
各部施策の概要



（単位：千円）

総 務 部 施 策 概 要

北方領土隣接地域振興等事業推進費

北方領土の早期返還の実現

北方領土返還要求運動費  北方領土の返還促進

防災・消防体制の充実

私立高等学校等就学支援事業費 

消防学校管理費      

原子力防災対策の推進 原子力防災安全対策費      

私学教育の振興 私立学校等管理運営対策費補助金 

総合防災体制整備費  

消防力強化対策費

北方四島交流推進費 

援護対策推進費           

原子力環境安全対策費

国民保護体制整備推進費 

そ　の　他

札幌医科大学運営支援費

札幌医科大学の運営

行政改革推進費 

私立高等学校経営安定資金貸付金

新設大学整備費補助金      

私立高等学校等生徒奨学事業費  

私立高等学校等授業料軽減補助金

防災体制の整備

消防力の強化

消防学校教育の充実

国民保護体制の整備

高等教育機関の整備・充実

4,192

71,688

12,968,424

私学及び高等教育の振興

20,042,880

155,641

22,136

657,497

148,663

486,750

593,631

3,142,400

7,762,869

725,790

15,491

13,572,814

27,681

48,507

463,778
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整備の総合的推進

国際化施策の推進

総合交通対策及び地域交通対策の推進

物流対策の推進及び港湾機能等の充実

人口減少問題対策の推進

国費予算に関する総合調整、社会資本

土地水対策等の総合的推進

統計調査の実施

情報化施策の推進

個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現

地域政策の推進

市町村自治の振興

地方分権の推進

北海道新幹線の建設促進

航空・空港政策の推進

新千歳空港国際拠点空港化推進費　　　　 

バス運行対策・利用促進費

北海道新幹線建設等促進費　

14,833,334

619,486

北海道新幹線開業戦略推進費 80,735

76,306海上ネットワーク形成推進費

北海道新幹線鉄道整備事業費負担金

1,518,355

委託統計費　　　　

172,401

安心して暮らせる基盤・環境の整備と経済の活性化・自立化への寄与

12,002

広報活動推進費　広報広聴活動の推進

13,371,452北海道立総合研究機構の運営支援

86,471

24,147

746,089

3,350

24,553

847,460

8,292

各部との連携による北海道の「めざす姿」の実現

新しい総合計画の推進

国費予算関係促進費　　　　

土地利用規制等対策費 

国際交流・協力総合センター補助金

交通対策調整費　　　　

航空ネットワーク形成推進費　　　 

国際交流推進費　　　　

市町村行財政運営調整費

空港建設費　

（単位：千円）

地域政策総合推進費

地域情報化推進対策費　

地域主権推進事業費　

夕張市財政再生支援対策費補助金

総合研究機構運営支援費　　　　 

情報システム推進費

地域づくり推進費　　　　

特定地域政策推進費

総 合 政 策 部 施 策 概 要

総合計画費

地方創生対策推進費

道の重要施策の総合的な企画・調整 政策調整諸費

39,548

政策の基礎となる情報の把握と開かれた道政の推進

広聴活動促進費　

国際社会との連携・交流の拡大

2,036

1,668,005

4,185

1,064,499

141,726

2,778

63,281

35,619

10,052

204,677

7,860,003

4,971
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循環資源利用促進事業費

環境保全活動推進費

27,155市民活動促進センター管理運営費

策の推進

未来を支える創造的な人づくりと知のネットワーク

水素社会推進事業費

市民活動促進費 1,707

大気汚染対策費

12,921
36,403

青少年指導員設置費

12,587

179,391

地域社会を担う多様な人材の育成

水道施設管理指導費

安全・安心な地域環境の確保

北海道らしい循環型社会の形成

ＰＣＢ適正処理推進費
29,786

87,173

産業廃棄物監視指導費
935,038

18,354
79,390

3,000北海道環境保全基金事業費

