
第１章 教育委員会の活動状況

第 １ 章 の ポ イ ン ト

教育委員会の概要、会議の開催状況、法規・規則等の制定、計画等の策定状況、

許認可事務の概況など、令和元年度（2019年度）に教育委員会が行った活動状況

について整理しています。



１ 教育委員会の概要

(1) 教育委員会とは

教育委員会とは、都道府県や市町村等に置かれる行政委員会の一つで、首長から独立した合議

制の執行機関です。

北海道教育委員会は、北海道議会の同意を得て北海道知事が任命した教育長と５名の委員をも

って構成されています。

(2) 教育委員会の所管事務

教育委員会では、学校教育や社会教育、文化財保護など、法律によって教育委員会の職務権限

として定められている多くの事務を管理・執行しています。

なお、大学、私立学校、文化（文化財保護に関する事務を除く。）、スポーツ（学校体育に関

する事務を除く。）に関する事務については、知事が管理・執行しています。

(3) 教育長及び委員の職務

教育長及び委員は、教育委員会の会議に出席して、本道の教育行政に係る基本方針の策定や教

育関係規則の制定など、教育に関する様々な案件について審議・決定をしています。

また、全道の教育関係施設の状況を視察し、職員との意見交換などを行う教育状況調査や、各

種会議等への出席、教育に関する各種行事への出席など、多様な職務を行っています。

(4) 教育委員会の構成

教育委員会は、教育長と５名の委員によって構成されており、その任期は、法律によって教育

長が３年、委員が４年（いずれも再任可能）となっています。

教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。

【教育長・委員名簿（令和元年度（2019年度））】

（平成31年(2019年)４月１日～令和２年(2020年)３月31日）

職名 氏名 職業 任期

教育長 佐藤 嘉大 （さとう よしひろ） － H30. 6. 1～ R3. 5.31

※R2.4.4退任

委 員 鶴羽 佳子 （つるは よしこ） 会社役員 H27.10.29～ R元.10.28

(H23.10.29～H27.10.28)

委 員 末岡 裕文 （すえおか ひろふみ） 医師 H28.10.29～ R2.10.28

(H24.10.29～H28.10.28)

委 員 田澤 由利 （たざわ ゆり） 会社役員 H28.10.29～ R2.10.28

(H24.10.29～H28.10.28)

委 員 橋場 弘之 （はしば ひろゆき） 弁護士 H30.10.30～ R4.10.29

(H26.10.30～H30.10.29)

委 員 山本 伸弘 （やまもと のぶひろ） 元道立高等学校長 H29.10.29～ R3.10.28

委 員 青山 夕香 （あおやま ゆか） 会社役員 Ｒ元.10.29～ R5.10.28

※任期欄の（ ）は再任前の任期
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２ 教育委員会の会議

北海道教育委員会の会議は、原則公開により、毎月２回開催しています。

会議では教育長及び５名の委員が、本道の教育行政に係る基本方針の策定や教育関係規則の制

定など、教育に関する様々な案件について審議・決定しています。

また、重要施策の進捗状況や成果などについて、事務局から報告しています。

[付議案件の区分について]

議案：「北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則」（平成元年北海道教育委員会

規則第２号）第３条の規定により、教育委員会の会議において議決することとされているもの。教育委

員会規則の制定や改廃、教育に関する事務の管理及び執行の基本方針の決定、道立学校等の所管機関の

設置廃止に関する方針の決定など。

了解：本来議案として付議するものであるが、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議を開くい

とまがないと認められる案件について、教育長専決で処理することを事前に了解するもの。

報告：教育長が教育委員会から委任を受けた事務のうち、教育長又は委員が重要と認めるものについての管理

及び執行の状況並びに教育委員会の議決を必要とするものではないが、重要施策の進捗状況や成果など、

道民の関心が高いと考えられる事項等について教育委員会に報告するもの。

期日 場所 区分 付議案件等

31. 4.10 教育委員会室 議案 ・附属機関等の設置又は開催及び運営に関する基準の一部改正について

・北海道立図書館管理規則及び北海道立図書館利用規則の一部を改正する教育委

員会規則の制定について

・北海道立高等学校学則の一部を改正する教育委員会規則の制定について

・北海道教科用図書選定審議会に対する諮問について

・北海道教科用図書選定審議会委員の任命について

・北海道いじめ問題審議会委員の任命について

報告 ・今後の広報広聴活動の在り方について

・文部科学大臣表彰（子供の読書活動優秀実践校等）の被表彰校、被表彰館及び

被表彰団体の決定について

・不利益処分審査請求事案に係る裁決について

31. 4.24 教育委員会室 議案 ・元号を改める政令の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する教育委員会

規則の制定について

・学校運営協議会の設置について

・北海道教育推進会議委員の任命について

・北海道教科用図書選定審議会委員の任命について

・学校職員の懲戒処分等について

了解 ・損害賠償請求控訴事件に係る知事からの事務の委任について

報告 ・教科用図書採択の業務に従事する職員の在宅勤務実施要綱について

・平成32年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査の実施について

・平成30年度「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等

に関する調査」の結果について

元. 5.15 教育委員会室 議案 ・北海道産業教育審議会委員の任命について

・北海道立近代美術館協議会委員の任命について

・学校職員の懲戒処分について

了解 ・令和元年度教育費補正予算案について

報告 ・北海道教科用図書選定審議会からの答申について

・平成31年３月公立高等学校卒業者の就職決定状況について

・損害賠償請求事件の判決について

元. 5.29 教育委員会室 議案 ・北海道教育庁組織規則等の一部を改正する教育委員会規則の制定について

・附属機関等の設置又は開催及び運営に関する基準等の一部改正について

・北海道社会教育委員の委嘱について

・教育職員免許状の取上げ処分について

・教育庁等職員の異動について

・学校職員の懲戒処分等について

報告 ・令和元年春の叙勲受章者（教育行政関係、学校教育関係及び学校保健関係）の

決定について

・不利益処分に対する審査請求について
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期日 場所 区分 付議案件等

元. 6. 4 教育委員会室 議案 ・特別支援学校の新設について

・令和元年度教育行政執行方針について

報告 ・公立高等学校配置計画案（令和２年度(2020年度)～４年度(2022年度)）について

・令和２年度(2020年度)公立特別支援学校配置計画案について

・平成30年度(2018年度)の体罰に係る実態把握について

・令和元年度教育費補正予算案について

・道立学校教職員による飲酒運転について

元.6.19 教育委員会室 議案 ・不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整

理に関する教育委員会規則の制定について

・北海道立帯広美術館協議会委員の任命について

・北海道立図書館協議会委員の任命について

・教育庁等職員の異動について

・北海道知事等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

報告 ・北海道教科用図書選定審議会からの答申について

・令和元年度北海道学校給食功績者表彰について

・学校における働き方改革北海道アクション・プランの見直し案について

・文部科学大臣表彰（優良PTA）の候補団体の推薦について

・不当労働行為救済申立事件の申立ての取下げについて

元. 7.10 教育委員会室 議案 ・令和２年度(2020年度)国の文教施策及び予算に関する提案・要望について

・損害賠償請求控訴事件に係る知事からの事務の委任について

・北海道教育推進会議委員の任命について

・北海道立函館美術館協議会委員の任命について

・北海道学校保健審議会委員の任命について

・公立高等学校長の異動について

・学校職員の懲戒処分等について

報告 ・教科用図書採択の業務に従事する職員の在宅勤務実施状況について
元. 7.24 教育委員会室 議案 ・学校における働き方改革北海道アクション・プランの見直しについて

・個人情報の存否を明らかにしない決定処分及び個人情報一部開示決定処分に対

する審査請求に係る裁決について

報告 ・中学校生徒の英語力向上に向けた「英検ＩＢＡ」の実施について

・文部科学大臣表彰（教育者表彰）の候補者の推薦について

・文部科学大臣表彰（視聴覚教育・情報教育功労者）の候補者の推薦について

・文部科学大臣表彰（地方教育行政功労者）の候補者の推薦について

・出張旅費等返還等請求事件に係る判決について
・不利益処分に対する審査請求について

元. 8. 7 教育委員会室 議案 ・北海道立高等学校学則等の一部を改正する教育委員会規則の制定について

・北海道文化財保護審議会に対する諮問（無形民俗文化財の指定）について

・公文書一部開示決定処分に対する審査請求に係る裁決について

・教育庁等職員及び学校職員の懲戒処分等について

了解 ・北海道立学校条例の一部を改正する条例の制定について

・令和元年度教育費補正予算案について

報告 ・平成31年度（2019年度）公立高等学校入学者選抜の実施状況について

・平成31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果のポイントについて

・カラフトナヨロ惣乙名文書（ヤエンコロアイヌ文書）に係る重要文化財の指定

について

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産推薦候補選定について

・文部科学大臣表彰（学校保健・学校安全関係）の候補者等の推薦について

・不利益処分に対する審査請求について

・北海道職員等の退職手当に関する条例の規定に基づく処分に対する審査請求に

ついて

元. 8.27 北海道立釧路 議案 ・平成30年度（2018年度）北海道教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告

芸術館 書について

・北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

・地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について
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期日 場所 区分 付議案件等

