
教育委員会予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

教育委員会では，経済状況や家庭環境にかかわらず，全ての子どもたちが，伝統と文

化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓くための「確かな学力」，「豊かな心」，「健や

かな体」を育む学校教育と，世代を超えて学び合い，成果を生かして社会参加する生涯

学習のまちづくりにおいて，市民と共に汗する「共汗」で，教育改革に取り組んでいる。 

  引き続き国基準を上回る少人数教育を実施するなど，教育環境充実に取り組むととも

に，教員の長時間勤務解消が全国的に課題となる中，本市においても「働き方改革」を

更に推進するための環境整備に積極的に取り組む。 

一方で，厳しい財政状況のもと，全ての事業経費をゼロベースから見直すとともに，

より効率的な事務事業の執行を図るため，正規職員が実施している業務の嘱託化・職員

数削減などを更に進めながら，学力向上対策や障害のある子どもへの教育の推進，子ど

もたちの規範意識を育む取組など今日的な課題に対応するとともに，京都への文化庁の

全面的移転を見据えた伝統や文化に係る教育の推進など，幅広い市民ボランティアや大

学，経済界等の参画のもと，更なる教育改革の推進と，「はばたけ未来へ！ 京プラン」

に掲げた京都の未来像を着実に実現するための予算案とした。 

   

２ 主な新規・充実事業 

＜政策的新規・充実事業＞ 

「学校における働き方改革」推進のための環境整備（出退勤管理システムの構築，教務

主任補佐・専科教員の配置拡大，校務支援員，部活動指導員の配置）       

           全体事業費   249,900 千円（うち政策分 160,000 千円） 

   新学習指導要領実施に向けた英語教育環境の充実 

           全体事業費   273,972 千円（うち政策分   19,700 千円） 

障害のある児童・生徒に対するきめ細やかな教育体制の構築（高校における通級指導教

室開始）                             10,000 千円 

学校施設の長寿命化に向けた学校施設マネジメントの推進        9,300 千円 

学校増収容・老朽化対策（西院小学校，呉竹総合支援学校）      31,800 千円 

国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大会開催に向けた機運づくり（プレイベント等の開催

や市内博物館ネットワークの更なる充実） 

全体事業費    31,600 千円（うち政策分 30,000 千円） 

明治１５０年関連事業（銅駝美術工芸高校所蔵品展，生涯学習総合センター・学校歴 

史博物館における特別展等）                    14,300 千円 

青少年科学センターへの科学地球儀の設置              15,000 千円 

青少年科学センタープラネタリウムリニューアル            3,100 千円 

＜局枠等新規・充実事業＞ 

中学校総合文化祭における明治１５０年をテーマとした展示等の実施（明治１５０年関

連）                                                                         700 千円 

「京都まなびの街 生き方探究館」開館１０周年記念事業の実施     1,500 千円 

「京都市子ども読書活動推進計画」次期計画策定            2,900 千円 
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３　教育委員会主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 109,456,000 107,371,000

1 学校教育の充実 107,391,335 105,350,991

学 習 指 導 の 充 実 国基準を上回る少人数教育等の推進 4,065,333 4,142,305

小学校２年生の３５人学級や低学年指導充実に向けたチ

ーム・ティーチング実施など

小学校高学年における専科教育の更なる充実（「学校に

おける働き方改革」推進のための環境整備） <政　策>

中学校３年生の３０人学級実施をはじめとした少人数教

育推進のための教員配置など

学力向上対策 317,711 319,872

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

新学習指導要領実施に向けた実践研究・環境整備

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

　全中学校での未来スタディ・サポート教室実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

全小中学校における土曜学習実施

京都教育懇話会や京都大学ジュニアキャンパスなど産・

学・公連携推進事業

学生ボランティア学校サポート事業 30,071 30,071

教職員の資質・指導力向上と働き方改革推進 243,060 174,573

校務支援員の配置及び教務主任補佐の配置拡大，パソコ

ンを活用した出退勤管理システムの導入（「学校におけ

る働き方改革」推進のための環境整備） <政　策>

ミドルリーダー教職員養成総合実践推進事業，京都教師

塾など

開かれた学校づくり・地域ぐるみの教育の推進 27,971 31,938

学校運営協議会の設置拡大・活動充実，学校評価システ

ムなど

子どもたちによる国際文化観光都市・京都の魅力発信事業 43,520 54,088

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推進

　

