
千円 千円

一般会計合計 45,595,000 44,356,000

特別会計合計 - 80,412

1 学校教育の充実 43,632,771 42,390,791

学 習 指 導 の 充 実 少人数学級の推進 628,100 641,400

小学校２年生における３５人学級実施

中学校３年生における３０人学級実施

学力向上対策 362,950 338,271

京（みやこ）まなびプロジェクトの推進

　京都市学習支援プログラム，学力向上実践推進事業

全中学校区での小中一貫教育の推進

全小中学校における土曜学習実施

小学校における教科書採択及び独自の指導計画（京都市

スタンダード）作成 <新　規>

教員の知的創造力探究事業など京都大学との連携

<新　規>

学生ボランティア学校サポート事業 30,186 29,566

教職員の資質・指導力向上 200,712 182,639

ミドルリーダー教職員養成総合実践推進事業 <新　規>

京都教師塾，全教職員対象評価システム実施

開かれた学校づくり・地域ぐるみの教育の推進 31,830 33,692

学校運営協議会の設置拡大，学校評価システム，学校ふ

れあい手づくり事業など

　　　　

子どもたちによる京都の魅力発信事業 <政策枠> 83,100 -

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 71,534 65,599

「古典の日」法制化を契機とした伝統文化体験の推進

ジュニア京都検定，茶道・邦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

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

国際化に対応した教育の推進 240,136 237,733

グローバルコミュニケーション力育成プロジェクト

　京（みやこ）英語スタンダード推進，外国語指導助手

　（ＡＬＴ）全校配置など

多文化学習推進プログラム，日本語指導ボランティア・

通訳ボランティアの派遣など

87,159 82,122

推進

中高接続プロジェクト

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 143,564 106,923

「第３次京都市子ども読書活動推進計画」実践

<政策枠>

学校図書館運営支援員の配置拡大

みやこ杣木使用の学校図書館備品整備

学校図書館へのボランティア参画，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 40,497 39,587

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

障害のある幼児・児童・生徒の教育の推進 485,663 739,750

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

ＩＣＴ環境の充実 1,370,255 1,314,720

校務事務電算化システムの本格運用

２１世紀型ＩＣＴ教育の創造モデル事業

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準備

<政策枠>

小・中学校経常運営費 3,858,039 3,646,556

就学援助 1,407,558 1,436,517

職業観・勤労観を育む生き方探究教育（キャリア教育）の
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

児童・生徒の健全 しなやかな道徳教育総合実践推進事業 6,479 6,306

育成 学校・家庭・地域が一体となり，小中一貫の下で展開さ

れる道徳教育の充実

中学校ブロックでの小中一貫道徳教育推進校の指定，道

徳教育推進教師に対する悉皆研修，保護者・地域への道

徳授業の公開など

子どもの規範意識を育む取組の展開

　規範意識を育む活動プログラムの実践

　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 251,920 235,067

子ども・家庭への総合的な支援の充実

　スクールソーシャルワーカー配置拡大

　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全中学校・高校・総合支援学校へ

の配置及び小学校への配置拡大

いじめ・不登校対策の実践

　いじめ相談ホットライン（２４時間電話相談）

　不登校等児童生徒対象「啐啄（そったく）２１・絆」

　フリースクール等との連携強化

　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

不登校生徒のための「洛風中学校」

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 64,577 65,896

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 23,482 25,164

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

放課後まなび教室 190,677 192,380

全小学校区において，１～６年生の放課後の自主的な学

びの場と安心・安全な居場所の充実

みやこ子ども土曜塾 21,902 21,772
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

学校安全対策の推進 17,028 18,520

京都市防災教育スタンダード活用や安全教育推進校指定

など防災教育の推進

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

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

食育の充実 7,896 2,628

「京の食文化」普及・啓発事業 <政策枠>

　日本料理に学ぶ食育カリキュラムの充実

　学校給食における「和食」推進の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

健康教育の充実，子どもの体力向上推進 465,044 531,618

う歯予防フッ化物洗口の推進，学童う歯対策，薬物乱用

防止教室，幼稚園等での保健指導，運動部活動運営，こ

ども体育館運営など

野外教育施設運営 141,762 146,693

花背山の家，奥志摩みさきの家など

高等学校教育の充実 魅力あふれる高校づくり推進 99,430 98,486

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

ハイパークリエイティブプロジェクトなど

工業高校改革 <政策枠> 38,600 -

高等学校経常運営費 424,942 410,447

市立高校国際交流 19,948 17,743

運動部競技力向上事業 8,355 8,430

私立高校教育奨励助成 51,800 51,800

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 50,042 44,862

保育士・幼稚園教諭の資質向上を目指す共同機構研修・

研究，子育てなんでも相談，子育てパワーアップ講座，

子育て支援ボランティア養成講座など
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

私立幼稚園助成 2,080,992 1,677,878

私立幼稚園における預かり保育の充実 <政策枠>

私立幼稚園就園奨励・教材費補助の充実

障害のある幼児の教育振興補助，私立幼稚園運営助成な

ど

幼稚園経常運営費 80,397 69,375

市立幼稚園における預かり保育の充実 <政策枠>

学校等施設整備の 学校教育環境の整備充実 3,106,000 3,612,333

充実 学校増収容対策 <政策枠>

御所南小学校整備，開睛小中学校六原学舎建設など

環境にやさしい新しい学校づくり推進 1,175,200 1,025,200

省エネに配慮した学校の長寿命化事業

学校体育諸施設整備事業 1,225,570 651,400

小・中学校体育館改築・リニューアル事業 <政策枠>

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 2,789,143 1,871,533

学校トイレ整備の推進

地域の元気臨時交付金を活用した学校維持修繕の充実

市有建築物の耐震化推進 756,500 419,403

学校体育館等つり天井等脱落防止対策 <政策枠>

学校施設の非構造部材等の耐震化推進

教育所管施設の耐震化推進 <政策枠>

2 生涯学習の推進 1,962,229 1,965,209

生涯学習推進体制 生涯学習市民フォーラム 1,144 1,882

学 習 活 動 家庭教育・子育て支援の充実 33,578 34,521

「子どもを共に育む京都市民憲章」の普及啓発

子どもを共に育む「親支援」プログラム・青少年のため

の「親学習」プログラム実践

「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，家庭教育新聞「あしたのために」，家

庭教育講座，人づくりフォーラム開催など

障害のある市民のための講座 14,881 15,119
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

女性・青年事業 32,026 35,648

市民スクール２１（女性学級）

温もりの電話相談事業

成人の日記念式典及びはたちプロジェクト

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 1,088

生涯学習施設運営 生涯学習総合センター，図書館の運営 1,816,695 1,817,183

「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

利用促進に向けた開館日・開館時間拡大 <新　規>

　図書館全館の開館時間　１０時→９時３０分

　地域図書館の開館日　第２・第４水曜日の開館開始

学校歴史博物館運営 17,806 21,933

ＰＲ動画配信・オリジナルグッズ販売など広報活動推進

青少年科学センター市民科学事業 26,130 16,927

展示品の充実など展示スペースリニューアル <政策枠>

企業・大学等と連携した特別展示

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
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