
千円 千円

一般会計合計 50,454,000 52,521,000

1 学校教育の充実 47,481,524 50,574,574

学 習 指 導 の 充 実 中学校３年生における３０人学級実施 <重点枠> 550,000 ‐

義務教育の最終段階における指導の充実，進路の保障

小学校１，２年生における３５人学級実施 336,000 336,000

学力向上対策 171,715 153,800

年間２０５日以上の授業日数確保，独自の指導計画（京

都スタンダード）活用，小中一貫教育の推進，学習確認

プログラムの実施回数増など

学生ボランティア学校サポート事業 15,194 12,000

教職員の資質・指導力向上 307,495 275,518

京都教師塾の充実，塔南高校「教育みらい科」開設，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 21,578 17,926

学校運営協議会設置校拡大，学校ふれあいパーク，外部

評価を含む「学校評価システム」など

　　　　

伝統文化教育の充実 44,330 26,330

ジュニア京都検定）名人コース新設

「京の雅」探究総合推進事業

　　　　　　　　　　　　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 123,325 113,727

推進

「京都こどもモノづくり塾」推進事業 <新　規>

　至高のおもちゃづくり全国大会の開催

「京都まなびの街　生き方探究館」運営

生き方探究・チャレンジ体験推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　など

読解力・国語力の向上 28,180 28,180

朝読書の小・中学校全校実施

１００冊マラソン・読書ノート配布

学校図書館へのボランティア参画

図書検索システム全校設置等の学校図書館活性化事業

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 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

（教育委員会－1）



千円 千円

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

理科・環境教育の振興 45,600 28,200

地球温暖化防止京都会議開催１０周年記念イベント

<新　規>

「サイエンス・コラボ・ティーチャー」 <新　規>

「京都わくわく理科マップ」作成

「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 15,222 11,000

総合育成支援教育　教員研修用ビデオ作成 <新　規>

総合育成支援ボランティア養成

ＬＤ等の児童・生徒の教育的支援を行う講師の配置

総合養護学校版デュアルシステム推進

　白河・鳴滝での企業との連携による長期職業訓練

総合育成支援教育相談センター運営

　　　　　　　　　　　　　　　など

英語教育外国人指導員小・中学校全校指導 175,000 175,000

校内ＬＡＮの整備 971,312 759,458

１６～２０年度　５年計画で市立学校全校に整備

校内ＬＡＮサポーター配置 28,000 28,000

小・中学校経常運営費 3,891,484 3,888,788

就学援助 1,246,539 1,120,042

児童・生徒の健全育 放課後子ども教室推進事業 <重点枠> 86,478 ‐

成 市立小学校児童の放課後の自主的な「学びの場」と安全

な居場所の確保

「子どもを共に育む京都市民憲章」の推進 <新　規> 3,600 ‐

いじめ対策・心の教育の推進 210,007 198,541

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～

スクールカウンセラー全中学校・高校配置

不登校児童生徒対象「啐啄（そったく）２１・絆」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

みやこ子ども土曜塾 65,123 60,000

学校安全対策の推進 29,106 29,106

学校安全ボランティア講習会の開催 <新　規>

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

（教育委員会－2）



千円 千円

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

しなやかな道徳教育総合実践推進事業 5,400 4,500

親子で学ぶ道徳授業の実施など

健康教育の充実 383,145 376,000

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，エイズ指導の充実など

食教育の推進 6,783 5,000

日本料理から学ぶ食育カリキュラム，知産知消（地産地

消）の取組推進など

体力向上推進 28,437 22,933

小学校運動部活動の運営，子ども体育館運営，休日地域

児童スポーツクラブの拡大など

教育相談総合センター運営 106,630 100,960

不登校生徒のための中学校運営 13,641 11,873

二部学級生徒と不登校生徒がともに学ぶ「洛友中学校」

新設 <新　規>

不登校生徒のための「洛風中学校」運営

人づくり２１世紀委員会運営 20,000 20,000

私学助成 1,643,273 1,626,928

未就園児対象相談事業の充実，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

運営助成など

野外教育施設運営 237,186 213,969

「花背山の家」，「奥志摩みさきの家」など

高等学校教育の充実 塔南高校新学科企画推進 10,499 1,000

１９年度　教員養成学科「教育みらい科」開設

工業高校改革推進 501,033 104,000

１９年度　洛陽・伏見工業高校の学科改編

伏見工業高校新校舎建設 <重点枠>

音楽高校ルネッサンス 248,000 379,000

市立音楽高等学校移転整備

　ＰＦＩ方式により整備，元城巽中跡地に移転

市立高校自律的経営管理システム 1,000 1,000

（教育委員会－3）
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本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

市立高校国際交流 14,458 11,995

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 414,815 411,757

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 191,015 188,815

「子育て井戸端サロン」冊子作成・配布 <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 2,000 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 75,532 72,308

学校施設整備の充実 学校教育環境の整備充実 2,234,700 4,954,600

小規模校統合 <重点枠>

小学校増収容対策 <重点枠>

　　　　　　　など

学校施設耐震化計画の推進 1,840,000 1,800,000

１７年度　全棟の耐震診断完了

学校用地取得 1,870,000 807,000

学校プール整備 422,000 422,000

学校施設管理 1,598,398 1,582,345

校内インターホン設置（１７～２１年度）など

2 生涯学習の推進 2,972,476 1,946,426

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

自 発 的 学 習 活 動 「生涯学習パスポート」作成・配布 <新　規> 1,000 ‐

「京のかるちゃーすぽっと」全面改訂 <新　規> 6,000 ‐

生涯学習コーディネーター養成講座 2,150 2,150

（教育委員会－4）
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本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

家庭教育・子育て支援の充実 41,198 38,900

「親子の笑顔」ふれあい応援事業 <新　規>

「おやじＥＸＰＯ２００７」開催 <新　規>

「親の学びの場」の構築 <新　規>

おやじの会活動の推進，早寝早起き朝ごはん運動，家庭

教育新聞「あしたのために」発行など

障害のある市民のための講座 14,700 14,700

女性・青年事業 47,432 47,432

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，大風流など

情 報 発 信 事 業 「国際マンガ家大会 in 京都」開催準備 <新　規> 1,800 ‐

京都国際マンガミュージアム，国，経済界等と連携し，

２０年度の開催に向けた準備

ＰＴＡ・おやじの会ホームページ，安心・安全情報配信シ 18,045 18,045

ステムの構築

生涯学習情報ネットワークシステムの運営 13,082 14,113

支 援 体 制 右京中央図書館（仮称）開館 <重点枠> 1,166,509 ‐

１９年度　太秦東部地区市街地再開発施設３階に開館

「京都大百科事典的図書コーナー」図書先行購入 70,000 70,000

右京中央図書館（仮称）に新たに設置

購入期間　１７～１９年度

生涯学習総合センター，図書館の運営 1,446,897 1,484,997

平安京創生館　映像ブース等設置による充実

図書館ボランティアの活動拡大

市立図書館夜間開館の全館（１９館）実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

生涯学習アドバイザーの配置 29,108 29,108

学校歴史博物館運営 58,238 58,645

青少年科学センター市民科学事業 22,343 22,334

プラネタリウム　リニューアル記念イベント <新　規>

市民科学講座，特別展示

　　　　　　　　　　など

（教育委員会－5）