元. 8.27 北海道立釧路 報告 ・公立学校施設の耐震改修状況調査結果について

芸術館 ・高等学校における遠隔授業について

・釧路の教育概況について

・令和元年度教育費補正予算案について

元. 9. 3 教育委員会室 議案 ・公立高等学校配置計画（令和２年度（2020年度）～４年度（2022年度））につ

いて

・令和２年度（2020年度）公立特別支援学校配置計画について

・北海道情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問について

報告 ・令和２年春の叙勲候補者（教育行政関係、学校教育関係及び学校保健関係）の

推薦について

・不利益処分に対する審査請求について

・北海道立学校条例の一部を改正する条例の制定について

元. 9.18 教育委員会室 議案 ・令和元年度北海道教育功績者表彰の被表彰者の決定について

・教育庁等職員の異動について

・教育庁等職員及び学校職員の懲戒処分等について

報告 ・令和２年度(2020年度)文部科学関係概算要求の概要について

・令和２年度(2020年度)に道立高等学校、道立中等教育学校後期課程及び道立特

別支援学校高等部で使用する教科用図書の採択結果について

・道立特別支援学校小学部及び中学部並びに道立中等教育学校前期課程で使用す

る教科用図書の採択結果について

・文部科学大臣表彰（視聴覚教育・情報教育功労者）の被表彰者の決定について

・文部科学大臣表彰（「家庭教育支援チーム」の活動）の候補活動の推薦につい

て

・文部科学大臣表彰（障害者の生涯学習支援活動）の候補者等の推薦について

・文部科学大臣表彰（地方教育行政功労者）の被表彰者の決定について

元.10. 9 教育委員会室 議案 ・北海道情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問について

・学校職員の懲戒処分等について

報告 ・給与改定に関する人事委員会の給与勧告等について

・令和５年度（2023年度）全国高等学校総合体育大会（夏季大会）の北海道開催

について

元.10.23 教育委員会室 了解 ・令和元年度教育費補正予算案について

報告 ・令和２年度（2020年度）北海道・札幌市公立学校教員採用候補者の登録につい

て

・平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結

果について

・文部科学大臣表彰（学校保健・学校安全関係）の被表彰者等の決定について

・文部科学大臣表彰（地域学校協働活動）の候補活動の推薦について

・文部科学大臣表彰（優良公民館）の候補館の推薦について

・文部科学大臣表彰（社会教育功労者）の候補者の推薦について

元.11. 7 教育委員会室 議案 ・北海道立高等学校学則の一部を改正する教育委員会規則の制定について

・北海道立高等学校通学区域規則の一部を改正する教育委員会規則の制定につい

て

・北海道立高等学校教育課程編成基準の全部改正について

・北海道立特別支援学校学則の一部を改正する教育委員会規則の制定について

・学校職員の懲戒処分について

了解 ・北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の制定について

報告 ・教育長職務代行者の指名について

・平成31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査北海道版結果報告書につい

て

・特別天然記念物「野幌原始林」及び史跡「キウス周堤墓群」の追加指定につい

て

・令和元年秋の叙勲受章者（教育行政関係、学校教育関係及び学校保健関係）の

決定について

・文部科学大臣表彰（優良ＰＴＡ）の被表彰団体の決定について

・文部科学大臣表彰（障害者の生涯学習支援活動）の被表彰者等の決定について
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期日 場所 区分 付議案件等

元.11.15 教育委員会室 議案 ・教育庁等職員の懲戒処分について

・教育庁等職員の異動について

元.11.20 教育委員会室 議案 ・北海道文化財保護審議会に対する諮問について

・北海道教育推進会議委員の任命について

報告 ・令和元年度教育費補正予算案について

・文部科学大臣表彰（優秀教職員）の候補者等の推薦について

・不利益処分に対する審査請求の取下げについて

・退職手当返納命令取消等請求事件の判決について

・北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の制定について

元.12. 4 教育委員会室 議案 ・教育職員免許法施行細則の一部を改正する教育委員会規則の制定について

・教育庁等職員及び学校職員の懲戒処分について

報告 ・文部科学大臣表彰（地域学校協働活動）の被表彰活動の決定について

・不利益処分審査請求事案に係る裁決について

元.12.18 教育委員会室 議案 ・令和２年度予算概算要求の基本方針について

・教育庁等職員の異動について

・学校職員の懲戒処分等について

了解 ・令和２年度教育費予算案について

報告 ・文部科学大臣表彰（子供の読書活動優秀実践校等）の候補校、候補館及び候補

団体の推薦について

・文部科学大臣表彰（教育者表彰）の被表彰者の決定について

・文部科学大臣表彰（優秀教職員）の被表彰者等の決定について

2. 1.15 教育委員会室 議案 ・退職手当返納命令取消等請求控訴事件に係る知事からの事務の委任について

・教育庁等職員及び学校職員の懲戒処分等について

了解 ・令和元年度教育費補正予算案について

報告 ・令和２年度（2020年度）文部科学関係予算（案）の概要について

・令和２年度（2020年度）北海道公立学校教員採用候補者（特別選考）の登録に

ついて

・令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果のポイントについて

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産推薦決定について

・文部科学大臣表彰（「家庭教育支援チーム」の活動）の被表彰活動の決定につ

いて

・文部科学大臣表彰（優良公民館）の被表彰館の決定について

・文部科学大臣表彰（社会教育功労者）の被表彰者の決定について

・不利益処分審査請求事案に係る裁決について

2. 1.29 教育委員会室 議案 ・北海道受動喫煙防止条例の制定について

・令和元年度北海道教育実践表彰の被表彰校及び被表彰者の決定について

・学校職員の懲戒処分について

了解 ・公有財産の売払処分について

・北海道職員等の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について

・北海道立学校条例の一部を改正する条例の制定について

・北海道立青少年体験活動支援施設条例の一部を改正する条例の制定について

報告 ・令和２年度（2020年度）公立高等学校入学者選抜出願状況等について
2. 2.12 教育委員会室 議案 ・令和２年度（2020年度）教育行政執行方針について

・北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

・北海道知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について

・北海道職員等の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定について

・学校職員の懲戒処分について

了解 ・令和元年度教育費補正予算案について

・北海道立博物館条例の一部を改正する条例の制定について

・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改

正する条例の制定について

報告 ・ハワイ州教育局との覚書の締結について

・令和元年度教育費補正予算案について

・令和２年度教育費予算案について

・令和２年秋の叙勲候補者（教育行政関係、学校教育関係及び学校保健関係）の

推薦について

・公有財産の売払処分について

・北海道職員等の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について

・北海道立学校条例の一部を改正する条例の制定について
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期日 場所 区分 付議案件等

2. 2.26 教育委員会室 議案 ・北海道情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問について

・公立高等学校長の異動について

・道立特別支援学校長の異動について

・教育庁等職員及び学校職員の懲戒処分について

報告 ・新型コロナウイルス感染症への対応について

・令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査北海道版結果報告書について

・学校における働き方改革北海道アクション・プランの見直し案について

・令和元年度教育費補正予算案について

・北海道立青少年体験活動支援施設条例の一部を改正する条例の制定について

・北海道立博物館条例の一部を改正する条例の制定について

・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改

正する条例の制定について

2. 3.17 教育委員会室 議案 ・災害共済給付に係る共済掛金の徴収規則の一部を改正する教育委員会規則の制

定について

・北海道青少年健全育成推進本部設置規程を廃止する訓令の制定について

・公文書一部開示決定処分に対する審査請求に係る裁決について

・教育庁等職員及び学校職員の懲戒処分等について

報告 ・新型コロナウイルス感染症への対応について

・第27期北海道産業教育審議会建議について

2. 3.30 教育委員会室 議案 ・北海道教育庁組織規則等の一部を改正する教育委員会規則の制定について

・北海道教育委員会の任命に係る職員の旅費支給規程を廃止する教育委員会訓令

の制定について

・教育職員の業務量の適切な管理等に関する教育委員会規則の制定について

・学校における働き方改革北海道アクション・プランの見直しについて

・北海道立学校職員の人事評価に関する要綱等の一部を改正する要綱の制定につ

いて

・北海道立学校における学校運営協議会の設置等に関する教育委員会規則の一部

を改正する教育委員会規則の制定について

・学校運営協議会の設置（道立高等学校）について

・学校運営協議会の設置（道立特別支援学校）について

・教育庁等職員の異動について

・学校職員の懲戒処分について

報告 ・新型コロナウイルス感染症への対応について

・北海道総合教育大綱（原案）について

・令和３年度（2021年度）北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査の実

施について

・令和２年度（2020年度）北海道教職員研修計画について

・不利益処分審査請求事案に係る決定について
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３ 教育委員の活動状況

(1) 教育状況調査

期 日 調査対象 委員名

８月20日（火） 夕張市立ゆうばり小学校、夕張中学校、夕張高校、夕張市公営塾「夕張 鶴羽委員

学舎キセキノ」（夕張市） 橋場委員

山本委員

８月28日（水） 北海道教育大学附属釧路小学校、北海道教育大学釧路校（釧路市）、鶴 鶴羽委員

居村立下幌呂小学校（鶴居村） 末岡委員

田澤委員

橋場委員

山本委員

９月４日（水） 利尻富士町立利尻小学校、鬼脇中学校（利尻富士町）、利尻町立沓形小 山本委員

～５日（木） 学校、利尻高校（利尻町）、礼文町立香深中学校、礼文高校（礼文町）

９月12日（木） 島根県立隠岐島前高校、隠岐國学習センター等（島根県海士町） 鶴羽委員

～13日（金）

９月25日（水） 旭川農業高校、旭川美術館（旭川市） 鶴羽委員

10月１日（火） 新十津川町立新十津川中学校（新十津川町） 鶴羽委員

10月16日（水） 札幌東高校（札幌市） 末岡委員

10月16日（水) 今金町立今金小学校（今金町）、厚沢部町立厚沢部中学校（厚沢部町）、 山本委員

～17日（木） 江差高校（江差町）

10月18日（金) 白糠町立庶路学園、白糠養護学校（白糠町）、釧路市立博物館（釧路市） 鶴羽委員

～19日（土）

11月21日（木） 岩見沢市立南小学校（岩見沢市） 青山委員

11月23日（土） 釧路市立中央図書館（釧路市） 山本委員

12月13日（金） 道立教育研究所（江別市） 橋場委員

山本委員

青山委員

１月20日（月） 北広島市立東部小学校、東部中学校（北広島市） 青山委員

１月27日（月） 札幌工業高校（札幌市） 青山委員

１月30日（木） 小樽市立山の手小学校、北陵中学校（小樽市） 青山委員

１月31日（金） 津別高校（津別町） 田澤委員
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期 日 調査対象 委員名

