答した研究部会の割合：共に50％ 

○他校参観研修の実施 

初任者研修において、中学校・高等学校・特別支援学校及び特別支援学級担当の教員が、自分

の課題に合わせて個別に他校の中堅・ベテラン教員の授業を参観して学ぶ研修を実施した。 

 他校参観研修実施者数：133人 

 

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

課 題課 題課 題課 題 札教研事業における「学び合い」の機能の向上 

○札教研事業における学び合いの機能を更に高めるためには、年間13回設定している研究推進会

議を形骸化させることなく、参加する教職員にとって日々の実践に活用できる知識や技能の交

流がなされる魅力あるものとなるよう会議の内容を充実させることが不可欠である。 

方向性方向性方向性方向性 学び合いの場の充実 

○教員の指導力を一層向上させるために、若手教員が中堅・ベテラン教員の授業や学級経営、生

徒指導等から学ぶ研修を継続する。 

○札教研事業において、中堅・ベテラン教職員が若手教職員を育成する体制を整え、様々な年齢

層の教職員が学び合う体制づくりを図る。 
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参 考 Ｈ27年度の取組 

○札教研事業において「組織強化担当者」（※）を配置し、各研究部会で世代を超えた学び合いを

推進する体制を整える。 

※ 組織強化担当者 

  研究部会や研修会、実技講習会等への研究部員の参加を促す組織体制づくりや広報等を通じた研究活

動の充実を図る。 
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施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2施策2-4-2    教員の指導力向上に向けた研修の充実教員の指導力向上に向けた研修の充実教員の指導力向上に向けた研修の充実教員の指導力向上に向けた研修の充実    

教科等の専門性や児童・生徒理解の資質・能力を高めるための各種研修を通して、教員の指導力の一層

の向上を図るとともに、各学校において子どもを支援する体制の充実を図る。 

＜参考資料＞平成26年度札幌市教員研修の実施体系⇒Ｐ55 

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

「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」を踏まえた実効性や専門性の高い研修を実施し、「分かる・

できる・楽しい授業」づくりを推進するとともに、子どもを共感的に理解し、それを教育活動に生かす

内容の研修を実施している。また、研修講座において、異校種の教員同士による交流を進め、校種間の

円滑な接続に向けての理解を深めている。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■授業づくりに関する研修の充実 

○本市においては、実践的指導力の向上を重視し、小中学校における全ての教科や道徳・特別活動等

の授業公開を伴った研修講座を設定している。これまでは、幅広く教員のニーズに沿うように、板

書や発問等、授業のベースとなるものを学ぶ「基礎コース」、最新の動向を踏まえたベテラン講師に

よる授業を学ぶ「応用コース」といった２段階の研修講座を実施していた。Ｈ26年度はそれに加え

て、文部科学省教科調査官等が教科の最新の動向について講義する「発展コース」を新設するなど、

「分かる・できる・楽しい授業」づくりの一層の推進のため、教科の指導力向上を重視した研修の

充実を図った。 

 実施講座数：69講座 

 延べ受講人数：1,313人 

 「分かる・できる・楽しい授業」づくりに関する研修講座でのアンケートにおいて、「研修の成果

を活用できる」と回答した受講者の割合：95.9％ 【参考】Ｈ25年度：99.3％ 

■理科教育に関する研修の充実 

○理科教育に係る専門性の高い講座や、特に観察・実験に苦手意識のある教員を対象とした講座を新

設するとともに、青少年科学館と連携した研修講座を実施するなど、理科教育に関する教員研修講

座の充実を図った。 

 理科教育に関する研修講座でのアンケートにおいて、「研修の成果を活用できる」と回答した受講

者の割合：94.7％ 【参考】Ｈ25年度：95.7％ 

■子どもを共感的に理解するための教員研修等の充実 

○子どもを共感的に理解し、それを教育活動に生かすため、教員がゲートキーパー（※）としての基

礎的な素養を身に付ける研修などを、札幌こころのセンターと連携して実施するとともに、各学校

において校内研修としての実施することを支援する体制の充実を図った。 

 子ども理解に関する校内研修の実施率：100％ 【参考】Ｈ25年度：100％ 

※ ゲートキーパー 

  悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ見守る人。 
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■異校種理解促進を図る研修の充実 

○採用から１～５年の若手教員対象の研修において、小学校と中学校など異校種の教員同士も互いの

授業を参観するなど、日常実践交流を実施し、その中で子どもの発達段階等を踏まえた指導の在り

方などについて理解を深めた。 

○専門研修において、幼稚園・小学校の教員を対象に「幼稚園から小学校への円滑な接続」の講座を

実施し、幼稚園・小学校教員の交流を行った。 

 初任者研修の異校種の教員同士による研修で、「研修の成果を活用できる」と回答した受講者の割

合：「とても活用できる」57％、「活用できる」43％ 

 

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

課 題課 題課 題課 題 教員の指導力向上のための研修の改善 

○「分かる・できる・楽しい授業」を実践するための、教員の指導力の一層の向上が必要である。 

○子どもの心情や行動・言動等を共感的に理解するとともに、学校現場の諸課題へ対応する実践的指

導力の向上を図るための研修の工夫・改善が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 研修体系の見直しと内容の充実 

○特に若手教員の授業、学級経営、生徒指導等に関する力を高めるため、研修体系の見直しを図る。 

○課題探究的な学習に関する研修講座の充実を図り、思考力・判断力・表現力等を育む学習について

の理解を深めていく。 

○研修講座において異校種の教員同士による交流の機会の拡充を図り、校種間の円滑な移行・接続の

視点から子どもの育ちや学びを共有する。 

○研修内容の見直しを効果的に行うため、初任者研修、10年経験者研修で学んだ内容が学校で活用で

きたかについて、一定の期間が経過した後に測定するなど、研修成果の活用状況の把握方法を工夫・

改善する。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○現行の初任者研修を、１年次の初任者研修と２年次研修の２年間による「初任段階の研修」として

改編し、より実践的指導力と使命感を養う研修へと改善を図る（２年次研修はＨ28年度から実施）。 

○初任段階における研修において、「課題探究的な学習・国際バカロレア」研修講座を新設する。 

○教職経験者研究協議会Ⅱ（15年研修）において、異校種の教員同士による交流を実施する。 

○青少年科学館と連携した理科教育に関する研修講座を実施する。 
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関 連関 連関 連関 連    教職員のメンタルヘルス対策教職員のメンタルヘルス対策教職員のメンタルヘルス対策教職員のメンタルヘルス対策    

市立学校に勤務する教職員に対して、精神疾患による休務の未然防止、休務中の教職員へのケア及び再

発防止等の対応を行っている。  

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

 現在、精神疾患により30日以上休務・休職している教職員は年間100人を超える状況が続いている。休

務する要因は様々であり、複合的な要素が影響する場合もあることから、それぞれの状況に応じた対応

が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■研修の実施 

○管理職による支援（ラインによるケア）について理解を深めるため、全教頭を対象としたメンタル

ヘルス対策研修を実施した。 

   受講人数：70人（Ｈ26年度昇任者及びＨ25年度未受講者） 【参考】Ｈ25年度：290人 

○教育センターでの初任者及び管理職対象の研修において、メンタルヘルスをテーマとした講義を実

施した。 

   初任者研修「メンタルセルフケアについて学ぼう」受講人数：179人 【参考】Ｈ25年度：212人 
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  新任管理職研修（教頭）「自殺予防の取組」受講人数：66人 【参考】Ｈ25年度：66人 

  学校経営研修コース「職場のメンタルヘルス対応へのアドバイス」：受講人数：３人 

  【参考】Ｈ25年度：15人 

■職場復帰訓練制度の活用 

○「札幌市立学校職員に係る職場復帰訓練実施要綱」に基づき、精神疾患等により長期療養中の職員

が、治療行為の一環として本人の希望により職場復帰訓練（ならし勤務）を行っている。復職後の

勤務に対する不安の除去、適切な治療方針の目安の確立、良好な職場環境の整備、疾患の再発の未

然防止等の効果が得られた。 

  職場復帰訓練延べ実施人数：40人 【参考】Ｈ25年度：30人 

■教職員相談室の運営 

○教育委員会事務局内に設置された教職員相談室では、保健師・産業カウンセラーの資格を持つ専門

カウンセラーと教職員経験者それぞれ１人の女性相談員が、教職員からの様々な相談を受けている。 

○相談内容は、仕事に関する相談が約７割を占めているが、職場内の人間関係、学級経営、児童・生

徒指導、校務分掌など複合的な要因が絡んでいる。また、健康問題や生活全般に関する相談もあっ

た。 

○Ｈ26年４月の移転（民間ビルから教育委員会事務局内へ）に合わせて全教職員に対し、ポスター、

リーフレット等による周知を行った。 

○新たに夏季休業及び冬季休業期間中の相談会を実施し、全園・学校に案内を送付したところ、同期

間中に３件の相談があり、期間外であるが案内をきっかけとした相談が７件あった。 

  相談延べ件数：51件 【参考】Ｈ25年度：25件 

 

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

課 題課 題課 題課 題 休務者への対応 

○精神疾患で休務する要因は様々であり、複合的な要素が影響する場合もあることから、その対応は

難しい。短期間で症状が回復するには早期発見・早期治療が望まれることから、学校等と連携した

適切な対応が求められる。 

方向性方向性方向性方向性 休務の未然防止と休務者のケア 

○管理職や新採用教職員を中心とした「メンタルへルスに関する研修」、教育委員会所管の「教職員相

談室」での相談支援体制、長期休職者の円滑な職場復帰や再発防止を目的とした「職場復帰訓練制

度」の活用、教職員課職員の学校訪問による現状把握やアドバイス等、一層の充実を図る。 

○心の不調や精神疾患を抱える教職員、所属校に対する専門的な相談・助言、休務・休職している教

職員の病状把握、療養上の指示、職場復帰準備の支援等、休務開始から復帰後に至るまで、専門知

識を持った職員が教職員と学校を支援する体制を、市長部局の支援体制も参考にしながら整備して

いく。 

【参考】市長部局における職場のメンタルヘルス支援体制 

・ 精神科産業医のコンサルテーション（専門的な相談・助言） 

・ 精神科産業医（１人）・心の健康管理スタッフ（保健師１人、セラピスト２人）の配置 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○メンタルヘルスに関する研修の実施。 

○職場復帰訓練の実施者への復職支援の充実。 

○教職員相談室の積極的な利用を促すため、教職員へのリーフレットの配布、夏季休業及び冬季休業

期間中の相談会を案内するチラシの作成・配布を行う。管理職に対しては、必要に応じて相談室の

利用を勧めるよう各種説明会等の機会を利用して周知を図る。 
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）

