
〔１〕教育委員

（平成20年4月1日現在）

職　名 氏　名 任　期 職　業

第１章　教育行政

委　員 設楽　雅代
平成１９年１０月２９日

　～ 平成２３年１０月２８日
医　　師

委　員　長 丹羽　祐而
平成１７年１１月１日

　～ 平成２１年１０月３１日
会社社長

委員長職務
代　理　者

野尻　桂子
平成１６年１０月１１日

　～ 平成２０年１０月１０日
元小学校長

教　育　長 奥岡　文夫
平成１９年７月７日

　～ 平成２１年３月３１日

委　員 山中　善夫
平成１６年１０月１１日

　～ 平成２０年１０月１０日
弁護士

委　員 臼井　　博
平成１８年１０月３０日

　～ 平成２２年１０月２９日
大学教授



〔２〕各種審議会委員等

　1　社会教育委員

（発足）　社会教育法第15条に基づき、昭和37年に「社会教育委員条例」を制定し、発足。
（目的）　社会教育の振興に関する諸計画の立案・調査研究、教育委員会の諮問に対する意見陳述。　　　　
（委員）　学校教育関係者・社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者から委嘱（10名以内）。

氏　　名 現　　職（　所　属　） 任　　期
天谷　一男 札幌市PTA協議会会長
大塚　裕子 札幌市中学校長会　管理部 　副部長
梶井　祥子 北海道武蔵女子短期大学准教授
木村　　純 北海道大学高等教育機能開発総合センター教授
武井　昭也 札幌国際大学教授
田崎　一郎 札幌市小学校長会　　会長
鶴羽　佳子 （有）オフィス鶴羽代表取締役
戸田　まり 北海道教育大学札幌校准教授
久村　正也 札幌心身医療研究所所長/医師
宮﨑　善昭 （財）北海道YMCA総主事

　２　通学区域審議会

（発足）　昭和35年に「札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会条例」を制定し、発足。
（目的）　児童生徒の通学区域の設定および変更に関する事項を審議。　　　　
（委員）　学識経験者、ＰＴＡ、市立学校の教職員から15名以内。

　３　奨学審議委員会

（発足）　「札幌市奨学金支給条例」に基づき、昭和26年に発足。
（目的）　奨学生の選定等。
（委員）　民生委員、教育関係者等から15名以内。

氏　　名 現　　職（　所　属　） 任　　期
飯田　真紀 北海道大学大学院メディアコミュニケーション研究院准教授
秋山　敏晴 北海道工業大学総合教育研究部教授
佐藤　真理子 札幌開成高等学校長
伊藤　俊視 札幌市立北翔養護学校長
西岡　憲廣 札幌山の手高等学校長
大塚　裕子 札幌市立上野幌中学校長
小山　香代子 札幌市立東山小学校長
奥村　輝一 札幌市民生委員児童委員協議会理事
猪股　諒 札幌市民生委員児童委員協議会理事
津元　万美江 札幌市ＰＴＡ協議会副会長
田中　博 札幌市ＰＴＡ協議会副会長
朝倉　章永 札幌創成高等学校父母と教師の会会長
上野　洋子 札幌創成高等学校父母の会副会長
定池　光子 札幌市女性団体連絡協会議常任理事

19.11.28
 ～ 21.11.27

19. 7. 1
 ～ 21. 6.30



　４　特別支援教育振興審議会

（発足）　「札幌市特別支援教育振興審議会条例」に基づき、昭和48年に発足。
（目的）　本市の特別支援教育に関する諸問題について調査審議。
（委員）　学識経験者、障害者の福祉に関する事業に従事する者、教育関係者等から20名以内。

氏　　名 現　　職（　所　属　） 任　　期
三浦　哲 北海道教育大学教授
室橋　春光 北海道大学大学院教授
佐藤　満雄 北翔大学教授
上埜　光紀 上埜耳鼻咽喉科院長
松原　良次 医療法人社団慶愛会 札幌花園病院院長
神田　直也 （社）札幌市身体障害者福祉協会会長
柏谷　和夫 （社）札幌肢体不自由児者父母の会会長
島村　恒三 札幌社会福祉専門学校非常勤講師
末廣　隆典 （社福）札幌市社会福祉協議会常務理事
野宮　幸 （社）札幌市手をつなぐ育成会会長
上田　マリ子 （社）日本自閉症協会北海道支部札幌分会札幌ポプラ会会長
長田　じゅん子 北海道学習障害児・者親の会クローバー会長
天谷　一男 札幌市ＰＴＡ協議会会長
鈴木　重男 北海道札幌養護学校長
永根　道史 札幌市立豊成養護学校長
大越　孝彌 札幌市立平和通小学校長
松本　剛 札幌市立福井野中学校長
松浦　映子 札幌市立しんえい幼稚園長
平野　憲一 札幌市立豊平小学校教諭
石川　裕子 札幌市立北辰中学校教諭

　５　教科用図書選定審議会

（発足）　「札幌市教科用図書選定審議会条例」に基づき、昭和28年に発足。
（目的）　札幌市立学校において使用する教科用図書の調査研究。　
（委員）　審議会は、校長および教員、学識経験者（児童生徒の保護者を含む）等から125名以内。