２月５日（水） 札幌視覚支援学校、真駒内養護学校（札幌市） 青山委員

２月13日（木） 網走市立網走小学校及び日本体育大学附属高等支援学校（網走市） 山本委員

２月21日（金） 美唄聖華高校（美唄市） 橋場委員

(2) 各種会議への出席・意見交換会・打合せなど

期 日 活動内容 委員名

５月22日（水） 令和元年度新任指導主事研修会（札幌市） 山本委員

６月６日（木） 令和元年度北部ブロック道県教育委員協議会（秋田県秋田市） 鶴羽委員

末岡委員

田澤委員

橋場委員

山本委員

６月20日（木） 第10回学校・教育総合展（東京都） 田澤委員

７月８日（月） 全国都道府県教育委員会連合会第１回総会等（高知県高知市） 鶴羽委員

～９日（火）

７月12日（金） 札幌市立大学公開講座「AIとロボットの未来」（札幌市） 鶴羽委員

橋場委員

山本委員

７月18日（木） 令和元年度第１回北海道総合教育会議（札幌市） 鶴羽委員

末岡委員

田澤委員

橋場委員

山本委員

７月25日（木） 令和元年度北海道高等学校商業教育研究集会・協議会（札幌市） 田澤委員

８月１日（木） 夏の教育セミナー「本番間近！大学入試改革」（札幌市） 鶴羽委員

８月２日（金） 令和元年度夏季管理職研修講座（小樽市） 橋場委員

８月31日（土） 第53回小樽市ＰＴＡ連合会研究大会（小樽市） 鶴羽委員

９月11日（水） 「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道（札幌市） 山本委員

９月24日（火） 上川教育局職場研修（旭川市） 鶴羽委員

－8－



期 日 調査対象 委員名

９月30日（月） 教育庁等女性職員職場研修（札幌市） 鶴羽委員

10月12日（土） 第66回日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会札幌大会（札幌市） 鶴羽委員

10月17日（木） NoMaps2019カンファレンス「知る・語る地域創生と学校の魅力向上」（札 鶴羽委員

幌市）

10月23日（水） 令和元年度第２回北海道総合教育会議（札幌市） 鶴羽委員

末岡委員

田澤委員

橋場委員

山本委員

10月29日（火） 令和元年度都道府県・指定都市教育委員研究協議会（東京都） 山本委員

11月４日（月） 教育カンファレンス（Edvation x summit2019）（東京都） 田澤委員

～５日（火）

11月17日（日） 令和元年度第67回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会（東 田澤委員

京都）

11月19日（火） 令和元年度市町村教育委員会新任委員研修会（札幌市） 橋場委員

12月18日（水） 令和元年度第３回北海道総合教育会議（札幌市） 末岡委員

田澤委員

橋場委員

山本委員

青山委員

１月27日（月） 全国都道府県教育委員会連合会第２回総会等（東京都） 末岡委員

～28日（火）

２月５日（水） 教育委員会と公安委員会の意見交換会（札幌市） 末岡委員

橋場委員

山本委員

青山委員

(3) 各種行事への出席（祝辞・挨拶など）

期 日 活動内容 委員名

５月８日（水） 北海道高等学校長協会平成31年度第１回総会・前期研究協議会（札幌市） 山本委員

５月14日（火） 北海道町村教育委員会連合会総会（札幌市） 鶴羽委員
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期 日 調査対象 委員名

５月22日（水） 第68回全国美術館会議（札幌市） 鶴羽委員

５月24日（金） 中標津支援学校小・中学部開設式（中標津町） 山本委員

６月８日（土） 東山魁夷唐招提寺御影堂障壁画展（札幌市） 山本委員

７月11日（木） 第56回北海道市町村教育委員会研修会（札幌市） 鶴羽委員

８月９日（金） カラヴァッジョ展開会式・内覧式（札幌市） 橋場委員

９月28日（土） 野幌高校創立70周年記念式典（江別市） 鶴羽委員

10月５日（土） 札幌月寒高校創立70周年記念式典（札幌市） 鶴羽委員

10月10日（木） 第63回北海道高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会（札幌市） 田澤委員

10月10日（木） 令和元年度北海道スポーツ賞贈呈式（札幌市） 山本委員

10月13日（日） 津別高校創立70周年記念式典（津別町） 田澤委員

10月19日（土） 釧路江南高校創立100周年記念式典、釧路工業高校創立80周年記念式典（釧 鶴羽委員

路市）

10月19日（土） 深川東高校創立90周年記念式典（深川市） 橋場委員

10月26日（土） 滝川高校創立90周年記念式典（滝川市） 橋場委員

10月30日（水） 令和元年度北海道社会貢献賞（私学教育功績者）表彰式（札幌市） 山本委員

11月９日（土） 小樽商業高校閉校記念式典（小樽市） 橋場委員

11月19日（火） アイヌ工芸品展開会式・内覧式（札幌市） 橋場委員

11月23日（土） 白糠高校創立70周年記念式典（白糠町） 山本委員

12月１日（日） ティーボール北の甲子園大会北海道知事Ｃｕｐ開会式（札幌市） 橋場委員

１月７日（火） 北海道高等学校長協会後期研究協議会（札幌市） 山本委員

１月25日（土） 北海道151年のヴンダーカンマー展開会式・内覧式（札幌市） 青山委員
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４ 法規・規則等の制定、計画等の策定状況

(1) 教育関係条例

番 号 題 名 公 布 施 行

年月日 年月日

（元年）

3 北海道知事等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 元. 7.23 元. 8. 1

22
地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に

元.10.16 2. 4. 1
関する条例

23 北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 元.10.16 2. 4. 1

31 北海道立学校条例の一部を改正する条例 元.10.16 2. 4. 1

39 北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 元.12.20 元.12.20

（2年）

2 北海道知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 2. 3.31 2. 4. 1

4 北海道受動喫煙防止条例 2. 3.31 2. 4. 1

9 北海道職員等の分限に関する条例の一部を改正する条例 2. 3.31 2. 3.31

10 北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 2. 3.31 2. 4. 1

12 北海道職員等の定数に関する条例の一部を改正する条例 2. 3.31 2. 4. 1

61
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条

2. 3.31 2. 4. 1
例の一部を改正する条例

62 北海道立青少年体験活動支援施設条例の一部を改正する条例 2. 3.31 2. 4. 1

63 北海道立博物館条例の一部を改正する条例 2. 3.31 2. 4. 1

64 北海道立学校条例の一部を改正する条例 2. 3.31 2. 8. 1

(2) 教育委員会規則

番 号
題 名 公 布 施 行

年月日 年月日

（31年）

7 北海道立図書館管理規則及び北海道立図書館利用規則の一部を改
31. 4.16 31. 4.16

正する教育委員会規則

8 北海道立高等学校学則の一部を改正する教育委員会規則 31. 4.16 31. 4.16
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番 号
題 名 公 布 施 行

年月日 年月日

9 元号を改める政令の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関す
31. 4.26 元. 5. 1

る教育委員会規則

（元年）

1 北海道教育庁組織規則等の一部を改正する教育委員会規則 元. 5.31 元. 6. 1

2
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委

元. 6.25 元. 7. 1
員会規則の整理に関する教育委員会規則

3 北海道立高等学校学則等の一部を改正する教育委員会規則 元. 8.13 元. 8.13

4 北海道立高等学校学則の一部を改正する教育委員会規則 元.11.13 2. 4. 1

5 北海道立高等学校通学区域規則の一部を改正する教育委員会規則 元.11.13 3. 4. 1

6 北海道立特別支援学校学則の一部を改正する教育委員会規則 元.11.13 2. 4. 1

7 教育職員免許法施行細則の一部を改正する教育委員会規則 元.12.10 元.12.14

（2年）

1
災害共済給付に係る共済掛金の徴収規則の一部を改正する教育委

2. 3.23 2. 4. 1
員会規則

2 北海道教育庁組織規則等の一部を改正する教育委員会規則 2. 3.31 2. 4. 1

3 教育職員の業務量の適切な管理等に関する教育委員会規則 2. 3.31 2. 4. 1

4
北海道立学校における学校運営協議会の設置等に関する教育委員

2. 3.31 2. 4. 1
会規則の一部を改正する教育委員会規則

(3) 計画等の策定状況

年月日 計 画 等 名

元. 9. 3 公立高等学校配置計画

元. 9. 3 公立特別支援学校配置計画
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５ 審議会等審議概況

令和元年度(2019年度）は、北海道教育推進会議において、「北海道教育委員会の活動状況に関す

る点検・評価」について審議を行ったほか、北海道産業教育審議会では、「これからの本道産業教

育の充実方策」について審議を行いました。

なお、各審議会等における審議事項は次のとおりです。

会 議 諮問・決議等
名 称 委員数 審議事項

開催数 種別 年月日

北海道教育推進会議 13 ４ ・北海道教育委員会の活動状況に関する 審議 元. 5.24

点検・評価について 元. 7.22

元. 8.21

２. 2.10

北海道教科用図書選定 20 ３ ・令和２年度から使用する小学校用教科 諮問 31. 4.15

審議会 用図書、令和２年度に使用する中学校 審議

用教科用図書及び令和２年度使用教科

用図書のうち学校教育法附則第９条に

規定する教科用図書の採択基準につい

て

・令和２年度から使用する小学校用教科

用図書、令和２年度に使用する中学校

用教科用図書並びに令和２年度使用小

・中学部を置く特別支援学校及び小・

中学校特別支援学級教科用図書（一般

図書）採択参考資料について

・令和２年度から使用する小学校用教科 答申 31. 4.24

用図書、令和２年度に使用する中学校 審議

用教科用図書及び令和２年度使用教科

用図書のうち学校教育法附則第９条に

規定する教科用図書の採択基準につい

て

・令和２年度から使用する小学校用教科

用図書、令和２年度に使用する中学校

用教科用図書並びに令和２年度使用小

・中学部を置く特別支援学校及び小・

中学校特別支援学級教科用図書（一般

図書）採択参考資料について

・令和２年度から使用する小学校用教科 答申 元. 6. 8

用図書、令和２年度に使用する中学校 審議

用教科用図書並びに令和２年度使用小

・中学部を置く特別支援学校及び小・

中学校特別支援学級教科用図書（一般

図書）採択参考資料について
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会 議 諮問・決議等
名 称 委員数 審議事項