小中学校教育課程研究協議会

教員長期社会体験研修 指導相談「先生サポート」

指導改善研修民族教育研修会

校内研究集録の活用校内研究・研修の手引の活用

校内研究を基盤とした日常実践の充実

札幌市教育研究推進事業（札教研事業）による研修札幌市教育研究推進事業（札教研事業）による研修札幌市教育研究推進事業（札教研事業）による研修札幌市教育研究推進事業（札教研事業）による研修

中堅研修(10年程度以降)

小学校外国語活動実践事例の活用

基礎形成期（1～5年程度） 向上期（５～15年程度） 充実・発展期（15年～）

※校長､副校長､教頭､主幹教諭､教諭､養護教諭､栄養教諭､学校栄養職員､事務職員を対象※校長､副校長､教頭､主幹教諭､教諭､養護教諭､栄養教諭､学校栄養職員､事務職員を対象※校長､副校長､教頭､主幹教諭､教諭､養護教諭､栄養教諭､学校栄養職員､事務職員を対象※校長､副校長､教頭､主幹教諭､教諭､養護教諭､栄養教諭､学校栄養職員､事務職員を対象

今日的課題研修

保育実践研修新規採用教員研修

10

15

高等学校教育研修会

特別支援教育コーディネーター養成研修会

特別支援教育コーディネーター専門コース

子ども理解に関わる研修会

道徳教育推進教師研修

生徒指導研究協議会

進路探究学習研究協議会

部活動指導者研修会

柔道指導者研修会

スキー学習指導者研修会

幼稚園教育課程研究協議会

現職司書教諭研修

現職採用教員研修会

研究実践園教員研修Ⅰ・Ⅱ

学校運営研修会

新任主幹教諭研修

園長・教頭第１次合格者等研修

新任管理職研修

学校経営全体研修会

幼児教育研修コース

教科教育研修コースⅠ

教科教育研修コースⅡ

道徳教育研修コース

外国語活動研修コース

総合的な学習の時間研修コース

特別活動研修コース

特別支援教育研修コース

児童生徒理解研修コース

教育課題研修コース

「教育の情報化」研修コース

教職基礎研修コース

中堅教員研修コース

養護教諭研修コース

学校図書館研修コース

栄養教諭研修コース

学校経営研修コース

一般教養研修コース

教養研修（教育センター講演会）

幼児教育センター講演会

教科教育研修コースⅢ

参加者参加者参加者参加者

延べ10,372人延べ10,372人延べ10,372人延べ10,372人

参加者参加者参加者参加者

894人894人894人894人

参加者延べ153人参加者延べ153人参加者延べ153人参加者延べ153人

参加者参加者参加者参加者

延べ4,117人延べ4,117人延べ4,117人延べ4,117人

参加者参加者参加者参加者

延べ7,468人延べ7,468人延べ7,468人延べ7,468人

参加者延べ 23,004人参加者延べ 23,004人参加者延べ 23,004人参加者延べ 23,004人

・専門研修

(19コース227講座)

・教養研修

(教育センター講演会

3回)

・幼児教育センター

講演会（1回）

※網掛けは対象者を特定した研修コース

＜参考資料＞平成26年度札幌市教員研修の実施体系
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３ 学校における情報化の推進 ３ 学校における情報化の推進 ３ 学校における情報化の推進 ３ 学校における情報化の推進 

施策２-６-１ 教科指導におけるＩＣＴ活用の推進 

教員がＩＣＴを教育において有効な手段として様々な場面で活用し、子どもにとってよ

り分かりやすく、理解が深まる授業を実施することにより、子どもの学ぶ力の向上を図る

ことができる環境を整備する。 

ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備 

教員のＩＣＴ活用指導力向上教員のＩＣＴ活用指導力向上教員のＩＣＴ活用指導力向上教員のＩＣＴ活用指導力向上 

57 

61 

 

施策２-６-２ 校務の情報化の推進 

教職員の業務負担を軽減して子どもと接する時間や授業準備の時間を増やし、きめ細か

な指導を行い、教育の質の向上を図ることができるよう、校務の情報化を推進し、校務を

行うための利便性の高い環境を整備する。 

教職員への校務支援体制の充実・改善教職員への校務支援体制の充実・改善教職員への校務支援体制の充実・改善教職員への校務支援体制の充実・改善 63 
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施策2-6-1施策2-6-1施策2-6-1施策2-6-1    ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備    

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した授業を日常的に行うことができるよう、教育用コンピュータや実

物投影機（※１）の各教室への配備を進めると同時に、タブレット端末（※２）等の先進的な機器やデ

ジタル教科書等のＩＣＴ教材の研究を行い、効果的な機器の導入を検討する。また、コンピュータ教室

の利便性向上に向けた検討や無線ＬＡＮ（※３）等のネットワーク環境の充実、地域資料をはじめとし

たデジタル書籍の充実及び学習への活用、校内テレビ放送設備の検討・整備も進める。 

※１ 実物投影機 

   資料など（教科書や児童生徒のノート等）を撮影し、プロジェクタや大型テレビに接続して拡大表示するこ

とができる機器。 

※２ タブレット端末 

   コンピュータの種類の一つで、タブレット(平板)型でキーボードは付いておらず、液晶の画面に指先をあて

ながら操作することができる端末。ノートパソコンより小さくて軽く片手で持ちながら利用できる。着脱式

のキーボードを付けることができるタイプのものもある。 

※３ ＬＡＮ 

      Local Area Networkの略。ある同じ建物やフロアなど、比較的狭い限定された領域内において、特定の利用

者のために、その領域の管理者の責任で設置された通信ネットワーク設備。 

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

社会の情報化が急速に進み、さまざまな場面でＩＣＴに接する機会が増えたことから、日常生活を

送る上でＩＣＴは欠かせないものとなっている。情報化への対応は、大人以上に次代を担う子どもた

ちにこそ重要であり、教育の情報化は全国的な重点課題となっている。 

Ｈ23年４月、文部科学省はＨ32年度に向けた教育の情報化に関する総合的な推進方針として「教育

の情報化ビジョン」を策定し、①情報教育（情報活用能力の育成）②教科指導におけるＩＣＴの活用

③校務の情報化の３つの側面を通し、教育の質の向上を目指すことを明らかにした。さらに、Ｈ25年

６月に閣議決定された「第２期教育振興基本計画」においても、整備目標が定められ、ＩＣＴを活用

した教育の推進が掲げられている。＜参考資料＞教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画⇒Ｐ60 

 札幌市では、国の整備目標の水準には至っていないが、平成10年度から本格的なＩＣＴ機器等の整

備を段階的に進め、教育の情報化の推進に努めている。 

 

※ 電子黒板 

  コンピュータを通じて各種資料を画面に拡大表示することができ、画面上に線を引く、文字を書くといった

マーキング機能も備えている。テレビのようなディスプレイ型と、プロジェクタで投影するタイプとがある。    

 国の整備目標国の整備目標国の整備目標国の整備目標 札幌市の整備の現状札幌市の整備の現状札幌市の整備の現状札幌市の整備の現状 

コンピュータ教室ＰＣコンピュータ教室ＰＣコンピュータ教室ＰＣコンピュータ教室ＰＣ 各校40台 各校40台 

普通教室ＰＣ普通教室ＰＣ普通教室ＰＣ普通教室ＰＣ 各教室１台 

小学校：各校６台（各学年１台）  

中学校：整備なし（下記の可動式ＰＣと共用） 

特別教室ＰＣ特別教室ＰＣ特別教室ＰＣ特別教室ＰＣ 各校６台（理科室、美術室等） 各校６台（特別支援教室、図書室等） 

可動式ＰＣ可動式ＰＣ可動式ＰＣ可動式ＰＣ 各校40台 

小学校：整備なし  

中学校：各校約30台 

実物投影機実物投影機実物投影機実物投影機 各教室１台 

全普通教室整備  

小学校：181校  

中学校：５校 

うち、教育委員会の整備台数 

小学校：各校９台 

中学校：各校４台 

電子黒板※（マーキング電子黒板※（マーキング電子黒板※（マーキング電子黒板※（マーキング

機能付き拡大表示機）機能付き拡大表示機）機能付き拡大表示機）機能付き拡大表示機） 

各教室１台 

各校１台（小学校２校、中学校２校は各教室１台） 

＊マーキング機能はないが、50型のテレビを小中

学校の全教室に整備 

国の整備目標と札幌市の整備の現状 

 

-57-



 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■各種機器整備及びモデル校による調査研究、各種検討の実施 

○ＰＣ教室の定期更新に合わせ、教室用ＰＣ（小学校各

校６台）のリース更新及び実物投影機の配備（小学校

各校６台）を行った。 

  Ｈ26年度定期更新校：小学校53校（中学校はＨ26年

度更新校なし） 

○タブレット端末の活用に関する調査研究を小中学校各

１校（小学校は主に児童の利用、中学校は主に教員の

利用）で、デジタル教科書等を用いたＩＣＴ活用指導

力の研究を別の小中学校各１校で行い、研究校の児童

生徒を対象にアンケートを実施した。 

回答 小学校（研究校） 中学校（研究校） 

タブレットを使った授業は分かりやすい 96％ 91％ 

デジタル教科書を使った授業は分かりやすい 94％ 78％ 

○タブレット端末を活用した大学及び企業の授業の研究に、小学校各１校（計２校）で協力を行

った。 

○教育の情報化に関する教員の意識の把握のためアンケートを実施した。 

ＩＣＴの活用は「子どもにとって分かりやすく、理解が深まる授業の実施につながる」

との回答 

96％ 

授業でＩＣＴを有効に活用するために必要なこと 

ＩＣＴ機器の充実 24％ 

デジタル教材整備の充実 19％ 

活用事例などの情報提供 16％ 

校内研修の充実 14％ 

ＩＣＴ支援員の学校への派遣 13％ 

整備の充実を進めるべきと考えるＩＣＴ機器 

タブレット端末 25％ 

教室用のパソコン 24％ 

実物投影機 13％ 

○「分かる・できる・楽しい授業」の推進に向け、教員用や児童生徒用のＰＣをはじめとした、

教科指導におけるＩＣＴの整備の在り方等、教育の情報化に係る推進方針の検討を行った。 

○Ｈ26年度に開始した電子書籍貸出サービスにおいて、地域学習に利用可能なコンテンツを調達

し、各校の情報担当者を対象とした会議において、内容の説明及び利用の呼びかけを行った。 

○デジタル化に係る校内放送設備の採用方式について、各方式の情報収集や分析を行ったほか、

関係課で情報交換を行うなど、整備方針策定に向けての整理・検討を行った。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 「分かる・できる・楽しい授業」の推進に向けたＩＣＴ機器等の着実な整備 

○札幌市として一定の方向性を持ち、「分かる・できる・楽しい授業」の推進に向けたＩＣＴ機器

やデジタル教材等の着実な整備が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 機器等の計画的な導入 

 ○ＩＣＴ化が進む社会への子どもたちの対応力の育成と教育の質の向上を目指し、ＩＣＴ機器・

教材の計画的な整備を進める。    

実物投影機を活用した授業 
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○国の整備目標をベースとしつつ、札幌市としての整備方針に基づき、教室用のタブレット端末

