
教育委員会事務局決算の概要 

１ 決算総括 

開かれた学校づくりでは，学校運営協議会の設置拡大や向島・京北地域で学校統合

及び新しい学校の創設等に向けた取組を推進した。 

確かな学力の育成等では，全中学校ブロックで小中一貫教育を推進，「未来スタデ

ィ・サポート教室」の実施校拡大，英語教育では，民間の検定試験を活用した中高生

の英語力向上の取組を実施するとともに，ジュニア京都検定テキストブックの英語訳

版を新たに作成した。さらに，政治的教養を育む教育の実践，道徳の教科化に向けた

実践研究などを進めた。また，全小中高等学校での薬物乱用防止教室，小学校給食で

の食物アレルギー対策の本格実施，運動部活動における外部コーチ派遣拡充など，子

どもの健全育成に向けた取組を推進した。 

障害のある子どもの教育では，東山総合支援学校の独立開校，希望する全ての学校

への総合育成支援員の配置や，LD等通級指導教室等の充実を図った。 

高校教育では，京都工学院高校の開校や新しい定時制単独高校，普通科系高校創設

に向けた取組を推進した。さらに，防災機能強化や長寿命化の改修・改築に取り組む

とともに，中長期的な施設管理やトータルコストの縮減を図るための「京都市学校施

設マネジメント基本計画」を策定，また，図書館の利便性向上や「ICOM京都大会2019」

関連事業の実施など生涯学習の推進にも努めた。 

今後とも，保護者・地域等の参画の下，「子育て・教育環境日本一のまち・京都」

の実現に努める。 

 

２ 重点取組の実績 

 （１）開かれた学校づくりと市民との共汗で進める教育改革 

取組名 実 績 

学校運営協議会の

設置拡大等 

・239 校・園（幼12,小 166（全校）,中53,総 8）に学校運営協議会を設

置（市区町村別設置数は全国最多） 

学校統合及び新し

い学校づくり 

・向島中学校区小中一貫教育校の平成31年4月の創設及び醒泉小・淳風

小の平成29年4月の統合・開校に向けた取組を推進 

・京北地域小中一貫教育校の創設に向けた検討協議会の開催等 

 

（２）確かな学力の育成 

取組名 実 績 

可能性を伸ばす教

育環境づくり 

・「京都市小中一貫学習支援プログラム」の推進 

・未来スタディ・サポート教室を拡大し，中学校54校で実施 

・全小・中学校での「土曜学習」の実施 

小中一貫教育の推

進 

・全中学校ブロックで小中一貫教育ガイドライン（試案）に基づき，校区

の状況に応じた小中一貫教育の推進 

・小中学校合同の学校運営協議会を拡大し，23中学校区に設置 



取組名 実 績 

教員の資質・指導

力向上，教職員評

価 

・ミドルリーダー層の拡大と養成に向けた研修等 

・自宅等から研修映像を視聴できる「おうちポータル」の運用充実 

・給与に反映する教職員評価「査定評価」 

 

（３）創造的で個性豊かな子どもの育成 

取組名 実 績 

京都ならではの英

語教育，伝統文化

教育等の充実 

・全小中高等学校での伝統文化体験活動 

・中高生の英検受験促進（中学生約4,500名・高校生約500名が補助活用） 

・海外研修・留学支援並びに日吉ケ丘高校「英語村」を活用した実践的英

語学習・各種交流事業等 

学校図書館の活用

促進等 

・学校司書の全小・中・総合支援学校へ配置及び配置日数の拡大 

・京都市図書館所蔵図書の学校への団体貸出（年間39,930冊）やブック

トーク，読み聞かせ，タブレット型PCを活用した調べ学習の実施 

生き方探究教育の

充実や政治的教養

を育む教育の推進

等 

・スチューデントシティ・ファイナンスパーク学習，京都モノづくりの殿

堂・工房学習，生き方探究・チャレンジ体験推進事業 

・「政治的教養を育む教育」実践モデル校（11 校）を中心に，「政治的教

養を育む教育学習指導案集」を活用した授業等の実施 

日本語指導体制等

の充実 

・日本語指導担当教員の派遣等の総合的な支援を行うトータルサポート校

を設置し，日本語の巡回指導の担当教員増員等，支援体制の充実                            

 