　６　就学援助審議会

（発足）　「札幌市就学援助審議会条例」に基づき、昭和55年に発足。
（目的）　経済的理由によって就学困難な学齢児童および学齢生徒に係る就学援助について調査審議。　　　

　７　札幌市公民館運営審議会

（発足）　社会教育法第29条に基づき、昭和36年に「札幌市公民館条例」を制定し、発足。
（目的）　館長の諮問に応じ、各種の事業の企画実施につき調査審議。
（委員）　学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者から委嘱（10名以内）。

氏　　名 現　　職（　所　属　） 任　　期
尾崎　勝義 元小学校校長
葛西　一枝 月寒地区福祉のまち推進センター総務委員
高橋　俊朗 月寒中央商店街振興組合副理事長
成田　純一 札幌市立月寒小学校校長
三佐川令子 月寒地区青少年育成委員会会長
森下　玉枝 月寒地区交通安全母の会会長
守分　葉子 女声合唱コリデールコール代表

20． 4．1
～ 22．.3．31

18. 7.27
 ～ 20. 7.26



（平成20年4月1日現在）

 　　　　　　　　　　　　

 

 

 　　　　　　　　　　　　

 　

 　　　　　　　　　　　　　　　　

 教育長 

 学校教育部長 

 幼稚園  　17園

 中学校　 100校

 高等学校   9校

 高等専門学校　１校 

 特別支援学校  ４校

指導担当部長

 (月寒まちづくりセンター所長兼務

 主査（調整）

 教職員人事担当課長

（月寒公民館担当課長事務取扱）

 業務課長  奉仕係長

 主査(曙図書館)

 清田図書館長

 主査(清田図書館) 

 澄川図書館長

 総務課長  総務係長

 教学係長

 情報化推進担当係長

 参考調査係長

 生涯学習部長 

 高専事務局長 

 元町図書館長

 管理課長  総務係長

 山の手図書館長

 主査(山の手図書館)

 普及係長 調整担当課長

 曙図書館長

 主査(調整) 

 東札幌図書館長

 調整担当係長

 新琴似図書館長

 主査(新琴似図書館)

 主査(元町図書館) 

 主査(東札幌図書館)

 厚別図書館長

 主査(厚別図書館) 

 西岡図書館長

 主査(西岡図書館) 

 中央図書館長 

部長職  係長職
(（財）公園緑地管理財団派遣 青少年山の家内)

 月寒公民館長

 生涯学習推進課長

 推進担当係長

 社会教育担当係長

 主査 (調整)

 野外教育担当係長

 生涯学習施設担当係長

 月寒公民館担当課長

 生涯学習施設担当課長
 (建築部建築工事担当課長兼務）

 人事担当係長

 人事担当係長

 生涯学習係長

 厚生担当係長

 給与係長

 教育制度担当係長

 人事係長

 教職員課長  教職員係長

 服務担当係長

 教育相談担当係長

 幼児教育担当係長

 研修担当係長

 企画担当課長

 指導担当課長

 指導担当課長

 研修担当課長

 企画担当係長

 企画担当係長

 指導担当係長

 指導担当係長

 教育推進係長

 学事係長

 保健係長

 就学指導係長

 施設担当課長

 土木担当係長

 配置計画担当係長

 施設整備係長

 建築担当係長

 電気担当係長

 栄養指導担当係長

 用地担当係長

 計画係長

 配置計画担当係長

 機械担当係長

〔３〕組織

 総務課長　  庶務係長 総務部長 

札　幌　市
教育委員会 調整担当部長

 財務係長　

 財務担当係長

 学校経理係長

 調整担当係長

 調整担当課長

 管理係長

 調査担当係長

 栄養指導担当課長

 管理課長

 管理担当係長

 情報担当係長

 給食担当課長  給食係長

 情報担当係長

 給食制度担当係長

 栄養指導担当係長

※札幌市教育委員会
は、教育長含め６名の
委員で構成。

 配置計画担当課長

 幼児教育センター担当課長

 教育相談担当課長

 計画課長

 教育推進課長

 教育次長

 （学校）
 小学校　 209校

教育研修担当部長



〔４〕職員数

　１  学校関係職員数
（平成20年5月1日現在）

その他職員 計
 　　　７６４　人 ５，６８７　人
 　　　３４６　人 ３，２７７　人
 　　　　５２　人 ６２８　人

 　　　　１１　人  　　　　１１　人 ２２　人
 　　　　４２　人 ２１６　人
 　　　　１７　人 １８９　人
 　１，２３２　人　　　　１０，０１９　人

　２　事務局関係職員数
（平成20年5月1日現在）

※教育委員会事務局関係職員には派遣職員を含む

う　ち　指　導　主　事 　３７　人

区　　　　分 職　　　員　　　数
教育委員会事務局関係職員 ２９３　人

幼 稚 園 　　　１７２　人
計  　８，７８７　人

高 等 専 門 学 校
特 別 支 援 学 校 　　　１７４　人

中 学 校 　２，９３１　人
高 等 学 校 　　　５７６　人

校　　　　種 教職員
小 学 校 　４，９２３　人