（無線ＬＡＮ環境含む）等の利便性の高い機器の導入など、より効果的な機器及び教材の積極

的な整備を目指す。 

＊教室にコンピュータと大型テレビがあることにより、各種資料やインターネット画面、教材などをテレ

ビに大きく映し出し、子どもたちに分かりやすく説明することができる。 

更に、タブレット端末では、教師がタブレットを手に持ちながら教室内を移動し、児童生徒の様子を

確認する机間指導が可能となる。また、児童生徒のノート等を撮影してテレビ画面に表示し、児童生

徒がタブレットを持ち文字を書いたり線を引いたりしながら発表するなど、教育上の効果が期待され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○タブレット端末等の機器に関する実証研究の実施 

  中学校１校での教員用タブレット端末の研究（継続） 

  小学校３校での児童用タブレット端末の研究（新規） 

  特別支援学級（小学校１校、中学校１校）での教員用・児童用タブレット端末の研究（新規） 

○教員用タブレット端末（教室での授業用）の全校導入に向けた検討（校務用コンピュータの更

新に合わせた、教育用コンピュータと校務用コンピュータの共用利用についての検討） 

○電子書籍貸出サービスのコンテンツについて、学校教育の中での利用が図られるようなものも

含め、充実させていく。また、利用促進に向けて学校へのＰＲも検討していく。 

○校内放送設備の計画的な更新を行うとともに、現状の教育用コンピュータシステムでの放送機

能の実施可否について検討する。 

  

タブレット端末を活用した授業 
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教育のIT化に向けた環境整備４か年計画 教育のIT化に向けた環境整備４か年計画 教育のIT化に向けた環境整備４か年計画 教育のIT化に向けた環境整備４か年計画 

単年度 1,678億円（平成26～29年度４年間総額 6,712億円） 単年度 1,678億円（平成26～29年度４年間総額 6,712億円） 単年度 1,678億円（平成26～29年度４年間総額 6,712億円） 単年度 1,678億円（平成26～29年度４年間総額 6,712億円） 

 

21世紀にふさわしい学校教育を実現できる環境の整備を図るため、第２期教育振興基本計画（平成25

年６月14日閣議決定）で目標とされている水準の達成に必要な所要額を計上した「教育のIT化に向けた

環境整備４か年計画（平成26～29年度）」に基づき、平成29年度まで単年度1,678億円（４年間総額 

6,712億円）の地方財政措置が講じられることとされています。 

 

 
 

●教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数 3.6人 

 ①コンピュータ教室40台 

 ②各普通教室1台、特別教室6台 

 ③設置場所を限定しない可動式コンピュータ 40台  

●電子黒板・実物投影機の整備（1学級当たり1台） 

●超高速インターネット接続率及び無線LAN整備率 100％ 

●校務用コンピュータ 教員1人1台 

 
 
   
  

教育のIT 化に向けた環境整備 教育のIT 化に向けた環境整備 教育のIT 化に向けた環境整備 教育のIT 化に向けた環境整備 

●教育用コンピュータ（不足台数約146万台の新規導入及び既存分約191万台に係るリース費用） 

●電子黒板（不足台数約40万台の整備及び既存分約１万台の更新に係る費用） 

●実物投影機（不足台数約33万台の整備及び既存分約１万台の更新に係る費用） 

●無線LAN 整備（ 未整備約38万教室に係る費用） 

●インターネット接続費用 

●教員の校務用コンピュータ（約95万台のリース費用）  等 

 

学習用ソフトウェア学習用ソフトウェア学習用ソフトウェア学習用ソフトウェア    
●教育用コンピュータに搭載する学習用ソフトウェアの整備 等（教育用コンピュータ新規導入・更新に伴うもの） 

 

ICT 支援員 ICT 支援員 ICT 支援員 ICT 支援員 

●ICT支援員の配置 等（情報処理技術者委嘱を含む） 

 

 

※ Windows XP 搭載パソコンの更新などのセキュリティ対策を含め、地方財政措置を活用した整備の促進が望まれます。 

第第第第２２２２期教育振興基本計画で目標とされている水準期教育振興基本計画で目標とされている水準期教育振興基本計画で目標とされている水準期教育振興基本計画で目標とされている水準    

教育の教育の教育の教育の ITITITIT 化に向けた環境整備 4 か年計画の所要額イメージ化に向けた環境整備 4 か年計画の所要額イメージ化に向けた環境整備 4 か年計画の所要額イメージ化に向けた環境整備 4 か年計画の所要額イメージ    

＜参考資料＞教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画（文部科学省策定） 
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施策2-6-1施策2-6-1施策2-6-1施策2-6-1    教員のＩＣＴ活用指導力向上支援教員のＩＣＴ活用指導力向上支援教員のＩＣＴ活用指導力向上支援教員のＩＣＴ活用指導力向上支援    

学校に整備するＩＣＴ機器・教材を最大限に有効活用できるよう、教員への研修の充実を図るととも

に、学校訪問によるサポートなど授業での活用時における支援を拡充する。 

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

 ＩＣＴを活用した効果的な授業の実施には、整備された機器や教材の適切な活用が必要となる。

授業を実施する中で慣れていくことも必要だが、研修を通して機器等の特性を正確に理解するとと

もに、授業での活用法を学んで実践し、更に校内に広げていくことでより一層の効果が期待される。 

そこで、教育センター専門研修の「教育の情報化」研修コースにおいて30の研修講座を開設し、

操作技能の定着と向上やデジタル教材等の活用のほか、校務支援システム等に係る研修を実施して

いる。 

また、タブレット端末等の研究校において、機器操作の説明や授業づくりの支援を行うＩＣＴ支

援員を試験的に配置している。 

＊「教育の情報化」研修コースにおける主な研修講座には、「学ぶ力を生かす日常的なＩＣＴ活用」「学習に生

きるプレゼンテーションソフト」「実物投影機を活用した授業づくり」「教材作成に生きる画像・動画の編集」

等がある。    

 

Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■研修の実施とＩＣＴ支援員の試験配置 

○専門研修の「教育の情報化」研修コースの受講者総数：676人 

  受講者アンケート（自由記載欄）の主な意見 

  「日常の授業であまり活用していなかったが、活用できる場面のヒントをたくさんもらうこ

とができた」 

「これまで使ってきた実物投影機の良いところを再確認することができた」 

「何気なく使っていたが、活用のポイントを押さえることができた」 

「多くの実践例を知ることができ、有意義であった」 

○小学校２校（タブレット等ＩＣＴ機器研究校１校、デジタル教科書研究校１校）、中学校３校（タ

ブレット等ＩＣＴ機器研究校２校、デジタル教科書研究校１校）にＩＣＴ支援員を月２回配置

した。機器や教材の使い方についての支援や、授業で活用する資料づくりなどの支援を実施し、

授業でのＩＣＴの活用促進に貢献した。機器の操作が不慣れな状況の中、ＩＣＴ支援員のサポ

ートにより授業の流れを止めずに進めることができ、教員からも非常に好評であった。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

○操作技能についての研修と併せて、ＩＣＴを活用した授業づくりの研修等、効果的なＩＣＴ活

用を支援する研修について、これまでの実践事例を活用し、より実践的な研修内容とするなど、

一層の充実が必要である。 
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○ＩＣＴを活用した授業の効果や必要性をより多くの教員が理解するとともに実践につなげてい

くことができるよう、校内における教育の情報化に係る研修を充実させる必要がある。 

○ＩＣＴ機器や教材等の効果的な活用事例を収集し、教員に情報提供していくことが必要である。 

○ＩＣＴ支援員の配置に向けた検討が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 活用事例の提供や研修の充実など教員への支援 

○今後目指すＩＣＴ機器等の整備の充実とともに、各校に整備された機器や教材を、全ての教員

が適切かつ効果的に授業等で活用できるようにするため、次の取組を実施する。 

  機器の整備状況に応じた研修 

  より多くの教員がＩＣＴを活用した授業を実践するための校内研修の支援 

  国や他都市の活用事例や札幌市内の学校での活用事例のホームページ等での提供など、参考

としやすい好事例の共有化    

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○９割の小学校で全普通教室に実物投影機が配備されている状況であることから、実物投影機を活用

した授業づくりの研修で、あまり実物投影機を活用していない教員と、一定程度、実物投影機を活

用してきた教員の２つのグループに分け、それぞれを対象とした講座を開設する。また、講座にお

いては、授業でＩＣＴを効果的に活用した事例を積極的に示す。 

○各校で手軽に校内研修を実施することができるよう、研修資料の作成を行う。 

○ＩＣＴ機器や教材の効果的な活用事例の収集と提供を行う。 

○ＩＣＴ機器等の研究開発校にＩＣＴ支援員を配置し、効果を検証する。 

  小学校３校（コンピュータ教室のコンピュータのタブレット実証研究校／いずれも新規） 

  中学校１校（教員用タブレット実証研究校／継続） 
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83.5

83.3

86.9

62.5
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100 100 100 100 100
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校務支援システムを利用している教職員が校務支援システムを利用している教職員が校務支援システムを利用している教職員が校務支援システムを利用している教職員が

「全員」または「８割以上」の学校「全員」または「８割以上」の学校「全員」または「８割以上」の学校「全員」または「８割以上」の学校

H25 H26

施策2-6-２施策2-6-２施策2-6-２施策2-6-２    教職員への校務支援体制の充実・改善教職員への校務支援体制の充実・改善教職員への校務支援体制の充実・改善教職員への校務支援体制の充実・改善    

児童生徒と向き合う時間の確保と教育の質の向上を目指し、校務支援システムの充実・改善を図ると

ともに、より効果的な活用を進める。また、教職員の情報セキュリティ意識の向上を図るため、研修を

充実させる。また、校務用コンピュータについて、セキュリティの強化や利便性の向上、維持管理コス

トの低減を図ることを目的に、シンクライアントシステム（※）などの導入を検討する。 

※ シンクライアントシステム 

  利用者のコンピュータ（クライアント）に実装する機能を最小限とし、データ処理をサーバ側で実行するシス

テム。利用者のコンピュータにはデータを残さず、ソフトウェアの更新等の保守がサーバ側だけで済むことか

ら、情報漏えいの防止や保守管理コスト低減の効果がある。 

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

 Ｈ21年度末に、各種資料の作成や成績処理など校務全般を行う際に使用する校務用コンピュータ

を、国の補助を受けて教員全員分整備した（約8,100台）。 

更に、Ｈ25年度には、教員の校務負担の軽減や教育の質の向上を目的として、通知表の作成や日

常の成績処理を全市統一のシステムで行う

校務支援システムを全市立学校に導入した。  

活用状況に関する学校アンケートによる

と、校務支援システムを８割以上の教職員が

日常的に利用している学校はＨ26年度末時

点で100％に達し、このうち、全教職員が日

常的に利用している学校もＨ25年度と比べ

大幅に増加した（Ｈ25年度：43.2％、Ｈ26

年度：86.8％）。 

また、校務支援システムの導入により校務

処理の負担が減ったと感じている学校は、

「かなり減った」と「少し減った」を合わせ

ると、導入２年を経て大幅に増加した（Ｈ25

年度：27.9％、Ｈ26年度：64.5％）。 

校務用コンピュータは整備後５年を経過

し、また、校務支援システムは５年契約の３

年目を迎える。 
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校務支援システムの導入により、校務処理の校務支援システムの導入により、校務処理の校務支援システムの導入により、校務処理の校務支援システムの導入により、校務処理の