（４）心身ともに健全でたくましい子どもの育成 

取組名 実 績 

道徳教育，規範意

識を育むための取

組等の推進 

・道徳の「教科化」に向けた実践研究の実施 

・「道徳教育推進リーダー教師」による各行政区での自主研修の実施 

・全小・中・高等学校で非行防止教室を実施 

いじめ・不登校の

未然防止と早期発

見・解決に向けた

対策の充実 

・全小・中・高・総合支援学校（計258校）へスクールカウンセラー配置 

・29校（28小学校及び1高等学校（定時制））にスクールソーシャルワー 

カーを配置するとともに，派遣型スクールソーシャルワーカーを1名任用 

・洛友中学校夜間部で形式卒業者の入学受入開始（28年度入学者から） 

携帯情報通信機器

不適切利用防止対

策等の推進 

・全小・中・高等学校における薬物乱用防止教室の実施 

・携帯電話市民インストラクターによる保護者向け啓発講座（66回2,266

人） 

・携帯情報通信機器に関する学習・啓発プログラム（79校 6,094人） 

食育・健康教育・

体力向上，安全教

育等の推進 

・栄養教諭の配置拡大，アレルギー対応本格実施 

・水泳指導をはじめ教育活動における安全活動の徹底 

・中・高等学校の運動部活動における外部コーチ派遣事業拡充 

・「京都市通学路交通安全プログラム」に基づく関係機関が連携した安全

確保の取組充実 



（５）障害のある子どもへの教育の推進 

取組名 実 績 

総合支援学校にお

ける職業教育，発

達障害への学習支

援の充実 

・希望する全ての学校への総合育成支援員の配置充実 

・「就学支援シート」事業の実施（全就学前施設） 

・東山総合支援学校の独立開校と，地域・企業等との連携による新たな職

業教育の推進 

・LD等通級指導の充実（対象 平成27年度：590名,平成28年度：781名） 

・難聴・弱視学級の教育環境の充実 

  

（６）魅力あふれる高校づくりの推進 

取組名 実 績 

特色ある高校づく

り，新しい「定時

制単独高校」や「新

しい普通科系高

校」の創設 

・普通科系5校：4年制大学現役進学率67.8％，工業高校2校：学校斡旋

就職内定率100％（15年連続) 

・「京都工学院高校」開校（平成28年4月） 

・「新しい定時制単独高校」の創設に向けた取組の推進 

・「新しい普通科系高校」創設に向けた取組の推進 

  

（７）子育て支援の充実 

取組名 実 績 

幼稚園の預かり保

育の充実等 

・市立幼稚園全園で，原則として平日18時までの預かり保育を実施 

 

（８）子どもたちがいきいきと学べる安心安全で特色ある教育環境整備 

取組名 実 績 

防災と環境に配慮

した学校施設・施

設整備事業の計画

的な推進 

・防災機能強化型の体育館リニューアル事業3校，体育館改築事業2校，

プールリニューアル事業3校，校舎長寿命化事業3校 

・「京都市学校施設マネジメント基本計画」の策定 

・「京都市学校施設マネジメント行動計画（案）」の作成 

学校図書館整備や

トイレの洋式化等 

・市内産木材を活用した学校図書館の環境整備62校 

・快適トイレ整備事業14校，洋式トイレ整備事業15校 

 

