
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・京北地域での学校

統合による小中一貫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，小中一貫学習支援プログラムの充実，「未来スタディ・

サポート教室」の全中学校での実施，「第４次京都市子ども読書活動推進計画」の

策定，また，新学習指導要領を見据え，道徳や小学校英語の教科化等を踏まえた実

践研究やＡＬＴ（外国語指導助手）の配置拡大等を行った。さらに，茶道体験等の

伝統文化体験活動の推進などを進めた。また，いじめ・不登校対策，薬物乱用防止

教室，和食献立の多様化による食育の充実など，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，「就学支援シート」の全就学前施設での

実施や，高等学校でのＬＤ等支援の必要な生徒への通級指導を開始した。高校教育

では，新しい定時制単独高校，普通科系高校創設，また銅駝美術工芸高校の移転整

備に向けた取組を推進した。働き方改革に向けては，校務支援員・部活動指導員等

の配置や出退勤管理システムの試行等を実施した。 

さらに，教育環境整備では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，ブロック塀の改修を実施した。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 

・245校・園（幼15,小159（全校）,中56,小中6，高1，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 

・向島秀蓮小中学校の平成31年4月の創設及び京北地域小中一貫教育校

の創設に向けた取組の推進等 

・紫野小学校と楽只小学校の平成31年4月の統合に向けた取組の推進等 

 

（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」の実施 

・未来スタディ・サポート教室を全中学校で実施 

・小・中学校全校での「土曜学習」の実施 

小中一貫教育の推

進 

・全中学校区で小中一貫教育構想図等の活用 

・小中学校合同の学校運営協議会を拡大し，33中学校区に設置 
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取組名 実 績 

学校における働き

方改革推進，教員

の資質・指導力向

上，教職員評価 

・働き方改革推進校として40校園（幼2，小28,中5,高4，総1）を指定，

推進校には校務支援員や教務主任補佐を配置 

・「部活動指導員」を中学校44校，高等学校6校に配置 

・バーコード方式による出退勤管理システムの構築・試行実施 

・「京都市教員等の資質の向上に関する指標」を踏まえた研修実施 

・給与に反映する教職員評価「査定評価」の実施 

 

（３）創造的で個性豊かな子どもの育成 

取組名 実 績 

新学習指導要領実

施に向けた実践研

究・環境整備 

・小・中学校全校で新学習指導要領を先行実施 

・道徳の教科化を踏まえ，指定校（48校）を中心とした実践研究を推進 

・ALT（外国語指導助手）の計画的増員 

伝統文化教育推進 ・全小・中・高等学校で茶道体験等の伝統文化体験活動を実施 

読書活動推進に向

けた取組 

・学校司書の全小・中・総合支援学校への配置及び配置日数の拡大 

・市民や有識者参画のもと「第４次京都市子ども読書活動推進計画」策定 

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を実施 

・「政治的教養を育む教育にかかる学習指導案集」を活用した授業や，選

挙管理委員会や社会保険労務士会等と連携した出前授業を実施 

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支援を行うトータルサポート校・

サブサポート校を設置し，145人（76校）に日本語指導を実施（H31.3）                       

 

（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 

教科化を踏まえた

道徳教育の充実 

・道徳の教科化を踏まえた実践研究を推進 

・パンフレット「考え，議論する道徳を目指して」「特別の教科 道徳 評

価について」等を活用した教員研修の充実 

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 

・「京都市いじめの防止等取組指針」の推進 

・全小・中・高・総合支援学校へスクールカウンセラーを配置，週1日8 

時間以上配置校を129校（平成29年度104校）に拡充 

・スクールソーシャルワーカー配置校を51校(平成29年度40校)に拡大 

薬物乱用防止教育

の徹底 

・全小・中・高等学校における薬物乱用防止教室及び教職員研修の実施 

食育・健康教育・

体力向上，安全教

育等の推進 

・スチームコンベクションオーブンを平成29年度から5年計画で導入 

（平成30年度設置校29校） 

・「部活動指導員」を中学校44校，高等学校6校に配置 

・「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通学

路の安全確保の取組推進 
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（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 