負担が「かなり」または「少し」減った学校負担が「かなり」または「少し」減った学校負担が「かなり」または「少し」減った学校負担が「かなり」または「少し」減った学校

H25 H26

（％） 

（％） 
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Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 Ｈ26年度取組結果・成果 

■校務支援システムの活用促進、校務用コンピュータの更新方法の検討 

○校務支援システムの活用促進に向け、サポートセンターが電話での問合せに対応したほか、支

援員が各校２回程度訪問し、対面で対応を行った。また、成績処理をはじめ、11種類49回の研

修を実施した。 

○校務用コンピュータに関し、更新方法の一案となるシンクライアントシステムについて、メリ

ットやデメリットの確認、先進実施自治体からの聴取等を行い、札幌市での実施に向けた検討

を行った。 

 

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

課 題課 題課 題課 題 校務支援システムの利便性の向上及び老朽化した校務用コンピュータの更新 

○現校務支援システムがＨ29年度までの利用契約となっており、現システムの利点や課題等を整

理した上で、次期システムの導入準備を行いスムーズに更新することが必要である。 

○整備後６年目を迎えている校務用コンピュータの早期更新が必須である。なお、教室で授業を

行う際の教育用コンピュータの整備も不可欠であり、効率的な整備方法の検討が必要である。 

方向性方向性方向性方向性 校務支援システム及び校務用コンピュータの効果的・効率的な更新 

○現在の校務支援システムは、導入前に１年以上をかけて教職員を含む検討委員会で内容を検討

し、できるだけ利用者となる教職員の意見を聞き導入したところであるが、稼働後、多くの改

善要望が寄せられている（Ｈ25年度：796件、Ｈ26年度：716件）。これまで、可能な範囲で対応

してきたが、現システムの基本的な仕組み上、改善できないもの等も多くあり、Ｈ30年度の更

新に向けては、できるだけこれらの要望にも対応し、より使いやすいシステムの導入を目指す。 

○校務用コンピュータについては、児童生徒の成績情報等の重要な個人情報を取り扱うことから、

より強固なセキュリティ対策を講じ、教職員が安心・安全に校務を行うことができるような方

式での更新を目指す。また、教室での授業で教員が資料提示等を行うための教育用コンピュー

タの整備も必要であることから、校務用コンピュータと教育用コンピュータを安全に共用でき

る仕組みを講じ、校務用コンピュータの更新が教育用コンピュータの整備にもつながるよう工

夫していく。 

 

参 考 Ｈ27年度の取組 

○現システムの学校へのサポートの継続及び次期システムに向けた課題整理等の導入検討。 

○校務用コンピュータの更新方法の決定（シンクライアントシステムの導入及び校務用コンピュ

ータと教育用コンピュータの共用を想定）と更新に向けた準備。 
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％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

％ 高２ ％高２ ％高２ ％高２ ％ 高２ ％

％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

％ 高２ ％高２ ％高２ ％高２ ％ 高２ ％

％ 小５男 ％小５男 ％小５男 ％小５男 ％ 小５男 ％未満

％ 小５女 ％小５女 ％小５女 ％小５女 ％ 小５女 ％未満

％ 中２男 ％中２男 ％中２男 ％中２男 ％ 中２男 ％未満

％ 中２女 ％中２女 ％中２女 ％中２女 ％ 中２女 ％未満

％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

％ 高２ ％高２ ％高２ ％高２ ％ 高２ ％

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している子どもの割合

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

○○○○

▽▽▽▽

成果指標

１

58.858.858.858.8

76.0

72.0

67.0

71.2

65.7

61.0

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26

目標値（Ｈ30）

目標値（Ｈ30）

7.7

19.3

13.1

35.8

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26

73.4

7.0

検証（成果及び課題、今後の方向性）

達成区分達成区分達成区分達成区分

◎◎◎◎

◎◎◎◎

○○○○

◎◎◎◎

18.0

8.5

30.0中２女

71.5 70.070.070.070.0 77.0

75.9 72.672.672.672.6 79.0

85.7 84.684.684.684.6

将来の夢や目標をもっている子どもの割合

当初値（Ｈ25）

小６

中３

89.0

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

高２

達成区分達成区分達成区分達成区分

▽▽▽▽

▽▽▽▽

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

Ｈ25年度の８月以降、「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」に関連する内容について、校長会等に情報発信し

てきており、小中学校における本成果指標のＨ26年度の数値が増加している。今後、自ら疑問や課題を持ち、主

体的に解決する課題探究的な学習のため、「札幌市教育課程編成の手引」などの指導資料の活用や、学校訪問

等における助言を通じて、一層普及啓発する。また、高等学校においては、課題探究的な学習の充実を図るた

め、従来の講義型の授業ではなく、主として言語活動を用いた協働学習を多く取り入れた授業（アクティブ・ラーニ

ング等）を行うこととしている。H27年度については、その手法等を学ぶため、全ての教科の教員を対象とした教科

別研究協議会を開催し、教員の教科指導力向上を図る。

71.471.471.471.4

66.466.466.466.4

当初値（Ｈ25）

小６

中３

高２

検証（成果及び課題、今後の方向性）

高２

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

▽▽▽▽

▽▽▽▽

当初値（Ｈ25）

小６

中３

検証（成果及び課題、今後の方向性）

70.970.970.970.9 75.0

Ｈ26年度の小６の数値は増加したものの、中３と高２の数値は減少した。しかしながら、学校における一斉読書の

実施率が小学校において100％、中学校において99％を達成し、高等学校においても取り組んでいる学校が数

校あり、読書に親しむ機会は増えている。また、過去５年間の学校図書館における図書貸出冊数を見ると、小学

校においては、貸出冊数が伸びており、学校図書館の積極的な利用によって読書への意欲が高まっていると考

えられる。中学校においては、Ｈ25年度末の貸出冊数が前年度に比べて減少しており、図書館の機能を生かした

利用促進方法を検討していく必要がある。また、高等学校では、ビブリオバトル（※）等の読書に係る新たな取組を

始めている学校もあり、各学校における既存の取組に加えて、こうした動きを広げていく。

※　ビブリオバトル

　　参加者が読んで面白いと思った本を紹介し、どの本が一番読みたくなったかを選ぶ書評ゲーム。

74.5 75.975.975.975.9 78.0

76.3 74.974.974.974.9 78.0

4　札幌市教育振興基本計画　成果指標の動向と検証4　札幌市教育振興基本計画　成果指標の動向と検証4　札幌市教育振興基本計画　成果指標の動向と検証4　札幌市教育振興基本計画　成果指標の動向と検証

※目標値への「達成区分」：「◎」→到達した、「○」→近づいた、「 」→変わらない、「▽」→遠ざかった

＜基本的方向性１＞　自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進＜基本的方向性１＞　自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進＜基本的方向性１＞　自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進＜基本的方向性１＞　自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進

基本施策１－１　　自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進

本成果指標のＨ26年度の数値は減少したため、職業体験などの社会体験を多く経験させることによって、将来の

夢や社会で活躍する自分のイメージが描けるよう、今後、札幌市における発達段階に応じた系統的な進路探究学

習の在り方について、より具体的な方向性を検討する。

Ｈ25年度後半から各学校において、「さっぽろっ子『健やかな身体』の育成プラン」を踏まえた、体育等の授業改

善の取組や縄跳び運動の推奨等を進めてきたことにより、本成果指標の数値は改善してきている。特に、小中学

校の女子における運動時間が増加傾向にある。今後、縄跳び運動の一層の充実を図るため、各学校の取組状況

の把握や好事例の普及啓発等に取り組む。

成果指標

4

読書が好きな子どもの割合

3

１週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合

当初値（Ｈ25）

小５男

小５女

中２男

検証（成果及び課題、今後の方向性）

成果指標

6.46.46.46.4

12.612.612.612.6

10.910.910.910.9

28.128.128.128.1

成果指標

2

▽▽▽▽
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％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