（９）生涯学習の推進 

取組名 実 績 

市立図書館の更な

る利便性の向上 

・京都市立図書館における貸出冊数754万冊，利用者数424万人 

・隣接自治体との図書館相互利用の開始（宇治市 平成28年4月） 

・サピエ（視覚障害者情報総合ネットワーク）への加入（平成28年7月） 

国際博物館会議

（ICOM）京都大会

2019に向けた取組 

・ICOM京都大会2019京都推進委員会の発足 

・大会開催記念イベント「ナイト・ミュージアムトーク・京都」実施 

・京博連加盟館の学芸員による「ミュージアム・京・ミーティング」実施 



３　教育委員会事務局所管の決算額
（１）一般会計
ア　歳入

イ　歳出

教 育 総 務 費

小 学 校 費

中 学 校 費

高 等 学 校 費

幼 稚 園 費

社 会 教 育 費
青少年科学センター費

学 校 施 設 整 備 費

※歳入における翌年度繰越額は，未収入特定財源である。

1,436,30911,509,325 9,185,716 887,300

1,975,110 1,971,829 - 3,281

102,698 102,238 - 460

98,387 95,024 - 3,363

832,369 824,883 - 7,486

2,352,676 2,328,915 - 23,761

4,317,628 4,294,625 - 23,003

25,038,204 24,575,607 - 462,597

教 育 費 46,226,397 43,378,837 887,300

款項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

1,960,260

計 3,196,532 2,363,909 767,90264,721

諸 収 入 206,528 203,310 3,218-

繰 入 金 14,386 6,500 7,886-

寄 附 金 37,650 14,450 23,200-

財 産 収 入 95,889 92,583 3,306-

府 支 出 金 12,735 22,629 △ 9,894-

款

924,432

Ｂ

41,084 1,387

Ｃ

697,88264,721

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

翌年度繰越額

分 担 金 及 び 負 担 金 42,471 -

（単位：千円）

予算現額 収入済額 差引

Ａ Ａ-Ｂ-Ｃ

1,099,838 1,058,921 40,917-

1,687,035



４　教育委員会主要施策の概要

当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

一般会計合計 43,692,828 46,226,397 43,378,837 1,960,260

(2,533,569) (887,300)

（1 学校教育の充 41,692,745 44,226,020 41,388,833 1,949,887

    実） (2,533,275) (887,300)

学習指導の充実 少人数学級の推進 630,600 654,820 652,227 2,593

小学校２年生における３５人学級実施 (24,220)

中学校３年生における３０人学級実施

学力向上対策 346,814 346,814 330,468 16,346

京（みやこ）まなびプロジェクトの推進
　小中一貫学習支援プログラム，学力向上実践推
進事業
校区の状況に応じた小中一貫教育の推進
放課後・学力ステップアップ事業
　未来スタディ・サポート教室実施校拡大

<政策枠>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
全小中学校における土曜学習実施
教員の知的創造力探究事業など産・学・公連携推
進事業

学生ボランティア学校サポート事業 30,081 30,081 28,265 1,816

教職員の資質・指導力向上 182,160 175,157 173,215 1,942

ミドルリーダー教職員養成総合実践推進事業，京 (△ 7,003)

都教師塾など
総合教育センター開館３０周年記念事業の実施

<新　規>

開かれた学校づくり・地域ぐるみの教育の推進 31,625 32,974 32,969 5

学校運営協議会の設置拡大・活動充実，学校評価 (1,349)

システム，学校ふれあい手づくり事業など

子どもたちによる国際文化観光都市・京都の魅力 65,007 63,547 62,115 1,432

発信事業 (△ 1,460)

海外からの観光客へ京都ならではの「おもてな
し」実践
子どもたちが京都を知る取組と伝える取組の充実

伝統文化教育の充実 71,414 71,414 71,402 12

学校での伝統文化体験の推進
ジュニア京都検定，茶道・邦楽・能楽など体験活
動の推進，地域人材や専門家等と連携した取組の
展開など
市立高校生徒を対象とした「茶道」を中心とした
おもてなし事業の実施 <政策枠>

国際化に対応した教育の推進 277,404 278,120 278,080 40

グローバルコミュニケーション力育成プロジェク (716)

ト
　京（みやこ）英語スタンダード推進
　外国語指導助手（ＡＬＴ）全校配置，高校英語
　４技能（読む，聞く，話す，書く）にかかる実
　践的英語力向上事業，ジュニア京都検定テキス
　トの英語訳版の作成 <政策枠>

　　　　　　　　　など
留学生による学校活動支援事業
多文化が息づくまちづくりに向けた日本語指導体
制の充実 <政策枠>

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

当初予算額の下段の括弧書きは，補正予算額，前年度繰越額，流用・移用等の予算の
増減額，不用額の下段の括弧書きは，翌年度繰越額で，いずれも外数です。

　　（教育委員会－1）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

社会的・職業的自立に向けた生き方探究教育(キャ 87,208 87,702 87,509 193

リア教育）の推進 (494)

スチューデントシティ・ファイナンスパーク学習
，京都モノづくりの殿堂・工房学習，京（みやこ
）少年少女モノづくり倶楽部，「生き方探究・チ
ャレンジ体験」推進事業

国語力・読解力の向上 169,934 169,934 168,549 1,385

「第３次京都市子ども読書活動推進計画」実践
学校司書（学校図書館運営支援員）の配置日数拡
大 <政策枠>

みやこ杣木使用の学校図書館備品整備，図書ナビ
ゲーションシステムの活用，朝読書の小・中学校
全校実施

理科・環境教育の振興 44,792 47,239 46,509 730

青少年科学センターにおけるセンター学習 (2,447)