エゾシカ指定管理捕獲等加速化モデル事業費

国民体育大会派遣費補助金

1,388

2017第8回アジア冬季競技大会開催費補助金

心豊かに暮らす北海道ライフスタイル
の形成

スポーツ王国北海道事業費

水道施設指導監督費

北海道博物館事業費

水質衛生検査費

人々が互いに尊重しあう社会づくり

アイヌ協会補助金

700,000

地域人権啓発活動活性化事業費

4,356

74,393
31,146

325,922

住みよいまちづくりの推進

女性プラザ管理運営費
北の輝く女性活躍推進事業費

国内外を魅了する北海道文化の創造・

配偶者暴力被害者支援対策費

防災・減災の体制づくり、犯罪・事故

消費者行政推進事業費

北海道消費者協会補助金

消費生活の安定と向上

のないまちづくり

環 境 生 活 部 施 策 概 要

195,791

20,160

317,780

47,992

安心で心豊かな北海道ライフスタイル
(単位：千円)

2,426
2,569

1,568,388

12,494

12,667
7,698

4,540

1,198
60,833

1,519

13,735

31,356
12,170

10,986
258,080

12,220

35,801

40,052

14,150

27,100

20,401

づくり

19,703
発信 36,419

132,902

犯罪被害者等支援推進事業費

消費生活センター管理運営費

1,240

1,556犯罪のない安全で安心な地域づくり推進事業費

浄化槽保守点検業指導費

ストップ・ザ・温暖化推進事業費

エゾシカ総合対策推進費

飲酒運転根絶推進関連事業費
交通死亡事故抑止対策事業費

アイヌ文化振興・研究推進機構事業費補助金

地域から取り組む地球環境の保全

アイヌ高等学校等進学奨励費

人と自然がともに生きる環境のフロントランナー

世界遺産登録推進関連事業費

知床地域自然環境保全管理費
豊かな自然環境の保全とみどりの環境

健全な水循環の確保

自然環境保全監視費

エゾシカ対策推進費

化学物質対策費

水道対策費

エコアンドセーフティ推進事業費

生物多様性保全推進事業費

青少年育成推進事業費補助金

グリーンニューディール基金事業費

水質汚濁対策費

新エネルギーの導入と省エネルギー対

2,951

北海道立総合体育センター管理運営費

地域メディア芸術推進事業費

北海道環境財団補助金
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保 健 福 祉 部 施 策 概 要

（単位：千円）
一人ひとりの生涯を通じた健康づくりのために

心身の健康を維持、増進するための 地域自殺対策強化推進費 56,588
環境づくり がん対策等推進事業費 25,531

健康づくり推進事業費 1,584
生涯を通じた歯と口腔の健康を推進 地域歯科保健対策費 72,246
するための環境づくり

だれもが安心できる医療の確保のために

地域に必要な医師を養成・確保する 緊急臨時的医師派遣事業費 156,327
ための仕組みづくり 救急勤務医・産科医等確保支援事業費補助金 107,154

医師養成確保修学資金貸付事業費 385,414
地域医療支援センター運営事業費 144,000
女性医師等就労支援事業費補助金 72,442
専攻医受入体制整備等事業費 14,552

地域に必要な医療の確保に向けた 病床機能分化・連携促進基盤整備事業費 2,221,589
医療機能連携のための体制づくり 在宅医療提供体制強化事業費補助金 190,449

ドクターヘリ整備事業費 872,557
周産期医療システム整備事業費 501,484

子どもを安心して生み育てる環境づくりのために

だれもが安心して子どもを生み育て 子育て支援対策事業費 5,238,511
ることができる環境づくり 特定不妊治療費助成事業費 410,909

地域少子化対策強化事業費 181,782

子どもが健やかに成長するための
地域子ども・子育て支援事業費 3,793,409
多子世帯等の保育料軽減支援事業費

6,767

妊産婦安心出産支援事業費 53,034

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費 364,839

33,390

環境づくり
子どもの居場所づくり推進事業費

高齢者が地域でいきいきと健康で暮らすために

介護が必要になっても住み慣れた 介護サービス提供基盤等整備事業費 5,177,659
場所での生活を支援する地域づくり 介護予防・生活支援サービス等充実支援事業費 21,288

