平成２７年度
№

地区名

学

校

名

№

教育研究実践校助成事業
地区名

学

校

名

№

選考結果校一覧

地区名

学

校

名

（160園・校）
№

地区名

学

校

名

1

空知 雨竜町立雨竜小学校 41 札幌市 札幌市立北翔養護学校 81

日高 北海道静内高等学校 121 宗谷 幌延町立幌延中学校

2

空知 滝川市立東小学校

日高

3

空知 岩見沢市立南小学校 43 札幌市 札幌市立もいわ幼稚園 83

渡島 森町立さわら小学校

123

オホーツク

北見市立緑小学校

4

空知 上砂川町立中央小学校 44 札幌市 札幌市立きくすいもとまち幼稚園

84

渡島 長万部町立静狩小学校 124

オホーツク

湧別町立富美小学校

5

空知 岩見沢市立美園小学校 45 札幌市 札幌市立白楊幼稚園

85

渡島 函館市立柏野小学校 125

オホーツク

北見市立豊地小学校

6

空知 美唄市立南美唄小学校 46 石狩 当別町立当別小学校

86

渡島 函館市立北昭和小学校 126

オホーツク

美幌町立東陽小学校

7

空知 砂川市立石山中学校 47 石狩 千歳市立祝梅小学校

87

渡島 函館市立弥生小学校 127

オホーツク

滝上町立滝上小学校

8

空知 美唄市立美唄中学校 48 石狩 千歳市立末広小学校

88

渡島 函館市立戸井西小学校 128

オホーツク

遠軽町立南小学校

9

空知 岩見沢市立上幌向中学校 49 石狩 恵庭市立若草小学校

89

渡島 北斗市立谷川小学校 129

オホーツク

斜里町立以久科小学校

50 石狩 江別市立豊幌小学校

90

渡島 函館市立深堀中学校 130

オホーツク

北見市立東相内中学校

11 空知 北海道美唄聖華高等学校 51 石狩 千歳市立勇舞中学校

91

渡島 八雲町立落部中学校 131

オホーツク

紋別市立潮見中学校

12 空知 北海道夕張高等養護学校 52 石狩 江別市立江別第三中学校 92

渡島 知内町立知内中学校 132

オホーツク

網走市立第二中学校

13 札幌市 札幌市立開成小学校 53 石狩 江別市立大麻東中学校 93

渡島 八雲町立野田生中学校 133

オホーツク

北海道北見柏陽高等学校

14 札幌市 札幌市立藻岩小学校 54 石狩 北海道大麻高等学校

渡島 函館市立的場中学校 134

オホーツク

北海道遠軽高等学校

10 空知

北海道岩見沢緑陵高等学校

42 札幌市 札幌市立あつべつきた幼稚園 82

94

平取養護学校ペテカリの園分校

122 宗谷 枝幸町立枝幸中学校

15 札幌市 札幌市立常盤小学校 55 石狩 札幌日本大学高等学校 95

渡島 北海道八雲高等学校 135 十勝 本別町立勇足小学校

16 札幌市 札幌市立南の沢小学校 56 後志 赤井川村立都小学校

96

渡島 北海道七飯高等学校 136 十勝 帯広市立明星小学校

17 札幌市 札幌市立資生館小学校 57 後志 余市町立登小学校

97

檜山 奥尻町立奥尻小学校 137 十勝 帯広市立栄小学校

18 札幌市 札幌市立緑丘小学校 58 後志 小樽市立塩谷小学校

98

檜山 上ノ国町立上ノ国小学校 138 十勝 足寄町立足寄小学校

19 札幌市 札幌市立中央小学校 59 後志 小樽市立稲穂小学校

99

檜山 せたな町立北檜山中学校 139 十勝 音更町立音更小学校

20 札幌市 札幌市立清田小学校 60 後志 京極町立南京極小学校 100 上川 旭川市立朝日小学校 140 十勝 音更町立柳町小学校
21 札幌市 札幌市立新発寒小学校 61 後志 小樽市立北山中学校 101 上川 鷹栖町立鷹栖小学校 141 十勝 帯広市立東小学校
22 札幌市 札幌市立美しが丘緑小学校 62 後志 積丹町立美国中学校 102 上川 占冠村立占冠中央小学校 142 十勝 帯広市立帯広第一中学校
23 札幌市 札幌市立栄町小学校 63 後志 真狩村立真狩中学校 103 上川 当麻町立宇園別小学校 143 十勝 本別町立勇足中学校
24 札幌市 札幌市立清田南小学校 64 後志 北海道余市紅志高等学校 104 上川 美瑛町立美瑛小学校 144 十勝 音更町立音更中学校
25 札幌市 札幌市立川北小学校 65 後志

北海道小樽潮陵高等学校（定時制）

105 上川 幌加内町立朱鞠内小学校 145 十勝 北海道士幌高等学校

26 札幌市 札幌市立上野幌東小学校 66 胆振 豊浦町立礼文華小学校 106 上川 旭川市立中央中学校 146 十勝 北海道鹿追高等学校
27 札幌市 札幌市立東光小学校 67 胆振 登別市立登別小学校 107 上川 名寄市立名寄中学校 147 釧路 釧路町立富原小学校
28 札幌市 札幌市立米里小学校 68 胆振 洞爺湖町立とうや小学校 108 上川 士別市立朝日中学校 148 釧路 浜中町立霧多布小学校
29 札幌市 札幌市立厚別西小学校 69 胆振
30 札幌市 札幌市立柏中学校

苫小牧市立苫小牧東小学校

109 上川 東神楽町立東神楽中学校 149 釧路 釧路市立中央小学校

70 胆振 伊達市立伊達小学校 110 上川 北海道美深高等学校 150 釧路 釧路市立武佐小学校

31 札幌市 札幌市立札苗北中学校 71 胆振 苫小牧市立拓進小学校 111 上川 北海道士別東高等学校 151 釧路 釧路市立新陽小学校
32 札幌市 札幌市立栄町中学校 72 胆振 白老町立白老中学校 112 上川 南富良野高等学校

152 釧路 釧路市立桜が丘小学校

33 札幌市 札幌市立新川西中学校 73 胆振 厚真町立厚真中学校 113 上川 北海道名寄産業高等学校 153 釧路 釧路町立昆布森中学校
34 札幌市 札幌市立上篠路中学校 74 胆振 安平町立早来中学校 114 上川 旭川藤女子高等学校 154 釧路 厚岸町立真龍中学校
35 札幌市 札幌市立丘珠中学校 75 胆振 北海道厚真高等学校 115 留萌 留萌市立留萌小学校 155 釧路 浜中町立散布中学校
36 札幌市 札幌市立あいの里東中学校 76 胆振 北海道苫小牧西高等学校 116 留萌 小平町立小平中学校 156 釧路 北海道釧路商業高等学校
37 札幌市 札幌市立屯田北中学校 77 胆振 北海道室蘭養護学校 117 宗谷 中頓別町立中頓別小学校 157 根室 別海町立別海小学校
38 札幌市 北海道あすかぜ高等学校 78 日高 えりも町立東洋小学校 118 宗谷 利尻町立沓形小学校 158 根室 別海町立上春別小学校
39 札幌市 北海道札幌東豊高等学校 79 日高 日高町立富川小学校 119 宗谷 猿払村立芦野小学校 159 根室 根室市立花咲港小学校
40 札幌市 北海道札幌啓成高等学校 80 日高

新ひだか町立静内第三中学校

120 宗谷 礼文町立香深中学校 160 根室 北海道中標津高等学校

1