観察実験アシスタント配置など観察・実験活動の
促進
京都市環境教育スタンダード活用
全小中総合支援学校「環境にやさしい学校」認証
取得

障害のある幼児・児童・生徒の教育の推進 518,043 518,043 514,670 3,373

障害者差別解消法施行に伴う取組
　保護者などへの普及啓発事業，音声認識システ
　ムの試行導入や拡大読書器の充実など学習環境
　整備 <政策枠>

　教職員研修の実施や総合育成支援員の配置充実
　等よりきめ細かな教育体制の構築など
総合支援学校スクールバス運営
総合育成支援教育相談センター運営
切れ目のない支援充実のための「就学支援シート
」活用

ＩＣＴ環境の充実 2,069,260 2,069,260 2,063,537 5,723

校務事務電算化システムによる教員の事務負担軽
減
校内ＬＡＮ，電子黒板等ＩＣＴ機器の全校での活
用
県費負担教職員の給与負担等の移管に向けた体制
整備 <政策枠>

個人情報等情報セキュリティ強化対策 <政策枠>

小・中学校経常運営費 3,858,794 3,858,794 3,858,490 304

就学援助 1,370,965 1,370,965 1,343,015 27,950

児童・生徒の しなやかな道徳教育総合実践推進事業 10,004 10,004 9,416 588

健全育成 保護者・地域参加型授業の展開
教科化に向けた評価のあり方の実践研究，教材・
指導資料の開発など
子どもの規範意識を育む取組の展開
　中学校生徒会サミットの開催
　非行防止教室等問題行動の未然防止に向けた京
　都府警との連携充実

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（教育委員会－2）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

いじめ・不登校対策，学校での教育・生活相談の 299,273 299,273 292,526 6,747

充実
｢いじめの防止等に関する条例｣の実践・普及啓発
　「いじめの防止等に関する条例」の更なる普及
　啓発及び「いじめの防止等取組指針」に沿った
　実践
子ども・家庭への総合的な支援の充実
　児童相談所等関係機関との連携強化
　スクールソーシャルワーカーの更なる配置拡大

<政策枠>

スクールカウンセラーの全校配置
いじめ・不登校対策に関する取組の実践
　こども相談２４時間ホットライン
　不登校等児童生徒対象「 啄（そったく）２１
　・絆」
　フリースクール等との連携強化
　いじめ・不登校などの未然防止や早期発見・対
　応に向けた「クラスマネジメントシート」活用
　不登校児童生徒支援に関する教員向けハンドブ
　ック作成・配布 <新　規>

不登校生徒のための「洛風中学校」
形式卒業者の受入れや二部学級生徒と不登校生徒
が共に学ぶ「洛友中学校」
インターネット等の有害情報から子どもを守る取
組
　府市協調による学校非公式サイト等のネット監
　視業務

教育相談総合センター運営 63,285 63,285 62,877 408

悩みを抱える児童生徒・保護者のカウンセリング
及び不登校児童生徒の学びの場「ふれあいの杜」
運営

小学生の長期宿泊・自然体験推進事業 19,246 19,246 18,279 967

保護者・地域ボランティアの参画の下，長期宿泊
型自然体験活動を小学校全校で実施

学校安全教育の充実・学校安全対策の推進 22,574 22,574 22,340 234

安全教育推進校の指定や京都市防災教育スタンダ
ード活用による学校安全教育の充実
自転車交通安全教育の推進
水泳指導における安全管理の徹底
学校安全ボランティア講習会の開催
食物アレルギー対応に関する体制・連携推進
地域ぐるみの学校安全対策の推進

食育の充実 127,017 127,017 118,733 8,284

学校給食における「和食」の充実
「京の食文化」普及・啓発事業
　日本料理に学ぶ食育カリキュラムの推進
　本市独自予算による栄養教諭配置拡大 <政策枠>

健康教育の充実，子どもの体力向上推進 127,433 130,191 129,401 790

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大 (2,758)

会を契機とした体力向上・競技力向上事業
外部コーチ派遣拡充など運動部活動指導体制の充
実 <政策枠>

う歯予防フッ化物洗口の推進
薬物乱用防止教室の全小・中・高校での実施，幼
稚園等での保健指導など

予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（教育委員会－3）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