認知症対策等総合支援事業費 18,672

障がいのある人の自立した地域生活を支えるために

権利擁護の仕組みづくり 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会等運営事業費 16,244
障がいのある人が暮らしやすい地域 広域相談支援体制整備事業費 114,072
づくり 市町村地域生活支援事業費補助金 1,089,152
障がいのある人がもっと働ける環境 障害者就業・生活支援センター事業費 68,317
づくり 障がい者就労支援推進事業費 9,537

安心して生活できる環境づくりのために

安心して食生活を送るための環境 食品衛生検査費 103,908
づくり と畜検査費 331,290
感染症の予防や治療のための体制 感染症指定医療機関運営費補助金 59,406
づくり 感染症対策推進事業費 83,326

34,821
を支援する環境づくり 母子家庭等自立支援給付金支給等事業費 639,040
ひとり親家庭等の経済的な自立など 母子家庭等就業・自立支援センター事業費

生活困窮者の生活保障と自立に向け 生活困窮者自立支援事業費 59,847
た環境づくり

ともに支え合う地域づくりのために

地域福祉の推進に向けた環境づくり 社会福祉施設整備事業費 3,479,522
利用者の利益を保護するための 地域福祉生活支援センター運営事業費補助金 63,346

50,136

仕組みづくり

保健医療福祉を担う人づくりのために

地域医療を担う医師、看護職員等の ナースセンター事業費
養成・確保に向けた仕組みづくり 看護職員等研修事業費 133,993

57,363
地域福祉を担う人材の育成・確保に 介護従事者確保総合推進事業費 193,992

介護職員等のたん吸引等研修事業費 33,857
向けた環境づくり 潜在的介護職員等活用推進事業

小児救急電話相談事業費 26,614
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創造　

31,074

若年者安定就業促進事業費

地域産業の付加価値向上

中小企業競争力強化促進事業費　

首都圏マスコミ・メディア等を活用した情報発信強化事業費

　

道 産 食 品 の 輸 出 拡 大

新たな産業分野への挑戦

健康長寿・医療関連産業の

業界間連携による自動車・食関連機械分野の製品開発モデル事業費

広域観光推進事業費

寒冷地適応型省エネ技術海外展開促進事業費

次世代自動車拠点化推進事業費

への挑戦

参入促進支援事業費

道産スイーツ海外ブランド強化事業費

北海道観光欧米市場誘客促進事業費

北海道観光成長市場開拓促進事業費

北海道観光成熟市場誘客促進事業費

道産食品・食材ブランド戦略事業費

ロシア極東地域ビジネス展開支援事業費

5,849

59,672

66,629

健康・医療産業立地促進事業費

「健康・医療」関連分野参入促進事業費

エネルギー地域循環促進事業費

188,938

中高年求職者安定就業促進事業費 42,957

事業内職業訓練事業費補助金 85,366

技能検定促進費 44,479

全員参加による人財力の向上 地域創生人材育成事業費 232,425

中核的人材育成促進事業費 7,000

人財力の確立

北海道求職者就職支援センター事業費

食品製造業の人材育成事業費 75,608

北海道就業サポートセンター事業費 9,512

126,537,000中小企業総合振興資金貸付金

次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業費 11,412

8,129

地 域 産 業 の 付 加 価 値 向 上

体験型観光持続化促進事業費

　