開催数 種別 年月日

北海道学校保健審議会 15 １ ・「学校保健」文部科学大臣表彰について 審議 元. 7.17

・令和元年度学校保健関係事業について 報告

・学校における食育の推進について

・感染症の発生状況について

北海道社会教育委員の 15 ３ ・北海道の社会教育の振興方策について 諮問 元.６.12

会議 ・令和２年度社会教育関係団体等補助金 審議 元.11.13

について 答申 ２.１.22

北海道文化財保護審議 15 ３ ・文化財の指定（登録）の状況について 報告 元. 8.27

会 ・令和元年度市町村指定文化財の状況に 審議

ついて

・北海道文化財保存活用大綱について

・道指定文化財の指定に向けた取組につ

いて

・北海道における文化財保存活用大綱に 審議 元.12. 4

ついて

・北海道における文化財保存活用大綱に 審議 ２. 2.10

ついて

北海道生涯学習審議会 15 ２ ・人口減少時代の地域づくりにむけた生 審議 元.８.29

涯学習の推進について 元.11.20

北海道産業教育審議会 15 １ ・これからの本道産業教育の充実方策に 審議 ２. 1 22

ついて

北海道いじめ問題審議 10 1 ・北海道いじめ防止等に向けた取り組み 審議 元. 5.27

会 プランについて

・いじめ把握のためのアンケート調査様

式について
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６ 許認可事務の概況

(1) 教育職員免許状の授与等

免許状の授与件数は6,943件であり、平成30年度（2018年度）と比較して、249件減少していま
す。

専修免許状 １種免許状 ２種免許状 特別免許状 臨時免許状 合 計
区 分

H30 R元 H30 R元 H30 R元 H30 R元 H30 R元 H30 R元

小学校 62 60 711 695 191 168 66 93 1,030 1,016

中学校 136 103 1,240 1,173 244 216 1 18 24 1,639 1,516

高等学校 212 176 1,685 1,654 5 1 45 46 1,947 1,877

特別支援学校 5 9 446 475 524 487 975 971

幼稚園 6 3 357 408 1,034 952 1,397 1,363

養護教諭 4 3 83 93 17 24 5 11 109 131

栄養教諭 2 1 45 47 47 18 94 66

自立教科等 2 1 1 1 3

合 計 427 355 4,567 4,547 2,057 1,865 7 2 134 174 7,192 6,943

(2) 文化財の指定状況

令和元年度（2019年度）は国指定重要文化財１件、国指定史跡１件、登録有形文化財６件の指

定・登録を行いました。

重要文化財 カラフトナヨロ惣乙名文書（ヤエンコロアイヌ文書）（札幌市）

史跡 標津遺跡群 三本木遺跡（標津町）

登録有形文化財 札幌市旧三菱鉱業寮（札幌市）、函館公園こどものくに空中観覧車（函館市）、

網走市立郷土資料館本館（網走市）、網走市立郷土資料館新館（網走市）、旧

大野家住宅主屋（旧大野組事務所兼主屋）（士別市）、幌泉灯台記念館（えり

も町）

［指定等文化財の現状］ 令和２年（2020年）３月31日現在

国
区分 道指定 計

指定 選定 登録

国宝 1 1

重要文化財 57 57

重要文化財（国保有） 5 5

有形文化財 87 87

重要有形民俗文化財 4 4

有形民俗文化財 6 6

重要無形民俗文化財 2 2

無形民俗文化財 7 7

特別史跡 1 1

史跡 55 26 81

名勝 3 2 5

特別天然記念物 6 6

天然記念物 41 35 76

計 175 163 338

重要伝統的建造物群保存地区 1 1

重要文化的景観 1 1

登録有形文化財（建造物） 150 150

登録記念物（名勝地関係） 1 1

(3) 銃砲刀剣類の登録状況

銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、審査会を開催し、登録証の交付等を次のとおり行いました。

・審 査 会 ： 札幌３会場、地方１会場（旭川）で開催

・登録証の交付等 ： 登録証交付74件、登録証再交付28件、所有者等変更719件

－15－



７ 市町村教育委員会及び学校等への情報提供、指導・助言・援助の状況

令和元年度（2019年度）は、校種ごとに教育課程の改善に資する手引などの指導資料を作成して、

学校や教育委員会等に配布し情報提供を行うとともに、会議等の開催、通知等を通して、指導・助

言・援助を行いました。

(1) 主な指導資料

名 称 目 的 対 象 発行年月 担当課

令和元年度高等学校教育 学習指導要領に基づいた教 高等学校教員 令和元年 高校教育課

課程編成・実施の手引 育課程の適切な編成・実施 10月

平成31年度(令和元年度) 学力向上に向けた取組の推 市町村教委 令和元年 義務教育課
全国学力・学習状況調査 進 小・中学校教員等 ７月
調査結果のポイントにつ
いて

アイヌの人たちの歴史・ 学校教育におけるアイヌの 小・中学校教員等 令和元年
文化等に関する啓発資料 人たちの歴史・文化等に関 ７月
「ピラサ」 する学習の一層の充実

平成31年度(令和元年度) 学力向上に向けた取組の推 市町村教委 令和元年
全国学力・学習状況調査 進 小・中学校教員等 11月
北海道版結果報告書

令和２年度小学校教育課 学習指導要領に基づいた教 小学校、特別支援 令和２年
程編成の手引 育課程の適切な編成・実施 学校小学部教員 ３月

令和２年度中学校教育課 学習指導要領に基づいた教 中学校、特別支援 令和２年
程編成の手引 育課程の適切な編成・実施 学校中学部教員 ３月

北海道における小中一貫 地域や児童生徒の実態に応 市町村教委等 令和２年
教育について（第３版） じた小中一貫教育の充実 ３月

道徳教育の抜本的改善・ 自尊感情、規範意識の醸成 市町村教委 令和２年
充実に係る支援事業 成 小・中学校教員等 ３月
果普及資料「自尊感情、
規範意識を醸成する道徳
教育の充実」

観光教育ガイドブック 地域創生の重要な取組であ 市町村教委 令和２年
る観光産業への理解を深め 小・中学校教員等 ３月
る観光教育の充実

帰国・外国人児童生徒が 日本語指導が必要な児童生 市町村教委 令和２年

生き生きと学校生活を送 徒への指導・支援の充実 小・中学校教員等 ３月

るために～受入れと指導

のＱ＆Ａ～（追補版）

令和元年度特別支援教育 学習指導要領に基づいた教 特別支援学校教員 令和元年 特別支援教育課

教育課程編成の手引 育課程の適切な編成・実施 等 11月

「支援体制づくり取組事 [推進校編] [推進校編] 令和２年

例データベース」 通常の学級における発達障 幼稚園、小・中学 ３月

がいのある子どもへの指導 校、高等学校等教

や支援に関する基礎的な知 員

識や技能の習得

[推進地域編] [推進地域編]

地域における早期からの支 知事部局、教育局、

援体制の充実を促進 市町村教育委員

会、公・私立認可

保育所、認定こど

も園

特別支援学級を支えるた 特別支援学級における授業 小・中学校教員等 令和２年
めに～授業改善事例集～ の充実 ３月

平成31年度学校教育の手 教育実践上の具体的な手 新採用の小・中・ 平成31年 教育環境支援課
引 立て等の理解 高等学校、特別支 ４月

援学校教員

令和元年度幼児教育の手 小学校以降の生活や学習の 新採用の幼稚園教 令和元年
引－新しい先生のために 基盤の育成につながる幼稚 員等 ５月
－ 教育の充実
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名 称 目 的 対 象 発行年月 担当課

教育の情報化に関する実 遠隔教育に係る具体的な指 小・中学校等の教 令和２年 教育環境支援課
践事例集（遠隔教育編） 導法等の全道における事例 職員 ３月

紹介

教育の情報化に関する実 小学校のプログラミング教 小・中学校等の教 令和２年
践事例集（プログラミン 育に係る具体的な指導法等 職員 ３月
グ教育第２編） の全道における事例紹介

柔道授業の一層の充実に 安全で効果的な柔道の授業 教職員 令和元年 健康・体育課
向けて の実施 ８月

子どもの体力向上推進資 学校の体力向上の取組の改 教職員 令和元年
料「ＭＥＴｓ」（第33号） 善・充実 10月

令和元年度全国体力・運 各市町村教育委員会、学校 市町村教委 令和２年
動能力、運動習慣等調査 における体力向上の取組の 教職員 ２月
北海道版結果報告書 改善・充実

体育専科教員活用事業～ 小学校教員の体育に関する 市町村教委 令和２年
実践概要報告集～ 指導力の向上や学校全体の 教職員 ３月

体力向上の取組の充実

子どもの体力向上ボトム 体育授業の改善を通した体 市町村教委 令和２年
アップ事業 授業改善プ 力向上の取組の充実 教職員 ３月
ロジェクト 体育授業の
一層の充実に向けて【参
考指導資料】