野外教育施設運営 148,299 148,299 147,749 550

花背山の家，奥志摩みさきの家など

高等学校教育の 魅力あふれる高校づくり推進 110,231 110,231 105,485 4,746

充実 市立高校かがやきプラン
　各校の特色あふれる取組の充実
スーパーグローバルハイスクール，ハイパークリ
エイティブプロジェクトなど
「政治的教養を育む教育学習指導案集」を活用し
た教育実践事業 <政策枠>

高等学校経常運営費 449,998 453,098 452,943 155

(3,100)

市立高校国際交流 22,159 22,812 22,340 472

(653)

運動部競技力向上事業 16,755 16,755 16,755 -

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大
会を契機とした競技力向上事業

私立高校教育奨励助成 51,800 51,800 50,180 1,620

幼児教育の充実 幼稚園経常運営費 132,633 132,633 131,035 1,598

市立幼稚園全園における預かり保育実施

学校等施設整備 学校教育環境の整備充実 2,087,580 3,119,380 2,322,439 710,168

の充実 学校増収容対策 (1,031,800) (86,773)

京北地域小中一貫教育校整備 <政策枠>

御所東小学校整備，向島中学校区小中一貫教育校
整備，下京雅小学校整備など

新しい定時制単独高校整備 <政策枠> 60,200 60,200 57,451 2,749

新しい普通科系高校の創設に向けた基本構想策定 13,000 13,000 11,917 1,083

<政策枠>

環境にやさしい新しい学校づくり推進 1,408,100 1,408,100 1,312,008 96,092

環境に配慮した校舎の長寿命化事業

学校体育諸施設防災機能強化等整備事業 2,321,620 3,105,620 2,116,171 188,922

小・中学校体育館改築・リニューアル事業 (784,000) (800,527)

小・中学校プール改築・リニューアル事業

学校施設及び教育所管施設維持管理 1,842,343 2,269,843 2,067,329 202,514

洋式化をはじめとした学校トイレ整備の推進 (427,500)

学校施設マネジメント第１期行動計画の策定
<新　規>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

教育所管施設の耐震化推進 <政策枠> 312,700 312,700 289,094 23,606

（2 生涯学習の推 2,000,083 2,000,377 1,990,004 10,373

    進） (294)

生涯学習推進 生涯学習市民フォーラム 989 989 855 134

体制
第２５回世界博物館大会（ＩＣＯＭ２０１９）， 3,800 3,800 3,795 5

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた
市内博物館振興 <政策枠>

予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（教育委員会－4）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

学 習 活 動 家庭教育・子育て支援の充実 20,794 20,794 20,277 517

携帯情報通信機器（スマートフォン，ゲーム機等
）に関する学習啓発プログラム実施等スマートフ
ォン・インターネット不適切利用防止対策の推進
，おやじの会活動，家庭教育講座など

障害のある市民のための講座 14,773 14,773 14,579 194

女性研修事業 16,690 16,984 16,863 121

市民スクール２１（女性学級），温もりの電話相 (294)

談事業

情報発信事業 生涯学習情報ネットワークシステムの運営 1,053 1,053 1,053 0

生涯学習施設 生涯学習総合センター，図書館の運営 1,880,235 1,880,235 1,879,164 1,071

運営 「古典の日記念　京都市平安京創生館」運営
生涯学習の拠点施設としての生涯学習総合センタ
ー運営
中央図書館４館・地域図書館１４館など京都市図
書館の運営
中央図書館４館における夏季土曜日の開館時間延
長の試行（開館時間　１７時まで→１９時まで）

<新　規>

障害者差別解消法施行に伴う取組 <政策枠>

　録音図書のデータ提供や拡大読書器の更新など
　視覚に障害のある方々の更なる利便性向上

学校歴史博物館運営 18,120 18,120 18,096 24

常設展・企画展の開催，収蔵品の保存・整理，調
査・研究，オリジナルグッズ販売など広報活動推
進，各種講座・体験教室開催など

青少年科学センター市民科学事業 25,267 25,267 23,602 1,665

展示品の充実など展示スペースリニューアル
企業・大学等と連携した特別展示など
未来のサイエンティスト養成事業
「京都科学屋台ネットワーク」による出前講座実
施
市民科学講座，親子ふれあいサイエンスルームな
ど

予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（教育委員会－5）