％ 高２ ％高２ ％高２ ％高２ ％ 高２ ％

％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

％ 高２ ％高２ ％高２ ％高２ ％ 高２ ％

％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

％ 高２ ％高２ ％高２ ％高２ ％ 高２ ％

％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

％ 高２ ％高２ ％高２ ％高２ ％ 高２ ％

Ｈ26年度の中２では数値が増加したが、小５と高２では数値が減少した。しかしながら、Ｈ26年度から、小学校全

校に対して、巡回配置方式により外国語指導助手（ALT）を配置することで、全ての５、６年生の児童が、年間７～

８回程度、「生きた英語に触れる」授業を受けることができるようになった。また、中学校には半年配置、高等学校

には通年配置を実施し、児童生徒に国際感覚を身に付けさせる機会を広く与えることができた。Ｈ26年度から、研

究開発事業において、小学校、中学校、高等学校の各１校で、国際理解教育のモデル事業を実施しており、今後

は姉妹校提携のない学校での好事例を紹介するなどして、国際性を育む教育を一層進められるよう取り組む。

中２

高２

80.7 78.578.578.578.5 85.0

84.0 79.979.979.979.9 90.0

中２

高２

62.6 62.862.862.862.8 68.0

68.5 65.965.965.965.9 73.0

○○○○

▽▽▽▽

検証（成果及び課題、今後の方向性）

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

8

達成区分達成区分達成区分達成区分

▽▽▽▽

当初値（Ｈ25）

小５

本成果指標のＨ26年度の数値は減少した。小学校においては、青少年山の家での宿泊学習のほか、札幌コン

サートホールや札幌芸術の森美術館など文化環境を生かした学習などが盛んに行われており、中学校において

は、社会科の学習で身近な地域や10年後の札幌について考えることなどが行われている。また、高等学校では、

進路探究学習の一環としてインターンシップや職場体験学習等を、札幌の企業・公共施設などの協力により実施

している。今後も、札幌らしい特色ある学校教育の３つのテーマに関わる学習等から「ふるさと札幌」についての学

びの充実を図る。

▽▽▽▽

▽▽▽▽

検証（成果及び課題、今後の方向性）

成果指標

外国の人と交流したいと思う子どもの割合

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

成果指標

7

札幌には、好きな場所やものがあると答えた子どもの割合

当初値（Ｈ25）

小５

達成区分達成区分達成区分達成区分

▽▽▽▽

84.3 83.883.883.883.8 90.0

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

90.8 89.489.489.489.4 95.0

小６は1.2ポイントと若干増加し、中３は4.0ポイントと大きく増加した。今後も各学校における道徳教育やボランティ

ア活動において、人の役に立つことに対する子どもの意識を高めるとともに、活動の良さを認めることで、子どもが

他者へ貢献することの価値を実感できるようにしていく。高２は5.6ポイント減少したが、進路探究学習やボランティ

ア活動等をより一層充実させることにより自己有用感の向上を図る。

67.8 69.069.069.069.0 78.0

68.3 72.372.372.372.3 78.0

検証（成果及び課題、今後の方向性）

67.4 67.967.967.967.9 76.0

子どもが互いに尊重し、支え合いながら共によりよく生きようとする態度を育むとともに、他人を思いやる心や生命

を尊重する心の育成を図る指導の充実を図っている。これらがバランスよく育まれることにより、自分の在り方を積

極的に評価できる感情を持つことにつながり、数値も上昇していくものと考えられるが、現時点では小６・中３では

若干の増加に留まっている。高２の数値は減少したが、Ｈ25年度から全校で実施しているボランティア活動を広げ

るなどして、自己肯定感が高まるような活動の充実を図る。

検証（成果及び課題、今後の方向性）

成果指標

6

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

73.3 74.374.374.374.3 78.0

65.9 62.762.762.762.7 74.0

基本施策１－２　　共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進

成果指標

5

自分にはよいところがあると考えている子どもの割合

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

○○○○

▽▽▽▽

当初値（Ｈ25）

小６

中３

高２

当初値（Ｈ25）

小６

中３

高２

達成区分達成区分達成区分達成区分

人の役に立つ人間になりたいと考えている子どもの割合

○○○○

○○○○

▽▽▽▽

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

55.4 49.849.849.849.8 66.0
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％ ％％％％ ％

％ ％％％％ ％

％ ％％％％ ％

％ 小学校 ％％％％ 小学校 ％

％ 中学校 ％％％％ 中学校 ％

％ 高校 ％％％％ 高校 ％

Ｈ25年度の数値は若干減少した。Ｈ26年度は、調査相談サービスや閲覧環境の充実を図るため、４月に中央図

書館をリニューアルオープンしたことにより、来館者数、貸出冊数、新規登録者数が増加した。今後も定期的に利

用者の要望を把握し、サービスや施設・設備の改修などに反映させることにより、利用者の満足度の向上を図る。

85.085.085.085.0 90.0

Ｈ25年度においては数値の増加が見られたところであり、Ｈ26年度においても、自己充実や生きがいづくりを促進

し、まちづくりの担い手を育成する「さっぽろ市民カレッジ」について、市民の学習ニーズに応えながら公益的な内

容の学習プログラム構築に努めてきた。今後も、市民の学習ニーズの把握に努めながら、継続的・自発的な学習

活動を支援するための学習プログラムを提供していく。

Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25） 目標値（Ｈ30）

87.0

図書館の利用に満足している利用者の割合

Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25） 目標値（Ｈ30）

基本施策１－４　　一人一人が学び育つための特別支援教育の推進

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

86.186.186.186.1 100

97.997.997.997.9 100

100100100100 100

小学校（幼保小連携）と高等学校（中高連携）において数値が増加した。しかし、中学校（小中連携）においては、

数値は減少した。幼保小連携については引き続き幼児と児童との交流を、中高連携については体験機会の充実

等を進めていく。また、小中連携については、Ｈ26年度においても小学生が中学校での授業体験や行事への参

加をするといった取組を充実させてきているところであるが、連携の手引の作成などにより、取組の一層の充実を

図る。

59.3 68.868.868.868.8 100

各幼稚園・学校に対しては、「個別の教育支援計画を活用した継続的な指導・支援」を「札幌市学校教育の重点」

などで示してきており、Ｈ25年度において数値が増加した。なお、Ｈ26年度は、保健福祉局と連携し「サポートファ

イルさっぽろ」（４月に「学びの手帳」と整理・統合）を活用した個別の教育支援計画の作成・活用について、リーフ

レットの配布等による理解・啓発を図った。今後はさらに、各種研修などの機会を通して、個別の教育支援計画を

活用した支援の充実を図る。

成果指標

9

特別な教育的支援を必要とする子どもの個別の教育支援計画を作成している

幼稚園、学校の割合

当初値（Ｈ24） 達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

さっぽろ市民カレッジの受講に満足している受講者の割合

基本施策１－５　　継続的・自発的な学習活動を支援する総合的な生涯学習の推進

検証（成果及び課題、今後の方向性）

成果指標

10

81.0 84.984.984.984.9 90.0

Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25） 目標値（Ｈ30）

74.8

99.0

87.5

当初値（Ｈ24） 達成区分達成区分達成区分達成区分

▽▽▽▽

検証（成果及び課題、今後の方向性）

基本施策１－６　　学びの場の連携の推進

当初値（Ｈ24） 達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

子どもが参加する校種間連携を実施している学校の割合

検証（成果及び課題、今後の方向性）

成果指標

11

高校

小学校

成果指標

12

当初値（Ｈ25）

中学校

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

▽▽▽▽

◎◎◎◎

検証（成果及び課題、今後の方向性）
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％ 小学校 ％％％％ 小学校 ％

％ 中学校 ％％％％ 中学校 ％

％ 高校 ％％％％ 高校 ％

％ 小学校 ％％％％ 小学校 ％

％ 中学校 ％％％％ 中学校 ％

％ ％％％％ ％

％ ％％％％ ％

％ ％％％％ ％

Ｈ26年度においては、教科のリーダーを育てる研修や、理科教育に関する研修の充実を図ってきたところであり、

数値の増加が見られ、学校等での活用が期待される研修を提供できたと考える。今後も、教職員の資質・能力の

向上に資する、より充実した研修となるよう継続して工夫・改善を図る。

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

87.0 85.085.085.085.0 90.0

Ｈ25年度の数値は若干減少した。Ｈ26年度は、調査相談サービスや閲覧環境の充実を図るため、４月に中央図

書館をリニューアルオープンしたことにより、来館者数、貸出冊数、新規登録者数が増加した。今後も定期的に利

用者の要望を把握し、サービスや施設・設備の改修などに反映させることにより、利用者の満足度の向上を図る。

成果指標

16

当初値（Ｈ24） 達成区分達成区分達成区分達成区分

Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25） 目標値（Ｈ30）

生涯学習センター、青少年科学館、青少年山の家、定山渓自然の村等の各生涯学習関連施設において、施設

の特性を生かした多様な事業が展開されるとともに、各指定管理者が円滑かつ効率的な運営に努めた結果、Ｈ

25年度は数値が増加した。大半の施設が指定管理期間の初年度であるＨ26年度は、当計画の施策のもと指定管

理者の工夫で、様々な事業が展開された。今後も、目標の達成に向け市民サービスの更なる向上に努める。

Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25） 目標値（Ｈ30）

85.9 87.687.687.687.6 90.0 ○○○○

当初値（Ｈ24） 達成区分達成区分達成区分達成区分

100

73.2 88.788.788.788.7 100

75.0 75.075.075.075.0 100

小学校、中学校では、消防局や警察署等関係機関と連携した安全教室を実施する学校が増えていることから、数

値が増加してきており、今後も引き続き関係機関との連携の啓発等に取り組む。高等学校では、数値に変わりは

ないが、実効性のある避難訓練の充実には取り組んできており、今後はより一層これの普及に取り組むとともに、

自転車通学に伴う交通安全教育の必要性について啓発する。

87.6 90.190.190.190.1

70.0

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

81.4 82.482.482.482.4 85.0

65.7 70.770.770.770.7

できるだけ身近な地域で専門的な教育を受けられる環境をつくるため、保護者からの開設要望に基づき、特別支

援学級の整備を進めており、Ｈ26年度は数値が増加した。今後も、継続して整備を進める。

目標値（Ｈ30）

基本施策２－１　　安全・安心・環境に配慮した学校の整備

＜基本的方向性２＞　多様な学びを支える環境の充実＜基本的方向性２＞　多様な学びを支える環境の充実＜基本的方向性２＞　多様な学びを支える環境の充実＜基本的方向性２＞　多様な学びを支える環境の充実

基本施策２－２　　豊かな教育環境づくり

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26

基本施策２－３　　多種多様な学習環境の整備

基本施策２－４　　教職員の資質・能力の向上

子どもが自ら身を守ろうとする態度や能力を育む安全教育を実施した学校の

割合

市立小中学校における特別支援学級の整備率

生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合

図書館の利用に満足している利用者の割合【再掲】

研修の成果を活用できると答えた教職員の割合

検証（成果及び課題、今後の方向性）

成果指標

14

当初値（Ｈ25）

小学校

中学校

検証（成果及び課題、今後の方向性）

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

◎◎◎◎

成果指標

15

成果指標

13

当初値（Ｈ25）

小学校

中学校

高校

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

○○○○

――――

検証（成果及び課題、今後の方向性）

成果指標

（11）

当初値（Ｈ24）

検証（成果及び課題、今後の方向性）

達成区分達成区分達成区分達成区分

▽▽▽▽

検証（成果及び課題、今後の方向性）

94.7 98.998.998.998.9 100 ○○○○

＊当初値は、集計時期の関係でＨ24年度値となったが、Ｈ26年度は当年度値を集計済み。なお、Ｈ25年度は98.4％となっている。
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％ 小学校 ％％％％ 小学校 ％