子どもの体力向上ボトム 運動習慣の定着に向けた取 市町村教委 令和２年
アップ事業 運動習慣形 組の充実 教職員 ３月
成プロジェクト事業 普
及啓発資料

オリンピック・パラリン 各学校におけるオリンピッ 教職員 令和２年
ピック教育の推進に向け ク・パラリンピック教育の ３月
て 取組の充実

ネットパトロールマニュ 情報モラル教育の充実 教職員 令和元年 生徒指導・学校安
アル 11月 全課

安全教育実践事例集 学校安全教育の充実 教職員 令和２年
３月

(2) その他主な刊行物、パンフレット、リーフレット等

作成年月 刊行物名 担当課

令和元年９月 北海道立学校ふるさと応援事業リーフレット 教育政策課

令和元年５月 リーフレット「専門高校の学習成果発表会等」 高校教育課

令和元年８月 令和２年度（2020年度）道立中等教育学校入学者選考の手引

令和元年８月 リーフレット「キャリア教育の推進」

令和元年９月 令和２年度（2020年度）道立高等学校入学者選抜の手引

令和２年３月 リーフレット「2020年度版わたくしの進路 北海道の公立高等学校」

令和元年10月 「コミュニティ・スクール」実践事例集 （追加３回） 義務教育課

～

令和２年２月

令和２年１月 リーフレット「社会に開かれた教育課程の実現を目指すコミュニティ

・スクール」

令和２年３月 「地域学校協働活動」実践事例集

令和元年７月 令和元年度特別支援教育（要覧） 特別支援教育課
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作成年月 刊行物名 担当課

令和２年３月 医療的ケア実施のためのハンドブック 特別支援教育課

令和元年10月 友達と体を動かして遊ぼう（10月） 健康・体育課

令和元年10月 保護者向け啓発資料「家族で一緒に体を動かしましょう」

令和元年11月 友達と体を動かして遊ぼう（11月）

令和元年11月 保護者向け啓発資料「朝ごはんを食べて、元気アップ！」

令和元年12月 友達と体を動かして遊ぼう（12月）

令和元年12月 保護者向け啓発資料「十分に睡眠をとって、元気アップ！」

令和２年３月 依存症等に係るリーフレット

令和２年３月 理解や配慮が必要な疾病

令和２年３月 献血に関する授業実践研究事業報告

平成31年４月 子ども相談支援センター（児童生徒用カード、児童生徒・保護者用リ 生徒指導・学校安

ーフレット、ポスター） 全課

令和元年７月 学んＤＥ防災（児童生徒用）

令和元年７月 青少年インターネット環境整備法とは？

令和元年10月 自動で消えるから安心？「残らない投稿」の注意点（2019年10月更新）

令和元年12月 「♯裏バイト」「♯闇バイト」はバイトではなく犯罪です！

令和２年２月 北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動リーフレット

令和２年３月 不適切な画像や動画が広まってしまったら…

令和２年３月 児童生徒向け資料 悩みを相談するのなら信頼できる場所へ

令和２年３月 北海道実践的安全教育モデル構築事業「安全教育モデル事例」

令和元年６月 家庭教育サポート企業だより№67 生涯学習課

令和元年７月 家庭教育サポート企業だより№68

令和元年９月 家庭教育サポート企業だより№69

令和元年11月 家庭教育サポート企業だより№70

令和２年１月 家庭教育サポート企業だより№71

令和２年３月 家庭教育サポート企業だより№72

令和２年３月 学校図書館活用促進事業事例集

令和２年３月 「読書活動活性化フォーラム」事例集

平成31年４月 文化財まる知ナビ№42 文化財・博物館課

令和元年５月 文化財まる知ナビ№43

令和元年７月 文化財まる知ナビ№44
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作成年月 刊行物名 担当課

令和元年９月 文化財まる知ナビ№45 文化財・博物館課

令和元年11月 文化財まる知ナビ№46

令和２年１月 文化財まる知ナビ№47

(3) 主な通達・通知等

年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

平成31年４月 2019年度公立学校施設整備費負担金の事業概要について 施設課

令和元年５月 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部

を改正する省令の施行及び学校施設環境改善交付金交付要綱の改正に

ついて

令和元年５月 2019年度学校施設環境改善交付金の事業概要について

令和元年５月 学校施設環境改善交付金の配分基礎額の算定方法等について

令和元年８月 学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査の結果及び早急

な安全対策の完了について

令和元年８月 公立学校施設の非構造部材を含めた早期の耐震化完了について

令和元年９月 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査（特定調査）の

結果について

令和元年９月 業務用・施設用蛍光灯等のＰＣＢ使用安定器の再確認等について

令和元年９月 学校等に保管されているＰＣＢ廃棄物の再点検について

令和元年10月 公立学校施設の個別施設計画策定について

令和元年12月 学校火災の防止等について

令和２年２月 公立学校施設における埋設ガス管の耐震化の推進について

令和元年６月 「北海道みんなの日条例」を踏まえた教育活動の実施について 教育政策課

平成31年４月 市町村立学校職員の人事評価に関する要領の一部改正について 教職員課

平成31年４月 障がいの特性等に応じた勤務時間の割振り等について

令和元年５月 「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏まえた取

組の徹底について

令和元年７月 学校における働き方改革の推進に向けた夏季等の長期休業期間におけ

る学校の業務の適正化等について

令和元年７月 学校における働き方改革北海道アクション・プランについて

令和元年９月 道立学校における勤務時間外の電話対応について

令和元年10月 北海道公立学校教頭昇任候補者選考実施要綱の一部改正について

令和元年10月 北海道公立学校主幹教諭昇任候補者選考実施要綱の一部改正について

令和元年12月 学校職員の人事事務取扱要綱の一部改正について
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年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

令和元年12月 教職員の勤務時間の適正な管理（把握・記録）について 教職員課

令和２年２月 新型コロナウイルス感染症に関する取扱い等について

令和２年３月 市町村立学校職員の人事評価に関する要綱等の一部改正について

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業に伴う休暇取得

の促進等について

令和２年３月 「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく

困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の適切な対応

について

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保につい

て

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における

道立学校職員の在宅勤務実施要領について

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における

道立学校職員の在宅勤務実施要領に係るQ＆Aについて

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う取扱い等について

令和２年３月 職務に専念する義務の免除及び給与を減額しないことについての特例

承認についての取扱いについて

令和２年３月 「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく

困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正に

ついて

令和２年３月 海外から帰国した職員に関する服務上の取扱いについて

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における

道立学校職員の在宅勤務実施要領の一部改正について

令和２年３月 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の

一部を改正する条例の公布について

令和２年３月 教育職員の業務量の適切な管理等に関する教育委員会規則の制定につ

いて

令和２年３月 北海道の学校における働き方改革手引（Road）について

令和２年３月 学校における働き方改革北海道アクション・プランについて

平成31年４月 北海道立高等学校等就学支援金事務処理要領及び北海道立高等学校等 高校教育課

学び直し支援金事務処理要領の一部改正について

平成31年４月 北海道市町村立高等学校等就学支援金実施要領及び北海道市町村立高

等学校等学び直し支援金実施要領の一部改正について

令和元年11月 令和２年度（2020年度）公立高等学校入学者選抜における危機管理に

ついて

令和２年３月 北海道立高等学校等就学支援金事務処理要領の一部改正について

令和２年３月 北海道市町村立高等学校等就学支援金実施要領の一部改正について

令和２年３月 北海道立高等学校等学び直し支援金事務処理要領の一部改正について
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年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

令和２年３月 北海道市町村立高等学校等学び直し支援金実施要領の一部改正につい 高校教育課

て

平成31年４月 全国学力・学習状況調査について 義務教育課

平成31年４月 平成31年度全国学力・学習状況調査の実施について

平成31年４月 平成30年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査

の結果及び平成31年度以降の教育課程の編成・実施について

平成31年４月 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学

習評価及び指導要録の改善等について

平成31年４月 休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱いに

ついて

平成31年４月 平成31年３月29日付け30文科初第1845号「小学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善

等について」の一部修正について

平成31年４月 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に際しての学校における児

童生徒への指導について

令和元年６月 「『ほっかいどうチャレンジテスト』１学期末問題」の実施について

令和元年７月 平成31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査における結果の提

供・公表日について

令和元年８月 平成31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果について

令和元年８月 平成31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果の取扱い及

び調査結果の活用について

令和元年９月 学校における国旗及び国歌に関する指導について

令和元年11月 「平成31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査北海道版結果報

告書」について

令和元年11月 「『ほっかいどうチャレンジテスト』２学期末問題」の実施について

令和元年12月 令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について

令和２年１月 「『ほっかいどうチャレンジテスト』学期末問題」の実施について

令和２年２月 教育課程の適切な編成・実施について

令和２年３月 「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」（小学

校・中学校）の公表について

平成31年４月 平成30年度特別支援教育に関する調査の結果について 特別支援教育課

令和元年５月 障がいのある子どもの就学に関する事務の充実について

令和元年６月 道立特別支援学校高等部への進学に係る教育相談について

令和元年９月 道立特別支援学校高等部への進学に係る教育相談について

令和元年11月 道立特別支援学校高等部への進学に係る教育相談について
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年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