海外需要の取込みの加速

「一村一エネ」事業費

新しい環境･エネルギー社会

地熱資源複合的利用促進事業費

先進的エネルギー関連技術振興事業費

海外からの観光客の誘客促進

道産食品販路拡大推進事業費

次世代環境産業育成・振興事業費

ものづくり力･発信力の向上

環境産業販路確立総合対策事業費

海外アンテナショップ活用による道産食品販路拡大事業費

新規市場食需要開拓推進事業費

機能性食品・素材バリューチェーン強化パッケージ事業費

国際観光新商品開発・販売促進事業費

北海道周遊大動脈形成実証事業費

データセンター等集積加速化事業費

食品製造業のマーケティング力強化事業費

小規模事業振興指導費補助金

地域立地展開事業費

ものづくり産業販路拡大事業費

地域発海外展開プロジェクト発掘推進事業費

航空宇宙関連推進費

90,621

　

47,657

7,857

32,189

11,099

96,333

22,374

3,863,480

54,182

20,235

69,533

8,065

3,677

53,197

53,580

78,778

74,986

27,313

32,321

75,987

49,376

9,399

20,403

80,504

経 済 部 施 策 概 要

115,005

6,357

91,269

13,042

10,374

7,000

(単位：千円)

12,377
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ホッカイドウ競馬の推進 地方競馬特別会計 20,453,292

3,000
快適で安心して暮らせる生活の場づ 農山漁村振興交付金 92,145
くり 地域資源を活かした農村づくり促進事業費

1,299
農山漁村振興交付金推進費 2,500

都市と農村の交流の促進 教育旅行体験受入バックアップ事業費

農業・農村の多面的機能を発揮する 多面的機能支払事業費 8,871,093
取組の推進 中山間地域等直接支払事業費 6,166,036

づくりの促進

の開発・普及

活力に満ち、心豊かに暮らしていける農村づくり

地域の特色ある資源を活かした農村 中山間ふるさと・水と土保全対策事業推進費 14,000

ICTを活用した省力化や高品質化など 北海道次世代施設園芸推進事業費 2,380
スマート農業の実現に向けた新技術

多様なニーズに応じた新品種・新技 普及活動推進事業費 85,749
術の開発と普及

優良農地の確保と適切な利用の促進 農業経営総合支援事業費 2,305,844
農業委員会等活動促進助成費 121,988

地域草地基盤強化支援事業費 62,000

農業生産を支える基盤づくりと戦略的な技術開発・導入

農業生産基盤の整備の推進 農業競争力基盤強化特別対策事業費 947,777

テムの整備・活用 農業・農村労働力確保対策事業費 1,043

女性農業者等が活躍できる環境づくり 農村における女性の活力発揮推進モデル事業費 400

家族経営を支える地域営農支援シス 酪農経営ヘルパー育成支援促進事業費 3,825

農業金融対策推進費 625,422

農業法人の育成 地域農業を担う農業生産法人等支援事業費 28,019

担い手の経営体質の強化 経営支援総合推進事業費 579,148

北海道農業担い手育成センター事業費 321,732
就農支援資金貸付事業等特別会計 911,579

担い手の経営継承推進事業費 7,253
新規就農者定着促進広域ネットワーク整備推進事業費 1,000

新規就農者の育成・確保 担い手育成総合推進事業費 1,564,705

環境整備 道産農畜産物輸出促進支援事業費 578

農業・農村を支える多様な担い手の育成・確保

推進 北海道野菜ブランド力強化推進事業費 2,572

農畜産物や食品の輸出促進に向けた 道産農水産物の「ブランド化」推進事業費 10,577

資源を活かした６次産業化の推進

地域の特性を活かしたブランド化の 北海道産牛肉の販売力強化対策事業費 8,000

たな需要の創出 ヘンプ生育検討事業費 2,441

農業者と商工業者等が連携した地域 ６次産業化ネットワーク活動事業費 427,245

付加価値の高い農畜産物の生産と新 薬用作物産地確立支援事業費 325

畜産振興総合対策事業費（再掲） 133,917

国内外の食市場を取り込む高付加価値農業の推進

食料自給率向上への貢献 米産地育成総合対策事業費（再掲） 8,172
道産小麦利用転換ニーズ増進事業費（再掲） 4,083

バイオマス等の地域資源の利活用の 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業費 15,000
推進

ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除対策事業費 37,121

生産資材の安定供給と鳥獣害の防止 鳥獣被害防止総合対策事業費 1,581,776

環境保全型農業直接支援対策事業費 862,523
畜産環境保全対策推進事業費 598,375

強い農業づくり事業費 7,301,218

環境と調和した農業の推進 環境保全型農業総合推進事業費 13,191

畜産振興総合対策事業費 133,917
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費 15,130,329

野菜産地育成総合対策事業費 44,055
フルーツランド北海道推進事業費 2,570

需要に応じた生産・供給体制の整備 産地パワーアップ事業費 8,182,500

道産小麦利用転換ニーズ増進事業費 4,083
米産地育成総合対策事業費 8,172

安全・安心な食料の安定供給 食の安全・安心推進費 4,006

食育や地産地消による農業・農村に 北の大地のめぐみ愛食総合推進事業費 22,132

需要に応じた安全・安心な食料の安定供給とこれを支える持続可能な農業の推進

関する理解促進

13,016
新しい農業・農村づくり推進費 4,500

農 政 部 施 策 概 要

（単位：千円）
農業・農村の役割・機能に対する道民意識の共有

農業・農村の多様な役割・機能のコ
ンセンサスづくり

農業・農村コンセンサス形成総合推進事業費
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活力ある漁村の構築 離島漁業再生支援交付金 118,868

安定的な供給

道産水産物輸出市場対策事業費 1,012

環境と調和した水産業の展開 トド・オットセイ海獣類被害防止総合対策事業費

担い手の育成及び確保等 研修事業費　　　　

水産業振興構造改善事業費水産物の競争力の強化

安定的な水産業経営の育成 漁業近代化資金利子補給金

及び創造 藻場機能回復モデル構築事業費 4,000

収益性の高い健全な経営の確立及び組織の育成

安全かつ良質な水産物の

コンブ減産緊急対策事業費 1,116

水産資源の生育環境の保全 環境・生態系保全活動支援事業費 47,683

秋サケ資源対策事業費
水産物供給基盤整備事業費（漁場）

地域と連携した森林づくり活動参加促進事業費

884,372

道有林エゾシカ緊急対策事業費

マツカワ栽培漁業実証事業費 18,603

3,747

1,119,077

次世代木材生産・供給システム構築事業費

森林づくりに関する技術の向上 林業普及指導費

北海道植樹祭開催費 2,146
道民の理解の促進 道民との協働の森づくり推進事業費

就業機会の確保等

森林整備地域活動支援交付金 296,589

森林整備担い手対策推進費

林業・木材産業構造改革事業費

23,208

林業及び木材産業等の健全な発展

林業の健全な発展 合板・製材生産性強化対策事業費 5,065,673

道有林野の管理運営 道有林野事業費［森林整備・管理関係］ 1,902,583
森林吸収エコビジネス推進事業費 1,002

エゾシカ森林被害防止強化対策事業費 2,181
治山事業費 7,544,701

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 622,160
クリーンラーチ増産推進事業費 4,355

