
注　前年度予算額は肉付補正後の予算額である。

千円 千円

一般会計合計 51,058,000 49,441,000

特別会計合計 50,000 －

（雇用対策事業特別会計50,000，126ページを参照）

1 学校教育の充実 49,183,892 47,363,410

学 習 指 導 の 充 実 少人数学級の推進 886,000 886,000

中学校３年生における３０人学級実施

小学校１，２年生における３５人学級実施

学力向上対策 270,573 319,826

小・中学校における土曜学習　実施校拡大 <未来枠>

独自の指導計画（京都市スタンダード）活用

小中一貫教育の推進

全小学校高学年での英語活動実施

学習確認プログラム・ジョイントプログラム

学力向上実践推進事業・学習活動総合推進事業

中学校指導計画・補充発展資料作成 <新　規>

　　　　　　　　　　　　　　　など

学生ボランティア学校サポート事業 22,900 19,637

教職員の資質・指導力向上 253,497 286,872

京都教師塾，全教職員対象評価システム実施など

開かれた学校づくり・地域ぐるみの教育の推進 41,433 72,629

学校運営協議会の設置拡大

学校ふれあいパーク，学校評価システムなど

　　　　

伝統文化教育の充実 69,344 77,500

ジュニア京都検定），体験活動の推進など

職業観・勤労観を育む生き方探究教育（キャリア教育）の 170,348 193,598

推進

「京都まなびの街　生き方探究館」運営

スチューデントシティ・ファイナンスパーク

京都モノづくりの殿堂・工房

生き方探究・チャレンジ体験推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　など

前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定（通称：

＜教育委員会所管＞

本年度予算額

（教育委員会－1）



千円 千円

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

国語力・読解力の向上 4,002 4,700

新「京都市子ども読書活動推進計画」に基づく事業推進

朝読書の小・中学校全校実施

学校図書館へのボランティア参画

理科・環境教育の振興 65,972 57,400

サイエンス・コラボ・ティーチャー増員

「科学屋台ネットワーク」による出前講座実施 <新　規>

「環境にやさしい学校」認証取得推進

障害のある児童生徒の教育の推進 554,700 427,588

総合育成支援員の配置

総合支援学校スクールバス更新 <未来枠>

白河・鳴滝総合支援学校職業学科定員拡大 <新　規>

総合育成支援教育相談センター運営

　　　　　　　　　　　　　　　など

校内ＬＡＮサポーター配置 22,570 28,700

小・中学校経常運営費 3,771,651 3,820,472

就学援助 1,312,079 1,244,542

児童・生徒の健全育 放課後まなび教室　全小学校区実施 414,557 233,278

成 市立小学校全校において，児童の放課後の自主的な「学

びの場」と安全な居場所の充実

小学生の長期宿泊・自然体験活動 20,315 18,600

保護者・地域ボランティアに参画いただき，１週間程度

の宿泊型自然体験活動をモデル実施

２０年度２９校→２１年度５９校

いじめ対策・心の居場所づくり推進 206,926 225,281

子ども・家庭支援総合対策事業 <新　規>

　児童相談所・福祉事務所等との連携強化

　スクールソーシャルワーカー配置

スクールカウンセラー全中学校・高校配置

いじめ相談ホットライン（２４時間電話相談）

不登校総合対策事業～ひとりひとりが輝く～

不登校児童生徒対象「啐啄（そったく）２１・絆」

学校問題解決支援チーム・自律促進教育チーム

インターネット等の有害情報から子どもを守る取組

親子で学ぶ道徳授業の実施

　　　　　　　　　　　など

（教育委員会－2）



千円 千円

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

みやこ子ども土曜塾 50,694 61,604

学校安全対策の推進 29,745 30,878

学校安全ボランティア講習会の開催

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

健康教育・食教育の充実，子どもの体力向上推進 541,320 544,443

「まち道場」創設 <新　規>

う歯予防フッ化物洗口の推進（小学校全校実施），学童