令和２年３月 令和元年度「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 特別支援教育課

童生徒等に関する調査」の結果について

令和元年６月 情報セキュリティ対策の徹底について 教育環境支援課

令和元年６月 平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査について

令和元年７月 「学校教育の情報化の推進に関する法律」の施行について

令和元年９月 「統合型校務支援システムの共同調達・共同利用のための手引き」に

ついて

令和元年10月 プログラミング教育相談窓口の開設について

令和元年12月 教育の情報化に関する手引（令和元年12月）の公表について

令和２年１月 平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果【確

定値】について

令和２年２月 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金交付の事業概要

について

令和２年３月 「令和２年度（2020年度）北海道教職員研修計画」の策定について

平成31年４月 学校における体育活動中の事故防止等について 健康・体育課

平成31年４月 ギャンブル等依存症指導参考資料について

平成31年４月 小学校高学年向けがん教育教材「生活習慣病のひとつ がんのことを

もっと知ろう」について

平成31年４月 学校給食の衛生管理等に係る事故防止の徹底について

平成31年４月 学校における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止等について

平成31年４月 平成30年度道立学校における学校給食用食品の微生物検査及び理化学

検査の結果について

平成31年４月 「食に関する指導の手引ー第二次改訂版ー」のホームページ掲載につ

いて

平成31年４月 水泳等の事故防止について

令和元年５月 感染性胃腸炎及び食中毒の予防対策の徹底について

令和元年５月 「献血に関する授業実践研究事業実践報告」について

令和元年５月 熱中症事故の防止について

令和元年５月 学校給食衛生管理基準に基づく定期検査の確認及び課題のある学校給

食施設に対する指導について

令和元年５月 令和元年度「食育月間」における食育の推進について

令和元年６月 麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について

令和元年６月 運動部活動用指導手引について（陸上競技、剣道）

令和元年６月 熱中症事故の防止について
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年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

令和元年７月 学校における体育活動中（含む運動部活動）の事故防止等について 健康・体育課

令和元年７月 夏山登山の事故防止について

令和元年８月 学校給食費に係る消費税の適用税率について

令和元年８月 学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について

令和元年８月 学校給食における衛生管理の徹底及び食中毒等の防止について

令和元年９月 食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止に

関する注意喚起について

令和元年９月 食育普及啓発資料の公表について

令和元年10月 学校給食衛生管理基準に基づく定期検査票の確認結果に係る衛生管理

指導について

令和元年11月 道立学校におけるインフルエンザ対策について

令和元年11月 豚コレラに関する正しい情報の周知について

令和元年12月 今冬の学校におけるインフルエンザ総合対策の推進について

令和元年12月 ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について

令和元年12月 冬山登山の事故防止について

令和元年12月 全国学校給食週間の実施及び取組事例の情報提供について

令和２年１月 新型コロナウイルス感染症に関連した感染症対策に関する対応につい

て

令和２年１月 中国から帰国した児童生徒等への対応について

令和２年２月 新型コロナウイルス感染症に関する対応について

令和２年２月 学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

令和２年２月 児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につい

て

令和２年２月 新型コロナウイルス感染症の対策に係る学校の対応について

令和２年２月 新型コロナウイルス感染症の対策に係る健康観察の対応について

令和２年２月 令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について

令和２年２月 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業に伴う学校給食に係

る取扱いについて

令和２年３月 臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けている学校給食関係事

業者に対する配慮について

令和２年３月 分散登校日における昼食の提供について

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症対策に伴い発生する未利用食品の利用促進

等について

令和２年３月 令和２年度における教育活動の再開に係る学校給食について
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年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

令和２年３月 学校における健康教育の充実について 健康・体育課

令和２年３月 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく

児童生徒等及び職員の健康診断の実施等に係る対応について

令和２年３月 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の再開に当たっての留

意事項について

令和２年３月 「改訂『生きる力』を育む中学校保健教育の手引き」及び同追補版「感

染症の予防～新型コロナウイルス感染症～」の送付について

令和２年３月 学校給食従事者におけるマスクの着用及び手指の消毒について

平成31年４月 いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について 生徒指導・学校安

全課

平成31年４月 児童生徒等の通学時の安全確保について

平成31年４月 大型連休に伴う児童生徒の不登校の未然防止・自殺予防等について

平成31年４月 児童生徒等の通学路の安全確保について

平成31年４月 自転車盗難の被害防止等に関する協力について

平成31年４月 北海道自転車条例に基づく自転車の安全利用について

令和元年５月 学校の安全確保のための施策等について

令和元年５月 いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関

する周知について

令和元年５月 「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」の送付について

令和元年５月 「登下校防犯プラン」に基づく通学路の防犯の観点による緊急合同点

検等の推進について

令和元年６月 児童生徒の自殺予防に係る取組について

令和元年６月 教員用リーフレット「いじめの正確な認知に向けて」について

令和元年６月 登下校時における児童生徒等の安全確保及び警察との連携による不審

者情報等の共有等について

令和元年６月 夏季休業に向けての児童生徒の指導等について

令和元年６月 子どもの安全を守るための知事メッセージについて

令和元年６月 遊泳事故に関するリーフレット等の配布について

令和元年７月 令和元年度夏の交通安全運動の実施について

令和元年７月 海水浴に伴う事故防止等について

令和元年７月 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波対応に係る避難確保計

画の作成及び訓練の実施について

令和元年７月 「再犯防止推進計画」を受けた児童生徒に係る取組の充実について

令和元年７月 教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防

止について
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年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

令和元年７月 児童生徒の性被害防止に向けた取組について 生徒指導・学校安

全課

令和元年７月 児童生徒の交通事故防止に向けた指導の徹底について

令和元年７月 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する

法律の公布について

令和元年７月 児童虐待に係る研修資料について（「学校・教育委員会等向け虐待対

応の手引き」の活用）

令和元年８月 少年を特殊詐欺に加担させないための取組の推進について

令和元年８月 校内放送を活用した非行防止教室の積極的な実施について

令和元年８月 令和元年度（2019年度）「北海道シェイクアウト」への参加について

令和元年８月 特殊詐欺の被害防止のための広報啓発について

令和元年９月 いじめ問題への対応状況の調査について

令和元年９月 「令和元年 秋の全国交通安全運動」の実施について

令和元年９月 いじめ重大事態調査報告書を活用した研修資料について（研修用資料

「いじめへの適切な対応に向けて」）

令和元年９月 命を大切にする教育の一層の充実について

令和元年９月 児童生徒の欠席に対する支援の在り方について

令和元年10月 平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す

る調査結果について

令和元年10月 自転車盗難の被害防止に関する協力について

令和元年11月 「令和元年 冬の全国交通安全運動」の実施について

令和元年11月 不登校児童生徒への支援の在り方について

令和元年11月 令和元年度（2019年度）「児童虐待防止推進月間」の実施について

令和元年11月 学校の危機管理マニュアルの改善・充実について

令和元年11月 冬季休業に向けての児童生徒の指導等について

令和元年11月 児童生徒のネット犯罪被害の防止に向けた取組について

令和元年11月 生徒指導に係る情報の取扱いについて

令和元年12月 いじめの問題への適切な対応について

令和元年12月 児童生徒の自殺予防に係る取組について

令和元年12月 北海道青少年健全育成条例改正の周知について

令和元年12月 校則の積極的な見直しについて

令和元年12月 いじめの問題への対応状況の調査について

令和元年12月 ＳＮＳの利用に起因する児童生徒の犯罪被害防止に向けた取組につい

て
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年 月 通 達 ・ 通 知 等 担 当 課

令和元年12月 自然災害に対する学校防災体制の強化及び実践的な防災教育の推進に 生徒指導・学校安

ついて 全課

令和２年１月 令和２年度非行防止教室等の実施について

令和２年１月 いじめの問題への対応状況の調査について

令和２年１月 「地方いじめ防止基本方針」の策定について

令和２年２月 「学校現場における虐待防止に関する研修教材」の送付について

令和２年２月 「春のあんしんネット・新学期一斉行動」について

令和２年２月 登下校時の児童生徒の集合場所等の点検結果について

令和２年２月 新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業中及び学年初めにかけての

過ごし方について

令和２年３月 児童生徒の自殺予防について

令和２年３月 いじめに対する意識アンケートの結果について

令和２年３月 学年末・学年始め休業中及び新年度に向けた生徒指導等について

令和元年７月 「早寝早起き朝ごはん」運動の啓発強化期間について 生涯学習課

令和元年６月 日本ハム株式会社との包括連携協定に基づく読書促進全道キャンペー

ン参加施設の募集について

令和元年11月 「早寝早起き朝ごはん」運動の啓発強化期間について

(4) 主な会議等

年 月 会 議 等 担 当 課

令和元年11月 令和元年度（2019年度）公立学校施設整備事務主管課長会議 施設課

令和２年２月 令和元年度（2019年度）被災地域の学校支援に関する研修会 教育政策課

令和元年８月 幼児教育推進セン

～ 幼児教育を語る会（14会場） ター

令和２年２月

令和元年８月

～ 幼児教育課題研修（14会場）

令和２年１月

令和元年８月 第１回北海道幼児教育推進協議会

令和元年11月 北海道幼児教育推進協議会「第１回研修の在り方検討部会」

令和元年12月 北海道幼児教育推進協議会「第１回幼小連携・接続推進部会」

令和元年12月 第２回北海道幼児教育推進協議会

令和２年２月 北海道幼児教育推進協議会「第２回幼小連携・接続推進部会」

令和２年２月 北海道幼児教育推進協議会「第２回研修の在り方検討部会」
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年 月 会 議 等 担 当 課