森林の整備の推進 地域森林計画編成事業費 83,673
及び保全の確保 森林整備事業費（造林・林道） 9,816,347

940,381

124,918
10,766,371

水 産 林 務 部 施 策 概 要

密漁防止対策事業費

22,895

5,946

栽培漁業の推進

（単位：千円）

20,056

453,886

2,311
2,773

1,004,120

5,626

12,737

26,227
8,403

4,418

5,224,480
21,326

水域環境の保全及び水産資源の持続的な利用、増大

資源管理体制推進事業費

道産水産物魚食普及推進事業費

水産資源の適切な管理等 遊漁調整総合対策事業費

漁業振興資金利子補給金

漁業就業促進事業費

日本海ニシン栽培漁業定着事業費　　　　

木材産業等の健全な発展 合板・製材生産性強化対策事業費（再掲） 5,065,673

水産物供給基盤整備事業費（漁港）
漁港漁村活性化対策事業費

優良種苗確保事業費 66,351

漁港海岸保全事業費

山村地域における クール林業担い手確保対策事業費 4,864

2,114

10,302

道民との協働による森林づくり

87,849

道民の意見の把握等 地域森林計画編成事業費（再掲） 83,673

青少年の学習機会の確保

道民等の自発的な活動の促進 木育推進事業費
森林・山村多面的機能発揮対策推進費 4,249

衛生管理対策・ホタテガイ海域拡大管理推進 5,673
事業費

20,383

多様な機能を発揮する漁村地域の発展

道産ブリ･サバ消費拡大推進事業費

地域の特性に応じた森林づくり
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23,324

6,413,311

防災・減災の体制づくり

住みよいまちづくりの推進

豊かな自然環境の保全とみど

冬も安心して快適に暮らせる

まちづくり

道単独事業用地対策費

北海道土地開発公社自主事業用地対策費

きた住まいる推進事業費

民間住宅等関連事業費

円滑な建設行政の推進

産業振興を加速する取組の推進

りの環境づくり

建設リサイクル法施行費　　　 

道営住宅維持管理費

道営住宅建設費

強みと可能性を生かした力強い経済・産業

北海道らしい循環型社会の形成

道路維持補修事業費　　　 

火山砂防事業費

建設業経営体質強化対策事業費　　　　

都市計画街路事業費

公共下水道事業費

道路除雪事業費

災害に強いまちづくり推進事業費

都市公園整備費

砂防事業費

急傾斜地崩壊防止事業費

海岸高潮対策事業費

住宅・建築物耐震改修等事業費

海岸局部改良事業費

流域下水道事業費

総合流域防災事業費

安心で心豊かな北海道ライフスタイル

積雪寒冷地域機械整備事業費

既存ストックの有効活用と

河川改修事業費　　　　

河川環境維持補修事業費

みどり豊かな道づくり事業費　　　　

都市公園管理費

美しい景観のくにづくり推進事業費　　　

屋外広告物景観指導対策費

地域環境保全下水道事業費補助金

海岸侵食対策事業費

土砂災害対策推進事業費

連携と交流を支える総合的な

交通ネットワ－クの形成

めの社会資本整備

道路交通安全施設整備費

道路改築事業費

道路局部改良事業費

安全・安心な国土をつくるた

ダム建設事業費

維持管理の充実

人と自然がともに環境のフロントランナ－

公営住宅等関連事業推進費

（単位：千円）

建 設 部 施 策 概 要

11,925,900

時代を見据えてつくり、生かす社会資本

42,676,191

11,163,000

8,472,408

17,118,800

4,685,500

2,279,600

314,000

1,109,000

1,277,832

4,649,200

6,877,952

2,810

1,231,672

10,919,942

1,500,000

2,206

14,369

7,920,683

902,527

640,050

1,797,700

417,000

83,924

1,164,100

41,000

55,125

3,190

14,049

23,920

1,620,912

10,766,316

5,797,684

4,500

1,234,000
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218

650

725,893

833,908

7,712

10,454

100

1,548

1,220,902

231,669

3,496

185,922

1,759,182

1,606,909

170,397

24,022

120,561

36,153

102,080

315,991

14,458

17,990

1,384

774

1,593

88,085

34,021

(単位：千円)