う歯対策，エイズ指導，日本料理から学ぶ食育カリキュ

ラム，小学校運動部活動運営，こども体育館運営など

教育相談総合センター運営 100,198 107,158

不登校児童生徒の学びの場「ふれあいの杜」分教室運営

不登校生徒のための中学校運営 4,864 5,063

二部学級生徒と不登校生徒が共に学ぶ「洛友中学校」

不登校生徒のための「洛風中学校」

私学助成 1,628,938 1,586,773

私立幼稚園就園奨励・教材費補助，障害のある幼児の教

育振興補助，私立幼稚園運営助成，私立高校教育奨励補

助など

京都市少年合唱団　ドイツ・シュテーラー児童合唱団交流 4,700 －

事業 <新　規>

野外教育施設運営 191,799 178,702

「花背山の家」，「奥志摩みさきの家」など

高等学校教育の充実 日吉ヶ丘高校新学科「国際コミュニケーション科」開設 2,000 －

<新　規>

　　　　　　　　　　

音楽高校ルネッサンス 2,329,325 3,819

ＰＦＩ方式による市立音楽高等学校移転整備

市立高校国際交流 14,548 15,335

体育部（中・高連携）競技力向上事業 9,000 9,000

高等学校経常運営費 393,121 400,506

（教育委員会－3）



千円 千円

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

幼 児 教 育 の 充 実 子育て支援総合センターこどもみらい館運営 175,763 169,130

開館１０周年記念事業 <新　規>

地域子育て支援ボランティア養成講座，保育士・幼稚園

教諭の自主的な研究への支援，子育てなんでも相談，子

育て講座の実施など

　　　　　　　　　　　　　　　　　

保・幼・小・中連携推進 1,164 2,000

保育所，幼稚園と小・中学校の相互訪問，合同研修など

幼稚園経常運営費 66,230 67,745

学校施設整備の充実 学校教育環境の整備充実 3,817,600 3,245,600

小・中学校増収容対策 <未来枠>

南区統合小中一貫校整備 <未来枠>

東山区統合小中一貫校整備

下京渉成小学校整備

学校施設耐震化計画の推進 1,845,000 1,840,000

１７年度　全棟の耐震診断完了

２２年度までに統合等の計画のある学校を除く全棟の耐

震化を実施

ＰＦＩ手法導入による整備の推進 <未来枠>

学校エコ改修と環境教育事業 <未来枠> 12,000 －

学校施設の省エネルギー化と快適な学習環境の確保を両

立，改修した施設を素材とした環境教育を実施

学校用地取得・造成 1,243,320 1,191,451

御所南小学校第２グラウンド整備

　　　　　　　　　　　　　　など

学校プール整備 297,000 422,000

学校施設管理 1,331,321 1,520,808

2 生涯学習の推進 1,874,108 2,077,590

生涯学習推進体制 生涯学習市民フォーラムの運営 2,350 2,350

生涯学習コーディネーター養成講座 <新　規> 793 －

（教育委員会－4）



千円 千円

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

自 発 的 学 習 活 動 家庭教育・子育て支援の充実 48,110 55,852

「子どもを共に育む京都市民憲章」推進

　　条例制定に向けた検討 <新　規>

「子どもを共に育む親支援プログラム」

　　支援者養成研修，モデル事業実施 <新　規>

「子どもを取り巻く緊急課題語り部講座」開催

おやじの会活動，「親の学び」サポート事業，家庭教育

新聞「あしたのために」など

障害のある市民のための講座 15,119 15,119

女性・青年事業 41,163 47,933

市民スクール２１(女性学級)，温もりの電話相談事業，

成人の日をみんなで祝う気運づくり事業，成人の日記念

式典など

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 4,474 7,691

支 援 体 制 生涯学習総合センター，図書館の運営 1,663,432 1,701,009

古典の日記念館（仮称）の開設 <新　規>

地下鉄駅等への図書返却ポスト（窓口）の設置 <新　規>

市立図書館夜間開館の全館（１９館）実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

学校歴史博物館運営 51,528 65,462

青少年科学センター市民科学事業 19,991 22,723

市民科学講座，特別展示など

（教育委員会－5）