令和２年３月 第３回北海道幼児教育推進協議会 幼児教育推進セン

ター

平成31年４月 高等学校進路指導対策会議 高校教育課

平成31年４月 令和元年度(2019年度)公立高等学校配置計画地域別検討協議会（第１

～ 回）

令和元年５月

令和元年６月 「地域医療を支える人づくりプロジェクト事業」平成31年度医進類型

指定校連絡協議会

令和元年７月 令和元年度(2019年度)公立高等学校配置計画地域別検討協議会（第２

回）

令和元年７月 令和元年度(2019年度)地域連携特例校・地域連携協力校連携研究協議

会

令和元年８月 令和元年度メディカル・キャンプ・セミナー

令和元年10月 北海道高等学校「未来を切り拓く資質・能力を育む高校教育推進事業」

生徒支援事業基礎診断プロジェクト第１回学力テスト開発委員会議

令和元年11月 令和元年度（2019年度）外国語指導助手指導力等向上研修会

令和元年11月 全道新規高卒者就職対策会議

令和元年12月 北海道高等学校「未来を切り拓く資質・能力を育む高校教育推進事業」

生徒支援事業基礎診断プロジェクト第２回学力テスト開発委員会議

令和２年１月 消費者教育支援セミナー

令和２年１月 北海道高等学校「未来を切り拓く資質・能力を育む高校教育推進事業」

生徒支援事業次世代人材育成プロジェクト「令和元年（2019年）探究

活動キャンプ」

平成31年４月 平成31年度公立小・中学校各教科等担当指導主事研究協議会 義務教育課

令和元年５月 平成31年度「小中一貫教育支援事業」カリキュラム作成全道研修会

令和元年６月 令和元年度ほっかいどう学力向上推進事業「組織力強化会議」

～７月

令和元年６月 令和元年度帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業運営協議

令和元年６月 第１回北海道地域学校協働活動推進会議兼コミュニティ・スクール連

絡協議会

令和元年７月 第１回北海道地域学校協働活動推進協議会

令和元年７月 令和元年度第１回北海道道徳教育推進会議

令和元年７月 令和元年度第１回学校力向上に関する総合実践事業推進協議会

令和元年７月 令和元年度第１回帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業連絡協

議会

令和元年７月 コミュニティ・スクール推進協議会

～11月
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年 月 会 議 等 担 当 課

令和元年８月 ほっかいどう学力向上推進事業（英語力の向上支援）第１回授業改善 義務教育課

推進プロジェクト研究協議会

令和元年８月 令和元年度小学校外国語活動巡回指導教員研修事業研究協議会

令和元年９月 令和元年度小・中学校学習指導要領の円滑な実施に向けた地方協議会

令和元年９月 北海道道徳教育推進校事業推進校における授業公開・実践発表

～12月

令和元年９月 令和元年度（2019年度）ほっかいどう学力向上推進事業「ミドルリー

ダー指導力向上研修会」（Ｄブロック）

令和元年９月 令和元年度（2019年度）ほっかいどう学力向上推進事業「ミドルリー

ダー指導力向上研修会」（Ｃブロック）

令和元年10月 令和元年度（2019年度）ほっかいどう学力向上推進事業「ミドルリー

ダー指導力向上研修会」（Ｂブロック）

令和元年10月 第２回北海道地域学校協働活動推進協議会兼コーディネーター等協議

～11月 会

令和元年11月 平成30年度ほっかいどう学力向上推進事業「ミドルリーダー指導力向

上研修会」（Ａブロック）

令和元年11月 令和元年度北海道小・中学校教育課程編成協議会（Ｅブロック）

令和元年11月 令和元年度北海道ふるさと教育・観光教育等実践事例交流会

令和元年11月 令和元年度第２回学校力向上に関する総合実践事業推進協議会

令和元年12月 ほっかいどう学力向上推進事業（英語力の向上支援）第２回授業改善

推進プロジェクト研究協議会

令和元年12月 第２回北海道地域学校協働活動推進会議兼コミュニティ・スクール連

絡協議会

令和２年１月 令和元年度帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業第２回連絡協

議会

令和２年２月 第３回北海道地域学校協働活動推進会議兼コミュニティ・スクール連

絡協議会

令和２年３月 令和２年度小学校外国語等巡回指導教員研修事業説明会

令和元年５月 第１回広域特別支援連携協議会 特別支援教育課

令和元年５月 令和元年度特別支援教育スーパーバイザー等研究協議会

令和元年９月 令和元年度特別支援学級リーダー教員研究協議会

令和元年11月 令和元年度特別支援教育教育課程研究協議会

令和２年１月 第２回広域特別支援連携協議会

令和元年10月 遠隔教育の将来構想にかかる地域連携特例校等研究協議会 教育環境支援課

令和２年１月 ＧＩＧＡスクール構想に係る市町村説明会
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年 月 会 議 等 担 当 課

令和元年５月 第１回北海道学校給食研究大会（東川大会）実行委員会 健康・体育課

令和元年６月 第１回つながる食育推進会議

令和元年７月 学校給食衛生管理改善・充実プロジェクト事業事前会議

令和元年７月 武道等指導推進事業 第１回武道振興協議会

令和元年７月 子どもの体力向上ボトムアップ事業第１回実践研究検討会議

令和元年７月 小学校体育授業在り方検討会議

令和元年７月 第１回がん教育総合支援事業連絡協議会

令和元年７月 第２回北海道学校給食研究大会（東川大会）実行委員会

令和元年７月 スクールヘルスリーダー連絡協議会

令和元年７月 第１回学校保健総合支援事業連絡協議会

令和元年８月 授業等改善講習会

令和元年９月 武道等指導推進事業 第１回ダンス振興協議会

令和元年９月 第１回薬物乱用防止教育等推進事業連絡協議会

令和元年11月 小学校体育授業あり方検討会議（道南ブロック）

令和元年11月 小学校体育授業あり方検討会議（道北ブロック）

令和元年11月 小学校体育授業あり方検討会議（道東ブロック）

令和元年11月 食育講演会

令和元年11月 公開授業研究会兼十勝管内栄養教諭研修会

令和元年11月 第４回つながる食育推進会議

令和元年12月 小学校体育授業あり方検討会議（道央ブロック）

令和元年12月 第１回北海道学校給食研究大会（紋別大会）連絡会議

令和２年１月 文部科学省事例発表会

令和２年１月 第２回薬物乱用防止教育等推進事業連絡協議会

令和２年１月 第２回がん教育総合支援事業連絡協議会

令和２年２月 子どもの体力向上ボトムアップ事業第２回実践研究検討会議

令和２年２月 第２回学校保健総合支援事業連絡協議会

令和２年２月 北海道つながる食育推進協議会

令和２年２月 第５回つながる食育推進会議

平成31年４月 全道生徒指導連絡協議会 生徒指導・学校安

全課

令和元年５月 中１ギャップ問題未然防止事業運営協議会
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年 月 会 議 等 担 当 課

令和元年６月 ネットパトロール講習会等指導者養成研修会 生徒指導・学校安

全課

令和元年７月 実践的安全教育モデル構築推進委員会

令和元年５月 スクールソーシャルワーカー連絡協議会・地域別研修会

令和元年８月 北海道いじめ問題等解決支援外部専門家チーム全道連絡協議会

令和元年８月 高校生ステップアップ・プログラム運営協議会

令和元年８月 集団カウンセリング研修会

令和元年８月 北海道いじめ問題対策連絡協議会

令和元年８月 どさんこ☆子ども全道サミット

令和元年11月 スクールガード・リーダー連絡協議会

令和元年12月 不登校児童生徒支援連絡協議会

令和２年１月 実践的安全教育モデル構築推進委員会（防災教育コミュニケーション）

令和２年２月 全道生徒指導連絡協議会

令和２年２月 北海道いじめ問題対策連絡協議会

令和２年２月 スクールソーシャルワーカー連絡協議会

令和元年６月 学校図書館活用促進研修会 生涯学習課

～12月

令和元年７月 読書活動活性化フォーラム（地域人材との連携による子どもの読書活

～ 動推進事業）

令和２年１月
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８ 道民に対する情報提供及び意見聴取

(1) 主な刊行物等

教育行政や学校教育に関する最新の情報やデータ、基礎的な資料等を幅広く提供するとともに、

道教委の施策等の普及・啓発を図るため、次のとおり刊行物を発行し、教育関係者などへ配布し

ました。

刊行物名 規格 頁数 発行年月 発行部数 配布先

教育ほっかいどう №57 4 R元. 7 500,000 小・中・高・特別支援学校
家庭版 児童生徒の保護者
ほっとネット №58 2 R元.10 496,000

Ｂ４
№59 2 R元.12

各494,000

№60 2 R2. 3

ほっかいどうの教育 Ａ４ 8 R元. 8 2,000 市町村教育委員会、教育庁

本庁・出先機関・所管機関、

来庁者等

令和元年度 Ａ４ 22 R元. 8 800 道立学校、市町村教育委員

北海道の教育施策 会、教育庁本庁・出先機関

・所管機関、来庁者等

教育便覧2019 100× 93 R元.11 1,900 教育庁職員、道立学校、教

165mm 育関係機関等

令和元年度(2019年度) Ａ４ 223 R2.3 80 総務部行政情報センター等

北海道学校一覧

(2) ホームページによる情報提供について

道教委の施策や事業、各種情報等を随時ホームページに掲載し、広く道民の皆様にお知らせし

ています。（http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/）

また、広報用ＳＮＳとして令和元年（2019年）５月より北海道教育委員会のTwitterアカウント

を運用し、ホームページと連動しながら、北海道の教育施策や各種取組などに関する情報を随時

発信しています。(https://twitter.com/hokkaido_kyoiku)

※フォロワー数 ２，６００人(令和２年（2020年）７月末現在)

この他にも、道教委メールマガジン「未来人（みらいびと）」を毎月２回発行し、道教委の特

色ある取組や美術館等のイベントなど、北海道教育に関する最新情報を発信しています。

（http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/index.html）

H27. 3 H28. 3 H29. 3 H30. 3 H31. 3 R2.3
登録者数

7,173 7,456 7,556 7,614 9,513 9,136

(3) パブリックコメントの実施について

広く道民の皆様のご意見を伺いながら教育行政を執行するため、次の事項について意見募集を

行い、いただいたご意見の概要及び道教委の考え方は、ホームページ上で公開しています。

・長期総合計画、道政のそれぞれの分野における基本的な計画

・道政運営の基本的な方針や道政のそれぞれの分野における基本的な方針を定める条例案

・道民に義務を課し、又は権利を制限する条例案

なお、令和元年度（2019年度）においては、実施案件が１件ありました。

※案件名：（仮称）北海道における文化財保存活用大綱（素案）
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９ 令和元年度予算の状況