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

＜教育委員会所管＞

（教育委員会－1）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

文化庁移転に向けた伝統や文化に係る教育の充実 71,571 70,611

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

中学校における文化部活動の推進

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

中学校総合文化祭における明治１５０年をテーマとした

展示等の実施（明治１５０年関連） <新　規>

国際化に対応した教育の推進 313,449 284,941

グローバルコミュニケーション力育成プロジェクト

　小学校外国語（英語）早期化・教科化への対応など英

　語教育充実のための外国語指導助手（ＡＬＴ）の増員

　（新学習指導要領実施に向けた英語教育環境の充実）

<政　策>

　京（みやこ）英語スタンダード推進，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充実

多言語による小学校生活スタートガイド作成 <新　規>

社会的・職業的自立に向けた生き方探究教育（キャリア教 84,945 86,313

育）の推進

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

「京都まなびの街　生き方探究館」開館１０周年記念事

業の実施 <新　規>

国語力・読解力の向上 214,610 189,886

「第３次京都市子ども読書活動推進計画」実践，学校司

書の配置日数拡大，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

「京都市子ども読書活動推進計画」次期計画策定

<新　規>

理科・環境教育の振興 60,602 48,033

青少年科学センターにおけるセンター学習

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

青少年科学センターへの科学地球儀の設置 <政　策>

（教育委員会－2）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

障害のある幼児・児童・生徒の教育の推進 540,354 552,693

高校における通級指導教室開始（障害のある児童・生徒

に対するきめ細やかな教育体制の構築） <政　策>

総合育成支援員の配置

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

「手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」普

及促進

ＩＣＴ環境の充実 1,658,011 1,616,776

校務支援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

個人情報等情報セキュリティ強化対策

小・中学校経常運営費 3,591,081 3,765,066

次世代への木のぬくもり発信事業 <政　策>

　みやこ杣木を活用した学校備品整備

就学援助 1,342,956 1,438,288

児童・生徒の健全 しなやかな道徳教育総合実践推進事業 19,940 16,698

育成 「特別の教科　道徳」実践研究及び保護者・地域参画型

授業の展開

中学校における「特別の教科　道徳」の教科書採択及び

独自の指導計画作成 <新　規>

子どもの規範意識を育む取組の展開

　京都市こども未来会議（中学校生徒会サミット・京（

　みやこ）キッズ会議）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

いじめ・不登校対策，学校での教育・生活相談の充実 399,179 346,996

「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

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの

計画的な配置拡大

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

（教育委員会－3）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

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 62,542 62,464

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 17,211 18,914

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 22,472 22,511

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 319,997 289,410

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推進

　スチームコンベクションオーブン全校設置

　　５年計画で全小学校に設置（２か年目）

本市独自予算による栄養教諭配置

健康教育の充実，子どもの体力向上推進 162,289 119,888

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会を契

機とした学習，体力向上・競技力向上事業

部活動指導員の配置（「学校における働き方改革」推進

のための環境整備） <政　策>

外部コーチ派遣など運動部活動指導体制の充実

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

野外教育施設運営 142,617 139,163

花背山の家，奥志摩みさきの家など

（教育委員会－4）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

高等学校教育の充実 魅力あふれる市立高校づくり推進 114,592 114,676

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

銅駝美術工芸高校所蔵品展の開催（明治１５０年関連）

<政　策>

市立高校経常運営費 382,627 402,861

市立高校国際交流 22,607 21,687

運動部競技力向上事業 15,917 15,917

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

京都市高校生教育相談・支援事業 4,500 4,500

私立高校教育奨励助成 51,800 51,800

幼 児 教 育 の 充 実 幼稚園経常運営費 116,907 116,501

市立幼稚園全園における預かり保育実施

学校等施設整備の 学校教育環境の整備充実 8,195,000 5,707,660

充実 学校増収容・老朽化対策 <政　策>

　西院小学校，呉竹総合支援学校

向島秀蓮小中学校整備，下京雅小学校整備，京北地域小

中一貫教育校整備など

新しい定時制単独高校整備 150,600 345,200

新しい普通科系高校整備 824,850 58,700

環境にやさしい新しい学校づくり推進 1,408,100 1,408,100

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 1,968,200 2,217,600

小・中学校体育館改築・リニューアル事業

小・中学校プール改築・リニューアル事業

（教育委員会－5）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

学校施設及び教育所管施設維持管理 1,719,343 1,840,700

洋式化をはじめとした学校トイレ整備の推進

学校施設の長寿命化に向けた学校施設マネジメントの推

進 <政　策>

など

2 生涯学習の推進 2,064,665 2,020,009

生涯学習推進体制 生涯学習市民フォーラム 848 900

国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大会開催に向けた取組 31,600 4,600

市内博物館振興のための取組推進

プレイベント等の開催や市内博物館ネットワークの更

なる充実 <政　策>

学 習 活 動 家庭教育・子育て支援の充実 18,305 19,271

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 14,579 14,579

障害のある方の文化芸術活動の推進 1,000 1,000

女性研修事業 16,684 18,692

市民スクール２１（女性学級），温もりの電話相談事業

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

生涯学習施設運営 生涯学習総合センター，図書館の運営 1,911,299 1,897,643

「古典の日記念　京都市平安京創生館」の充実

　明治１５０年を契機とした特別企画実施（明治１５０

　年関連） <政　策>

次世代への木のぬくもり発信事業 <政　策>

　みやこ杣木を活用した京都市平安京創生館展示品整備

　木のぬくもりのある図書館づくり

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

（開館時間　１７時まで→１９時まで）

録音図書のデータ提供など視覚に障害のある方々の利便

性向上

（教育委員会－6）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

学校歴史博物館運営 30,564 20,778

明治１５０年・開館２０周年記念特別展の開催（明治１

５０年関連） <政　策>

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 17,839 23,985

プラネタリウムリニューアル <政　策>

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

（教育委員会－7）
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