％ 中学校 ％％％％ 中学校 ％

％ 高校 ％％％％ 高校 ％

％ ％％％％ ％未満

％ ％％％％ ％

Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25） 目標値（Ｈ30）

65.0 67.667.667.667.6 77.0

札幌市の不登校児童生徒の在籍率は、Ｈ21年度から全国を上回っているが、Ｈ25年度は、全国平均と同様に増

加しており、引き続き喫緊の課題である。不登校児童生徒に対するきめ細かな支援の充実をより一層図るととも

に、未然防止や初期対応に重点を置いた取組を進めていくことが重要と考える。

Ｈ25年度は、数値が増加しているものの、まだ全国平均を5.6ポイント下回っている。Ｈ26年度においては、モデル

校においてタブレット端末やデジタル教科書の活用に向けた研究を行うとともに、校務支援システムの利用定着

に向けた研修等の取組を推進した。更なる上昇に向けては、実際に教員が授業で活用するＩＣＴ機器等の全校へ

の整備と活用促進に向けた取組が必要であり、その具体的な推進方針を作成し、着実な実施を目指す。

19

当初値（Ｈ24）

検証（成果及び課題、今後の方向性）

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25）Ｈ26（Ｈ25） 目標値（Ｈ30）

1.20 1.311.311.311.31 1.10

本成果指標の数値は、小学校、中学校では若干の変動はありつつも同程度で推移しているが、高等学校におい

ては年々増加してきている。Ｈ26年度は、保護者及び児童生徒向けに、家庭教育やいじめ防止に関するリーフ

レットの作成・配布などを行ってきた。今後も保護者・地域への啓発や各学校における相談支援体制の充実を図

るとともに、少年相談室の「いじめ相談ダイヤル」などの相談窓口を児童生徒に周知し、不安や悩みを相談しやす

い環境の整備を進める。

成果指標

18

当初値（Ｈ24）

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

92.1 92.092.092.092.0 95.0

17

当初値（Ｈ24） 達成区分達成区分達成区分達成区分

▽▽▽▽

82.2 82.282.282.282.2

基本施策２－５　　学びのセーフティネットの充実

基本施策２－６　　学校における情報化の推進

いじめなどの不安や悩みを身近な人などに相談する子どもの割合

不登校児童生徒の在籍率（出現率）

授業や校務にICTを効果的に活用できる教員の割合

88.0

80.7 83.083.083.083.0 86.0

成果指標

――――

○○○○

検証（成果及び課題、今後の方向性）

高校

小学校

中学校

検証（成果及び課題、今後の方向性）

達成区分達成区分達成区分達成区分

成果指標

▽▽▽▽

＊当初値は、集計時期の関係でＨ24年度値となったが、Ｈ26年度は当年度値を集計済み。なお、Ｈ25年度は小92.6％、中83.2％、高

82.1％となっている。
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％ 小学校 ％％％％ 小学校 ％

％ 中学校 ％％％％ 中学校 ％

％ 小６ ％小６ ％小６ ％小６ ％ 小６ ％

％ 中３ ％中３ ％中３ ％中３ ％ 中３ ％

【参考】成果指標全体の動向【参考】成果指標全体の動向【参考】成果指標全体の動向【参考】成果指標全体の動向

基本施策ごとに１～４の複数の指標を設定しており、

計画全体で21の指標を設定している。

指標によっては、小学校、中学校、高等学校など各発

達段階に応じた目標設定をしているため、それらを合

計した47項目について、それぞれの動向を確認した。

Ｈ26年度末時点（Ｈ26年度末で把握している最新値。

集計時期等によっては、Ｈ25年度の数値も含む。）に

おいて、計画策定時の当初値（Ｈ24年度又はＨ25年度

数値）から目標値（Ｈ30年度）に到達したものは７項

目（14.9％）、目標値に向けて近づいたものは20項目

（ 42.6 ％ ） 、 変 わ ら な か っ た も の は ２ 項 目

（4.3％）、遠ざかったものは18項目（38.3％）で

あった。

Ｈ26年度においては、小学校、中学校ともに数値が増加した。親等が、子どもとの接し方や親としての役割などに

ついて、自主的に学習する「家庭教育学級」を実施しており、Ｈ26年度は167園・校で開設があった。更に、「親育

ち応援団事業」として、食育座談会や講演会の実施のほか、企業等への出前講座の実施、子育て経験談等をま

とめた冊子の配布、乳幼児健診時の待ち時間を活用した家庭教育に関するスライドの上映を行った。今後は、地

域における子育て支援の様々な取組と連携して、親子が日常的に利用する多様な場において更なる学習機会を

提供し、家庭でのコミュニケーションの定着を図る。

65.9 72.672.672.672.6 70.0

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

74.3 79.779.779.779.7 80.0

Ｈ26年度においては、小学校の数値が増加し、中学校はわずかに減少した。各学校では、多くの保護者がスキー

学習の指導補助などで支援に当たったり、学生ボランティアが個別指導や部活動指導の補助に入ったり、更に

は、児童生徒が学校周辺の花壇の花植えを地域住民と一緒に行ったりするなど、地域の教育力を生かした様々

な学習活動を進めている。また、地域に学校図書館を開放する「札幌市学校図書館地域開放事業」では、開放司

書をはじめとした地域のボランティアが図書の貸出しや読み聞かせ等の行事を実施している。今後は、地域の企

業やＮＰＯ等による出前授業など、学校が地域と連携を図っている好事例を集め、各学校に普及啓発を図るととも

に、「サッポロサタデースクール事業（※）」など学校と地域が連携した事業を進め、学校と地域が協力して子どもを

育てる環境づくりを進める。

※　サッポロサタデースクール事業

　　 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支援を活用した学習支援や地域の伝統文化体験活動等のプログラムを土曜

　　 日や学校の長期休業中に学校施設等を活用して実施することを通じて、地域の教育力の向上を図るとともに、地域と学校の連携の仕組み

　　 を整えることを目的とした事業。

成果指標

21

達成区分達成区分達成区分達成区分

○○○○

◎◎◎◎

検証（成果及び課題、今後の方向性）

当初値（Ｈ25）

小６

中３

家の人と学校での出来事について話をする子どもの割合

基本施策３－１　　地域と学校が支え合う仕組みづくり

基本施策３－２　　家庭の教育力を高める仕組みづくり

保護者や地域の人の学校支援ボランティア活動を学校の教育水準の向上に効

果的に活用している学校の割合

＜基本的方向性３＞　市民ぐるみで支え合う仕組みづくり＜基本的方向性３＞　市民ぐるみで支え合う仕組みづくり＜基本的方向性３＞　市民ぐるみで支え合う仕組みづくり＜基本的方向性３＞　市民ぐるみで支え合う仕組みづくり

成果指標

20

当初値（Ｈ25）

小学校

中学校

達成区分達成区分達成区分達成区分

◎◎◎◎

▽▽▽▽

検証（成果及び課題、今後の方向性）

91.1 95.095.095.095.0 95.0

74.5 73.573.573.573.5 88.0

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 目標値（Ｈ30）

・

到達した

14.9%

近づいた

42.6%

変わらな

かった

4.3%

遠ざかっ

た

38.3%

全項目における達成区分割合

※端数処理の関係で、合計は100％にならない。

・

・
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＜点検・評価対象施策に係る授業視察及び児童生徒等との意見交換＞＜点検・評価対象施策に係る授業視察及び児童生徒等との意見交換＞＜点検・評価対象施策に係る授業視察及び児童生徒等との意見交換＞＜点検・評価対象施策に係る授業視察及び児童生徒等との意見交換＞    

教育委員会事務の点検・評価を実施するに当たり、各事業・取組についてより理解を深め、効果

や課題を的確に把握しようと、教育長・教育委員が授業視察や教員・児童生徒等との意見交換など

を行った。 

≪栄町小学校≫ 

栄町小学校は、平成25年度から文部科学省の「インクルーシブ教育システム構築モデルスク

ール」の指定を受け、障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶ上で必要かつ適当な配慮や

工夫の一つである「合理的配慮」について、事例研究や合理的配慮教職員等それを支える人的

配置などに関する研究を進めている。 

 

１ 日時 

平成27年６月５日（金）10：00～14：30 

２ テーマ 

  特別支援教育の推進 

３ 関連する主な事業・取組 

 ○校内における子どもの支援体制の充実 

 ○障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の推進 

４ 授業視察 

１・３・５年の通常学級及び特別支援学級での特別な教育的支援を必要とする子どもへの

関わりや、学びのサポーターの活用状況について視察した。 

５ 児童との意見交換 

○６年生の児童８人と視察者が２つのグループに分かれ、グル 

ープごとに意見交換を行った。 

○６年生の児童から、異なる学年の子どもが交流する「スマイ 

ル活動」で、リーダーとしてグループをまとめる難しさや、 

やりがいなどについて、以下のような発言があった。 

・１年生に分かりやすく教えることが大変だけど、活動の中 

で、１年生が喜んでくれることがうれしかった。 

・１年生に自分の顔を覚えてもらえて、うれしかった。 

・リーダーとして、もっと良いスマイルグループにしていきたい。 

６ 教員及び学びのサポーターとの意見交換 

 ○視察した授業の担当教員や学びのサポーターとの意見交換を行った。 

 ○教員と学びのサポーターからは、特別な支援を必要とする子どもへの関わりで配慮してい

る点や、学級に溶け込めるように工夫している点などについて説明があった。 

 ○視察者からは、通常学級と特別支援学級それぞれにおける特別支援教育の実状や課題など

について、質問や意見が出された。 

特別支援学級でのダンスを取り入れ 

た授業の様子 

児童との意見交換の様子 
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≪陵北中学校≫ 

陵北中学校は、平成26年度から札幌市の「タブレット端末を活用したＩＣＴ実証研究事業」

により、「よりわかりやすい授業づくりのための日常的なＩＣＴ活用」の研究を進めている。同

事業では、全教員に一人一台のタブレットを貸与するとともに、校内無線ＬＡＮを設置してい

るほか、ＩＣＴ支援員が月２回訪問し、教員の授業づくり等をサポートしている。 

 

１ 日時 

  平成27年６月９日（火）10：00～13：00 

２ テーマ 

  学校における情報化の推進 

３ 関連する主な事業・取組 

 ○ＩＣＴ機器・ソフトウェア等の整備 

 ○教員のＩＣＴ活用指導力向上支援 

４ 授業視察 

  ＩＣＴを活用した社会、理科、美術及び体育の授業を視察した。 

   

 

 

 

 

 

 

５ 生徒との意見交換 

 ○１学年の体育の授業後、生徒６～７人と視察者でグループとなり、５つのグル―プごとに

意見交換を行った。 

○生徒から、授業でのタブレット等の活用について、以下のような意見があった。 

・ダンスの授業では、自分たちが踊った動画を見て、隊形や間隔、振付を確認できた。 

・動画サイトで、ダンスの振付を見ることができてよかった。 

・陸上競技の動画を見て、オリンピック選手のフォームやバト 

ンの渡し方を参考にできた。 

・タブレットで、図や写真、動画を見せてくれるので分かりや 

すい。 

・社会科では、民族の暮らしなどを映像で見ることができた。 

６ 教員との意見交換 

 ○視察した授業の担当教員等と意見交換を行った。 

 ○教員からは、各教科の授業でのタブレット活用の効果や課題について、実際に使用した資

料などを示しながらの説明があった。 

 ○視察者からは、タブレットの効果的な使い方や教員の活用の能力、資料作成などの準備に

関わる苦労などについて、質問や意見が出された。 

 

体育：プロジェクターでステージに投

影された自分たちの姿を確認しなが

ら踊っている様子 

社会：大型テレビに地図を拡大 

提示している様子 

美術：机間指導で、生徒にタブ 

レットを使用させている様子 

理科：生徒がタブレットに書き込んだ

内容を大型テレビに提示している様子 

生徒との意見交換の様子 
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Ⅲ 学識経験者からの意見 Ⅲ 学識経験者からの意見 Ⅲ 学識経験者からの意見 Ⅲ 学識経験者からの意見 