112,839

62,584外勤活動費

通信指令業務費

防犯運営費

風俗事犯取締費

交通運営費

凶悪犯捜査活動費

銃砲刀剣類取締費

外勤運営費

犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現

地域住民が不安を感じる犯罪の予防と検挙

少年補導員等活動促進費

生活侵害事犯取締費

少年非行防止対策費

少年事犯活動費

捜査運営費

刑事警察強化費

交通指導取締費

交通取締器材整備費

交通規制標識等整備費

暴力団等犯罪組織の壊滅と薬物・銃器犯罪の根絶

暴力団犯罪捜査活動費

違法駐車車両取締費

交通管制ｾﾝﾀｰ施設整備費

交通信号機整備費

監察費

人事事務費

学校教養費

一般教養費

電子計算管理費

術科訓練費

健康管理費

各種表彰経費

交通死亡事故の抑止と安全な交通社会の実現

その他

犯罪の起きにくい社会づくり

警 察 本 部 施 策 概 要

地域住民、自治体等との連携・協働による

重要犯罪等の徹底検挙
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芸術文化活動の推進

8,151

ほっかいどう子ども民俗芸能振興事業費 2,006

6,718
1,772

1,873

195,199

27,594

1,420,161

3,183
73,618
41,123
11,307

34,073

242,461
48,251

217,758

14,993

2,156

1,017

19,401
1,780
1,295

15,965
20,960

8,488
23,584

1,224

27,559

725

79,267

53,352

7,934
7,772

16,350

高等学校就職促進マッチング事業費
キャリア教育・職業教育推進事業費

303,035

11,563
15,471

15,969

10,080
7,534

363,158
14,714

12,345
4,400

62,873
6,010

12,716

(単位：千円)

教　育　施　策　概　要

不登校児童生徒指導対策事業費

道立高校移管関連経費

放課後子供教室事業費
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費

美術体験充実事業費
アイヌ文化保存対策費

子どもたちの安全・安心を確保する

学校支援地域本部事業費

学校組織の活性化

産業教育の充実
環境教育の推進

社会で活きる実践的な力の育成

体力・運動能力の向上

信頼される学校づくりの推進

道徳教育総合支援事業費

北の未来を担うグローバル人材育成事業費

退職教員等外部人材活用事業費
特別支援教育総合推進事業費

ほっかいどうＩＣＴ活用教育加速化事業費

世界で活躍する人財育成事業費

教育の推進
学力向上総合事業費
学校力向上に関する総合実践事業費
高等学校学力向上実践事業費

特別支援教育パートナー・ティーチャー派遣事業費
高等学校における特別支援教育支援員配置事業費

地域医療を支える人づくりプロジェクト事業費

小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業費
新規学卒者就職対策推進費

フッ化物洗口普及事業費

語学指導等外国青年招致事業費
異文化理解・英語力向上事業費

特別支援教育の充実

土曜授業推進事業費

国際理解教育の充実

読書活動充実事業費

子どもの人間関係づくり推進費

道徳教育の充実

豊かな心と健やかな体の育成

読書活動の推進

特色ある学校づくりの推進

生徒指導・教育相談の充実 子ども相談支援センター事業費

コミュニティ・スクール導入等促進事業費

文化財の保存・活用

校内・地域教職員研修促進費

地域全体で子どもたちを守り育てる体制づくりの推進

北海道らしい生涯学習社会の実現

家庭の教育力の向上
地域の教育力の向上

社会教育活動の推進

ほっかいどう公立学校校務システム推進費

家庭教育支援活動事業費

ほっかいどう生涯学習ネットワークカレッジ事業費

 ・自然豊かな北の大地で、自立の精神にあふれ、夢や希望の実現に挑戦し、これからの社会を担う人を育む
 ・心豊かに、ともに支え合い、ふるさとに誇りを持つ人を育む

確かな学力の育成を目指す

キャリア教育の充実

体制づくりの推進

管理職のリーダーシップによる

どさんこ食育推進総合事業費

10年経験者研修費
初任段階教員研修費

開かれた学校づくりの推進

青少年の体験活動推進事業費
生涯学習活動の促進

児童生徒の健康課題解決に向けた研修事業費
防災教育推進事業費

新しい高校づくり推進費

教職員の資質・能力の向上

安全教育の充実

公立高等学校等就学支援事業費

情報教育の充実

90,789

10,372,703

専門高校教育活動充実費

いじめ等対策総合推進事業費

健康教育の充実
食育の推進

地域とともに学ぶ環境教育推進事業費

スポーツエキスパート活用事業費

高校生等奨学給付金事業費
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