(1) 予算編成

道においては、「行財政運営方針」に基づき、実質公債費比率の改善や財政調整基金の確保等

の財政課題の解決に取り組み、道財政の健全化を進めており、道教委においても、経費の徹底し

た縮減はもとより、行政の簡素効率化を一層進め、年間の収支見通しを見極めながら、限られた

財源の重点的・効率的な活用を図ることを基本とした予算編成となりました。

その中で、新規の取組として、北海道の次代を担う人材を育成するため、「北海道立学校ふる

さと応援事業費」により、ふるさと納税等を活用し、指定校の特色ある教育活動及びグローバル

人材育成等の取組の充実を図るとともに、「青少年国際交流加速化事業費」により、姉妹友好提

携地域等との間における青少年交流を拡大を実施しました。

さらに、学校における働き方改革を推進するため、「新時代の教育を支える働き方改革促進費」

では、民間コンサルタント会社と校長経験者のチームによる学校の業務改善を行いました。

また、児童生徒の学力・体力向上のため、「北海道学力・体力向上対策推進事業費」による、

授業改善などを引き続き、実施することとしました。

なお、補正予算においては、狭隘化の対策や、特別支援学校配置計画に基づく受入体制の整備
あい

のため、「特別支援学校施設整備費」の増額などを行いました。

(2) 教育費の予算

令和元年度（2019年度）教育費の最終予算額は402,565,463千円で、道費一般会計の13.5％（平

成30年度（2018年度）は13.7％）を占め、前年度に比較して、578,244千円の減となりました。

教育費最終予算の内容は、次のとおりです。

［教育費最終予算の内容（項、目別予算）］ （単位：千円）

項 及 び 目 予 算 額 項 及 び 目 予 算 額

１ 教育総務費 23,898,912 ５ 特別支援学校費 52,822,638

(1) 教育委員会費 19,915 (1) 教職員費 44,002,803

(2) 事務局費 8,265,453 (2) 学校管理費 4,163,935

(3) 教育行政費 15,916 (3) 教育振興費 1,919,291

(4) 教職員人事費 59,290 (4) 学校建設費 2,736,609

(5) 給与管理費 29,627 ６ 学校教育費 1,346,402

(6) 財産管理費 2,355,823 (1) 学校教育指導費 1,065,166

(7) 文教施設整備事務費 9,000 (2) 教員研修費 281,236

(8) 教育奨励費 10,712,159 ７ 社会教育費 1,721,528

(9) 福利保健費 2,302,432 (1) 生涯学習振興費 501,749

(10)恩給及び退職年金費 129,297 (2) 文化振興費 1,219,779

２ 小学校費 134,777,471 ８ 保健体育費 879,490

(1) 教職員費 134,777,471 (1) 学校体育費 25,524

３ 中学校費 83,396,103 (2) 体育振興費 181,365

(1) 教職員費 83,396,103 (3) 学校保健費 632,407

４ 高等学校費 103,722,919 (4) 学校給食費 40,194

(1) 教職員費 85,933,998

(2) 学校管理費 7,754,619

(3) 教育振興費 3,910,565

(4) 学校建設費 6,123,737 計 402,565,463
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(3) 令和元年度（2019年度）の重点政策に関連する主な予算事業

［１．社会で活きる力の育成］
（単位：千円）

事業名 事業概要 予算額

〇ほっかいどう 本道の児童生徒の学力向上のため、学校全体の組織的な改善サイクルの

学力向上推進事 確立や授業改善などに取り組む。 39,707

業費 ◇検証改善サイクルの確立促進 ◇授業改善等の支援

◇小中一貫教育の支援 ◇学力・生活習慣の改善

◇学校サポーター派遣事業

○小学校英語力 小学校での英語力の向上を図り、英語によるコミュニケーション力を育

向上支援事業費 むため、教員の巡回指導やモデル地域の指定による実践事業を実施する。 2,664

◇巡回指導教員の指導体制整備 ◇英語deトライ

○子どもの体力 児童生徒の体力向上を図るため、運動習慣の形成に向けた効果的な取組

向上ボトムアッ や授業改善に向けた実践研究等を実施する。 8,446

プ事業費 ◇実践研究検討会議 ◇運動習慣形成プロジェクト

◇授業改善プロジェクト

◎未来を切り拓 新学習指導要領が令和４年度から年次進行により実施されることに伴い、

く資質・能力を 「主体的・対話的で深い学び」や大学入試改革等に対応するため、授業改 6,610

育む高校教育推 善に係る研究等を実施する。

進事業費 ◇主体的・対話的で深い学びへの対応 ◇高大接続への対応

◇高校生のための学びの基礎診断への対応

◎障がい者就労 障がいのある生徒の職業的自立を図るため、関係部と連携した就労促進

促進地域連携事 や就労継続に向けた体制を整備する。 4,487

業費 ◇地域と連携した就労促進 ◇管理職研修

◇大学等と連携した情報通信技術の活用

◎青少年国際交 本道の国際交流をリードするグローバル人材の育成を加速するため、姉

流加速化事業費 妹友好提携地域等との間における青少年交流を拡大する。 10,000

◇姉妹校提携の拡大 ◇交換留学制度の拡大

◎北海道立学校 北海道の次代を担う人材を育成するため、ふるさと納税等を活用し、道

ふるさと応援事 立学校の特色ある教育活動や、グローバル人材育成等の充実を図るための 2,000

業費 取組を支援する。

◇寄附の募集 ◇道立学校の取組 ◇道立学校全体の取組

◎プログラミン 新学習指導要領の全面実施に向けて、プログラミング教育の円滑な導入

グ教育事業費 を図るため、実践校による研究や指導的教員の育成を行う。 4,515

◇研究実践 ◇指導的教員の育成

○北海道ふるさ 企業や大学、小・中学校、地域住民等と連携した産業・キャリア教育の

と・みらい創生 推進を図るため、関係部と連携したインターンシップの実施や、地域課題 26,836

推進事業費 の解決に向けた指定校での研究を実施する。

◇総合的なインターンシップ等の実践 ◇研究テーマ（ＧＡＰ等）

◇全道フォーラム

［２．豊かな人間性の育成］
（単位：千円）

事業名 事業概要 予算額

○子ども相談支 いじめや不登校などの学校等で生じる様々な問題について、問題解決に

援センター事業 つなげる支援を行うため、子どもや保護者からの直接相談を行う。 21,529

費 ◇電話相談（毎日24時間体制、フリーダイヤル）

◇問題解決支援（専門相談家の機動的派遣等）

（◎は新規事業）
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（単位：千円）

事業名 事業概要 予算額

○いじめ等対策 いじめや不登校など問題を抱えた児童生徒の早期発見や早期の課題解決

総合推進事業費 を図るため、カウンセリング事業や相談体制を整備する。 220,734

◇スクールカウンセラー活用 ◇教育相談員セミナー

◇教育相談体制Ｗｅｂ支援 ◇スクールソーシャルワーカーの配置

◇道立学校へのスクールカウンセラーの配置

◇いじめ問題等解決支援外部専門家チームの派遣

◇ネットパトロールの実施 ◇ＳＮＳを活用した相談体制

（単位：千円）［３．健やかな体の育成］

事業名 事業概要 予算額

○どさんこ食育 児童生徒が「望ましい食習慣」を身に付け、食事を通して自ら健康管理

推進総合事業費 ができるよう、学校・家庭・地域が一体となった食育を推進する。 12,537

◇つながる食育推進事業

◇社会的課題に対応するための学校給食活用事業

［４．学びを支える家庭・地域との連携・協働の推進］
（単位：千円）

事業名 事業概要 予算額

◎幼児教育推進 幼児教育施設に対して、公私・施設類型を超え、一体的に幼児教育の質

事業費 の向上を図るため、北海道幼児教育振興基本方針に基づき本道の幼児教育 14,007

の振興を支える体制づくりを進める。

◇企画調整 ◇研修体制 ◇指導・助言体制

◇情報提供 ◇実践研究

［５．学びをつなぐ学校づくりの実現］ （単位：千円）

事業名 事業概要 予算額

○学校部活動の 教員の負担軽減を図るため、学校部活動に地域の外部人材などの部活動

総合的な支援体 指導員を配置し、指導方法の研修などを実施する。 69,596

制構築事業費 ◇部活動指導員の任用 ◇指導の充実等に関する研修

◇部活動活性化プラットフォームの形成

○スクール・サ 教員の負担軽減を図り、学校マネジメントや児童生徒の指導に注力でき

ポート・スタッ る体制を整備するため、地域人材をサポートスタッフとして配置する。 85,098

フ配置事業費 ◇学習プリントの印刷など

◇負担軽減の成果目標の設定と効果の検証

◎新時代の教育 教職員の意識改革や効果的な取組を推進するため、民間コンサルタント

を支える働き方 会社と校長経験者のチームによる学校の業務改善を行う。 10,000

改革促進費 ◇校長経験者によるコンサルタント業務

◇民間によるコンサルタント業務

（単位：千円）［６．学びを活かす地域社会の実現］

事業名 事業概要 予算額

◎北海道ふるさ 伝承活動の取組を充実させ、継続的な振興・伝承を図るため、市町村や

と民俗芸能伝承 保存団体に他県の先進的な取組に触れる機会などを提供する。 2,051

事業費 ◇民俗芸能伝承フォーラム

（◎は新規事業）
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