札幌国際大学 教授  佐久間 章 札幌国際大学 教授  佐久間 章 札幌国際大学 教授  佐久間 章 札幌国際大学 教授  佐久間 章 

今年度の点検・評価対象項目は、平成26年２月に策定した「札幌市教育振興基本計画」のアクション

プラン前期に掲げている施策から、「特別支援教育の推進」「教職員の資質・能力の向上」「学校における

情報化の推進」の３つのテーマを選定している。いずれも、今日的な教育的課題を内包する重要なテー

マであり、時宜を得た選定といえる。 

また、＜点検・評価対象施策に係る授業視察及び児童生徒等との意見交換＞が添えられている。教育

委員会事務の点検・評価の実施に当たり、各事業・取組についての効果や課題の把握に努めるため、教

育長・教育委員が授業視察や教員・児童生徒等との意見交換を行っている。現場を重視する教育委員会

の姿勢には大いに敬意を表したい。 

今回選定の３テーマは、成果指標の達成状況も「到達した」「近づいた」となっており、いずれも計画

的に着実に取り組まれ、堅実に成果を挙げているといえる。 

以下、それぞれの取組に対する点検・評価結果について意見を付す。 

１ 特別支援教育の推進 

特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒数が急増している状況にある札幌市において、特

別支援教育の推進は極めて重要である。 

子ども一人一人が、障がいの状態や個別の教育的ニーズ等に応じた柔軟かつ専門的な教育的支援が

受けられるようにするため、学校や子どもの支援体制の充実をはじめ、研修や教育内容の充実、個別

の教育支援計画による支援の充実などは、いずれも欠くことができない重要な取組である。取組結果・

成果を概観すると、着実に成果を挙げていることが確認できる。しかし、教育的支援の重要な役割を

担う特別支援教育巡回相談員、学びのサポーターなどの人的体制及び実施方法については、課題も指

摘されており、今後の検討を期待したい。 

また、個別の教育支援計画を作成している園・学校の割合は着実に増加しているが、更に作成・活

用を促していく必要があることも課題となっている。作成・活用されない要因はどこにあるのか、調

査分析することも、促進の一助となるのではないかと考える。 

【市立特別支援学校の教育内容の充実】において、豊明高等養護学校の教育内容の見直しが課題と

して指摘されている。急激な社会の変化とともに就労に関する状況も刻々と変化していることを鑑み

ると、平成25年度からの学科の新設や作業内容の見直しは、必然といえる。そして、今後も社会状況

を見据えた教育内容の見直しは、避けられるものではない。作業スペースに関わる教室環境の問題は

あるが、就労する職種に相応の教育内容の見直しが今後も必要である。 

【教育相談の充実】については、高い相談ニーズに対して、相談員や相談場所等の現在の体制では、

物理的に限界にきていることが指摘されている。相談時間の傾向を分析し、相談時間枠の見直しを図

るなど、現状における可能な限りの努力がなされているが、根本的な解決になっていないと言わざる

を得ない。相談員の増員も含めた相談体制の見直し・強化を期待したい。同様に、【幼児教育センター

と研究実践園の教育相談の充実】についても、より迅速に保護者の相談ニーズに応え得るような体制

の工夫が望まれる。 

【支援をつなぐ幼保小連携の推進】の課題に挙げられている「在園児以外の幼児に関する情報収集」
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については、重要な指摘であり、喫緊の取組が必要である。様々な理由で幼稚園、保育所等に通って

いない幼児の情報収集は、容易なことではないが、幼児期と児童期教育を円滑に接続するためにも、

今後の方向性に示される情報収集方法の検討には、大いに期待したい。 

【特別支援学級の整備・拡充】の特別支援学級設置率は、前年に比して確実に伸びている。とりわ

け、中学校の70.7％は、平成30年の成果指標の目標値に到達している。子どもの障がいの状態等に十

分配慮しながら、できるだけ身近な地域で学べる環境づくりを今後も期待したい。 

２ 教職員の資質・能力の向上 

【管理職研修等の充実】については、管理職や管理職候補者等を対象に、職能に応じた研修を体系

化し、マネジメント力やリーダーシップ等の育成を図るため、平成26年度も多様な研修機会を提供し

ている。今後も、研修内容及び研修間のつながりや系統性について検討し、効果的な研修体系を確立

することが望まれる。また、学校組織の要となるミドルリーダーは、学校の組織的運営のためにもま

すます重要な存在となっており、課題と今後の方向性で指摘する研修の見直しや育成方針の検討を期

待したい。なお、研修の見直しに際しては、Ｏｆｆ－ＪＴ（業務外での訓練・研修等）のみならずＯ

ＪＴ（業務内での訓練・研修等）を効果的に組み合わせた重層的な研修なども検討に値するのではな

いだろうか。 

【教員採用制度の充実】における「採用試験における年齢要件の拡大」や「大学院進学者に係る登

録延長要件の拡大」の取組は、優秀な人材を確保するための一助として期待できる。しかし、一方で

は、「正規教員の確保」が課題となっている。各年度の採用者数は、様々な増減要素を勘案した上で算

定しているが、実際の再任用者数や定年・定年外退職者数等とのかい離が生じている。誤差のない採

用計画の策定は、現実的には不可能であるが、学校経営や児童・生徒に影響が及ぶことのないように、

採用方法等の検討に早急に着手されることを望みたい。 

札幌市公立学校教員の大学・大学院の新卒採用候補者を対象に実施した「フレッシャーズセミナー」

は、効果的な研修機会といえる。本研修は、札幌市の教育についての理解や実践的な指導法等の習得

のみならず、不安や悩みなどを和らげることも期待でき、参加者にとって有意義な研修となっている。

今後もより一層の研修内容の充実に期待したい。 

教員の長期社会体験研修は、社会の構成員としての視野を拡大する等の観点からも、たいへん有意

義な取組である。とりわけ、参加教員にとって、研修を通して得られる人的ネットワークは、日常の

教育活動では得難い貴重なものである。札幌市が推進する「サッポロサタデースクール事業」におい

て、講師・プログラムの選定に研修で得た人的ネットワークを活用することも、成果の還元の一方策

となり得るのではないだろうか。研修の成果が、札幌市の教育活動に効果的に活用されるような還元

方法の検討を期待したい。 

３ 学校における情報化の推進 

ＩＣＴの活用について、モデル校の調査研究結果では、９割を超える児童生徒が「タブレットを使

った授業は分かりやすい」と回答している。さらに、教員の意識アンケートにおいても、96％がＩＣ

Ｔの活用は「子どもにとって分かりやすく、理解が深まる授業の実施につながる」と回答している。

教科指導におけるＩＣＴ活用の推進は、今後も緊急に対応すべき重要な課題である。そして、機器及

びデジタル教材の整備は、ＩＣＴの活用推進の必須条件であり、一層の充実を期待したい。 

あわせて、教員のＩＣＴ活用指導力の向上なくしては、機器の有効活用には繋がらない。成果指標
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の「授業や校務にＩＣＴを効果的に活用できる教員の割合」については、着実に数値が増加している

ものの、まだ全国平均より5.6ポイント下回っている。実践的な研修の充実が期待されるところである。

また、好評であるＩＣＴ支援員の配置については、教員の指導力向上を図る研修機会の充実と併せて、

検討されることを期待したい。 
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北海道教育大学 教授  並川 寛司 北海道教育大学 教授  並川 寛司 北海道教育大学 教授  並川 寛司 北海道教育大学 教授  並川 寛司 

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」に関連する施策の中から、施策の進行

状況や今後の展開、社会情勢や教育行政の動き、過去の点検・評価での選定状況を考慮して、「特別支援

教育の推進」「教職員の資質・能力の向上」「学校における情報化の推進」が選定された。それぞれの施

策において、様々な課題の解決に向けて適切かつ多様な取組を行っており、その取組に相応しい成果を

挙げている。また、それぞれに課題と今後の方向性も適切に示されている。 

以下、それぞれの項目について意見を付す。 

１ 特別支援教育の推進 

子どもの教育的ニーズに応じた支援の充実に向け、特別支援教育巡回相談員及び特別支援学校の教

職員による学校訪問によって、支援内容の検討、個別の指導計画の作成・見直しなど、現在の支援体

制の下で最大限可能な取組が行われている。しかし、課題に挙げられているように、一校当たりの訪

問回数は限られており、これまで以上の支援体制の充実が望まれる。また、校内における子どもの支

援体制の充実として、平成20年度から「学びのサポーター活用事業」を実施し効果を上げてきている

が、課題として大きく二つのことが指摘されている。一つは、支援対象児童数が、本格実施の平成22

年度に比べ26年度には約3.75倍に増加したにもかかわらず、１校当たりの年間活用可能時間数は増加

しておらず、各学校で不足が生じていること。もう一つは、授業時間の個別対応や学習補助を中心と

した発達障がいのある子どもへの支援と、身体介助を行う肢体不自由な子どもへの支援が、一律、学

びのサポーターにより行われていることである。この二つの課題は、支援が必要な子どもたちに直接

関わる事項であり、早期の改善を期待したい。 

特別な教育的支援の必要な子どもたちの、それぞれの年代における望ましい成長を促すために、「個

別の教育支援計画」を作成することが重要である。これを作成している幼稚園・認定こども園・学校

の割合は、平成22年度の50.9％から平成26年度は70.6％へと増加したが、平成25年度からの増加は小

さく（1.8ポイント）横ばい傾向がみられる。課題にも示されているように、作成・活用を促す一層の

工夫が期待される。 

特別支援教育に関する研修については、段階的・系統的に構成し実施され、実り多いものとなって

いる。また、特別支援コーディネーターを対象に、その専門性を高めるための研修をスタートさせた

ことは評価される。 

市立特別支援学校の教育内容について、生徒が就労する職種との整合性を図る取組、障がいの重度・

重複化への取組など、抱えている課題への継続した対応も評価される。 

 【教育相談の充実】及び【幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実】に示された相談件数

のデータをみると、平成22年度に比べ、「教育センター」で約1.4倍、「幼児教育センター」及び「研究

実践園」では約３倍に増加している。また、その相談内容における発達障がいの占める割合は、前者

で７～８割、後者で約４割となっており、相談ニーズの高まりがある。しかし、【教育相談の充実】の

中で、課題として「相談員、相談場所に限度があり、現体制では迅速かつ継続的な相談の実施が困難

な状況にあり、相談体制の早急な見直し・強化が必要」と指摘されているように、相談体制の早期の

改善を期待したい。 

 【幼稚園訪問支援を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進】【支援をつなぐ幼保小連携の推

進】については、幼児教育支援員によるサポートを中心した支援体制と、幼保小連絡会により支援を

必要とする子どもの情報を共有することによって、幼児期から児童期への円滑な接続を図るための取
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組がなされている。 

また、【知的障がい者のための成人学級の推進】についても、平成２年から継続した取組がなされ、

一定の成果を挙げている。 

【特別支援学級の整備・拡充】に示されたデータを見ると、小中学校の特別支援学級在籍者及び通

級児童生徒数の増加（この５年間で約1.5倍）が見られる。特別支援学級を開設できていない学校での

開設に加え、期限付き教員の占める割合（通常学級に比べて約５倍）を小さくすることについても、

改善を期待したい。 

 【通級による指導の充実】【市南部への高等支援学校の整備】については、通級生の遠距離通級の解

消と通級指導教室の整備拡充、知的障がい高等支援学校の地理的偏りの解消及び障がいの軽重によら

ない選抜方法など、対象となる児童・生徒の負担の解消と意欲に応じる取組は大事であり、今後も継

続的に取り組まれることを期待する。 

 「障害者差別解消法」に関わって、「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」や「地域学習」

の実施によって、「合理的配慮」についての実践研究や「共生社会」の形成に向けた取組が試行的に行

われていることを評価したい。課題にも示されているように、法律の施行に向けて合理的配慮につい

ての考え方、実践事例の普及・啓発、地域学習の趣旨についての理解・啓発への取組が急がれる。 

２ 教職員の資質・能力の向上 

複雑化・高度化する教育課題に対応するため、組織的かつ効果的に教育活動を展開する必要がある

が、その際、管理職のマネジメント力やリーダーシップが肝要である。管理職研修の充実に関わって、

職能に応じた研修（学校運営研修会、新任主幹教諭研修、新任管理職研修など）を実施し、それぞれ

の研修が受講者にとって高いレベルで実り多い研修となっている。また、組織の力を向上させる一つ

の方策として、ミドルリーダーによる管理職と一般教員の両方へのマネジメントの重要性が着目され

ていることから、点検・評価結果にもあるとおり、ミドルリーダーの育成に向けた取組の充実を期待

したい。 

学校現場の諸課題への対応を図るため、優秀な人材の採用と、実践的指導力を持った教員の育成が

求められている。教員の採用に当たっては、北海道教育委員会と共同で採用試験を実施し、社会人特

別選考や障がい者特別選考などを設け、優秀な人材の幅広い確保に努めている。大学院進学者に係る

登録延長要件を拡大したことも、専門性の高い教員の確保という観点から評価される。また、採用候

補者のうち、大学・大学院の新卒者に対し初めて行われた採用前の研修「フレッシャーズセミナー」（大

学と一部連携）は、受講生から高い評価を得ている。この事業内容の更なる充実を期待したい。今後

の課題の一つとして挙げられている併願制（小学校と特別支援学校小学部など）の導入についても、

積極的な検討を期待したい。 

 札幌市が目指す「分かる・できる・楽しい授業」づくりの推進では、全国的にも例のない札幌市独

自の教員研修事業である「札幌市教育研究推進事業」の担う役割が大きい。平成26年度は、「校内研究

と研究部会をつなぐ研究テーマの重視」という方針の下、取り組まれた。この方針は、この事業の研

究成果をそれぞれの学校の校内研究に生かすことをねらいとしている。参加者が、研究の質の高まり

を感じていることは、この方針の下での取組が効果的であったことを示している。 

授業づくりに関する研修として、幅広く教員のニーズに沿うように「基礎コース」「応用コース」「発

展コース」と講座を開設している。また、教員間の学び合いを促進する研修として、中堅・ベテラン

教員等による授業公開から若手教員が学ぶ研修の場を充実させる取組も行われている。報告書にもあ
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るとおり、少子化によって規模が小さくなってきている学校が増加していることを鑑みると、今後、

これらの研修の持つ意義が一層大きくなると考えられる。 

 民間施設での長期体験研修に関わって、これまで研修終了直後に成果の発表が行われていたのを、

発表時期を研修終了１年後へと平成27年度から変更することが示されている。研修の成果を学校現場

へ還元することがこの研修の趣旨であることから、この改善に期待する。 

３ 学校における情報化の推進 

選定理由にも書かれているとおり、平成25年６月に閣議決定された「第２期教育振興基本計画」に

おいて、ＩＣＴの活用などによる協働型・双方向型の学習の推進が求められている。また、このこと

に加え、札幌市が目指す「分かる・できる・楽しい授業」づくりのための一つの手法として、ＩＣＴ

を活用していくことが必要とされている。平成26年度の具体的な取組として、ＩＣＴ機器・ソフトウ

ェア等の整備が行われ、国の整備目標の水準（「第２期教育振興基本計画」で示されている目標）には

至っていないが、段階的に整備は進められている。また、モデル校でのタブレット端末及びデジタル

教科書を活用した授業についてのアンケートでは、小学校、中学校、いずれにおいても「分りやすい」

と回答した児童生徒の割合が高く、ＩＣＴ機器･ソフトウェアの活用が効果的であることを示してい

る。今後、ハード及びソフト面での整備が、着実に実行されることを期待したい。 

教員のＩＣＴ機器活用指導力向上支援として、「教育の情報化」研修を実施するとともに、ＩＣＴ支

援員をモデル校に派遣し、機器の使い方、教材づくり、そして実践においても大きく貢献しその役割

を果たしている。ＩＣＴの活用は、点検・評価結果にも書かれているが、日々の実践にどうつなげて

いくかが課題である。ＩＣＴ機器を、従来の教具である黒板や教科書などと同様、教具の一つとして

位置づけ、機器の活用が特別なことではなく、教室の中で日常的なものとなることが望まれる。その

ためには、ＩＣＴ機器の使用方法、それぞれの機器の特性を活かした活用方法などについての研修を、

これまで以上に充実させることが必要である。また、校務用コンピュータと教育用コンピュータの安

全な共用の仕組みづくりも計画的に解決すべき課題である。 
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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 札幌市の教育委員会 

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

するため、首長から独立した合議体の執行機関として設置されています。 

札幌市教育委員会は、市長が議会の同意を得て任命した教育長及び５人の委員で組織されてい

ます。 

 ＜札幌市教育委員会（平成27年８月28日現在）＞  ＜札幌市教育委員会（平成27年８月28日現在）＞  ＜札幌市教育委員会（平成27年８月28日現在）＞  ＜札幌市教育委員会（平成27年８月28日現在）＞ 

 氏 名 就任年月日 

教育長 長岡 豊彦 平成27年５月25日 

委員 山中 善夫 平成16年10月11日 

委員 臼井  博 平成18年10月30日 

委員 池田 光司 平成21年11月１日 

委員 池田 官司 平成24年10月11日 

委員 阿部 夕子 平成24年10月11日 

 

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。 

・ 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。 
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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26年度は、定例会・臨

時会合わせて27回の会議を開催し、下表のとおり91件の議案について審議を行いました。 

また、教育委員会の事務に係る案件についての報告も受け、平成26年度は５件を取り扱いまし

た。 

＜平成26年度審議事項＞ ＜平成26年度審議事項＞ ＜平成26年度審議事項＞ ＜平成26年度審議事項＞ 

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 

11件 平成27年度札幌学校教育の重点 等 

教育委員会規則等の制定及び改廃 23件 札幌市教育委員会行政組織規則案 等 

職員の人事に関すること 19件 

学校管理職及び指導主事の人事について 

教職員に対する処分について 等 

議会の議決を経るべき案件の意見

申出 

13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  1件 平成27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 10件 

札幌市特別支援教育振興審議会委員の委

嘱及び任命について 等 

審議会等への諮問  2件 

札幌市教科用図書選定審議会に関する諮

問 

その他 12件 

平成26年度札幌市奨学生（補充及び継続

採用者）の選定 等 

合計 91件 

 

 

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。 

※（）内は、平成26年度の回数を示す。 

   協議会の開催（23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、議案作成に当たり、事務局に助言・指導を行って

います。 

   市議会への出席（27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。 

   各協議会への出席（３回） 

北海道都市教育委員会連絡協議会、指定都市教育委員・教育長協議会等の会員として、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。 
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   学校等の視察（４回、延べ５か所） 

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。 

   その他行事への出席（３回） 

   教育実践功績表彰式等の式典に出席しています。 

 

 上記のほか、随時事務局と打合せを行い、また電話やＦＡＸ等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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Ⅴ 参考 Ⅴ 参考 Ⅴ 参考 Ⅴ 参考 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等 

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同上第４項の規定により事務局職員等に

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

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

ない。 

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

者の知見の活用を図るものとする。 

※同法の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）が、平成26年６月20日に公布され、平成27

年４月１日から施行されている。 

 

２ 審議の過程 

回 年 月 日 審 議 内 容 

１ 平成27年２月24日 平成27年度教育委員会事務の点検・評価の実施方針について 

２ 平成27年３月13日 事務点検・評価の対象施策、意見を徴する学識経験者を決定 

３ 平成27年５月22日 第１回協議（点検・評価対象施策に関する事業・取組について） 

４ 平成27年５月29日 第２回協議（点検・評価対象施策に関する事業・取組について） 

５ 平成27年６月12日 第３回協議（点検・評価対象施策に関する事業・取組について） 

６ 平成27年６月19日 第４回協議（点検・評価対象施策に関する事業・取組について） 

７ 平成27年７月３日 第５回協議（点検・評価対象施策に関する事業・取組について） 

８ 平成27年７月10日 第６回協議（報告書の構成等について） 

９ 平成27年８月28日 平成27年度教育委員会事務点検・評価報告書を議決 

 

  

協議の様子① 協議の様子② 

-82-



３ 過去５年間の点検・評価対象項目 

年 度 項 目 

26 

①幼稚園教育の質的向上 

②健やかな身体の育成（からだ【体】の充実） 

③【雪】に関する学習活動の推進 

25 

① 豊かな心の育成（こころ【徳の充実】‐命・いじめ・不登校関連‐） 

② 【環境】教育の推進 

③ 市立高等学校における新たな制度の導入 

④ 市民が生涯にわたって学べる環境づくり 

24 

① 学ぶ力の育成（まなび【知】の充実） 

② 信頼される学校の創造（安全・安心） 

③ 【読書】活動の推進 

④ 市民の生涯にわたる読書環境づくり 

23 

① 地域における保護者支援 

② 豊かな心の育成（いじめ・不登校等への対応を含む） 

③ 地域で学び育つための家庭・学校・地域が一体となった支援の充実 

④ 明日の社会を担う若者の社会的自立の実現 

＊平成23年度からは「札幌市教育振興基本計画」に関連する「施策」から選定 

22 

１ 教育に関する施策・テーマ 

① 社会性を育む教育 

② 子どもや教員・学校への支援の取組（いじめ・不登校等への対応を含む） 

③ 校種間連携 

④ 札幌らしい特色ある学校教育の推進 

２ 実施プラン 

 ① 学ぶ力の育成に向けた取組 

 ② 子ども未来局等関係部局との連携強化 

 ③ 幼児教育の振興を図る新たなしくみの構築 

 ④ 市立札幌大通高等学校の開設及び特色ある教育活動の推進 

 ⑤ 若者支援のあり方の検討 
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