・地域・企業等と連携した職業教育の推進 

・「就学支援シート」事業の実施（全就学前施設） 

・手話条例の趣旨や，身近に使える手話等を紹介したリーフレット作成 

・LD等通級指導の充実（平成29年度：923名,平成30年度：1,062名） 

・LD等の支援が必要な高校生への通級による指導を開始 

  

（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6校：4年制大学現役進学率68.0％，工業高校1校（全日制） 

：学校斡旋就職内定率100％（17年連続) 

・「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」の創設に向けた取組の推進 

・銅駝美術工芸高校の移転整備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 

・研究発表などにより各市立幼稚園での教育研究実践効果を全市へ発信 

 

（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 

環境と防災に配慮

した学校施設整備

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，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行動計画」に基づき構造躯体の健全性調

査を実施 

・ブロック塀の改修（95校園） 

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99校 

・快適トイレ整備事業14校，洋式トイレ整備事業6校， 

 

（９）生涯学習の推進 

取組名 実 績 

市図書館の更なる

利便性の向上 

・京都市図書館における貸出冊数759万冊，利用者数411万人 

・4中央図書館における夏期土曜日の夜間開館を本格実施 

・京都府図書館との相互返却サービスを本格実施 

国際博物館会議

（ICOM）京都大会

2019に向けた取組 

・大会開催プレイベントの実施 

・博物館を対象とした多言語対応研修会の実施 
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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

教育施設災害復旧費

※歳入における翌年度繰越額は，未収入特定財源である。

16,063,173 789,358375,833

2,392,399 2,339,231 - 53,168

3,960,239 3,917,765 - 42,474

翌年度繰越額

分 担 金 及 び 負 担 金 42,058 -

（単位：千円）

予算現額 収入済額 差引
款

Ｂ

40,875 1,183

ＣＡ Ａ-Ｂ-Ｃ

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

財 産 収 入 100,281 95,765 4,516-

府 支 出 金 38,758 30,575 8,183-

1,147,121 1,046,054 101,067-

17,228,364

繰 入 金 27,822 14,939 12,883-

寄 附 金 92,350 49,959 42,391-

計 19,028,064 17,654,383 997,848375,833

諸 収 入 351,310 313,043 38,267-

款項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

2,023,047

85,401,952 84,123,773 - 1,278,179

教 育 費 113,449,800 107,953,253 3,473,500

776

731,502 728,865 - 2,637

2,053,196 2,044,553 - 8,643

88,582 87,806 -

111,545 111,206 - 339

18,710,385 14,600,054 3,473,500 636,831

災 害 対 策 費 352,000 316,631 - 35,369

352,000 316,631 - 35,369

計 113,801,800 108,269,884 3,473,500 2,058,416
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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 109,456,000 113,801,800 108,269,884 2,058,416

(4,345,800) (3,473,500)

（1 学校教育の充 107,376,335 111,370,135 105,896,060 2,000,575

    実） (3,993,800) (3,473,500)

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 4,065,333 4,057,933 7,400

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 317,711 317,711 301,034 16,677

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 22,181 7,890

教職員の資質・指導力向上と働き方改革推進 243,060 243,060 235,646 7,414

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 27,971 27,067 904

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 43,520 43,520 43,140 380

発信事業
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

文化庁移転に向けた伝統や文化に係る教育の充実 71,571 71,571 71,351 220

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>

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）
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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

国際化に対応した教育の推進 313,449 313,449 308,870 4,579

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 84,945 84,945 80,121 4,824

（キャリア教育）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 214,610 214,610 201,586 13,024

「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 60,602 59,640 962

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みらい地球儀の設置

<政　策>

障害のある幼児・児童・生徒の教育の推進 540,354 540,354 539,680 674

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 1,658,011 1,608,680 49,331

校務支援システムによる教員の事務負担軽減
校内ＬＡＮ，デジタルテレビ等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

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）
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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

小・中学校経常運営費 3,591,081 3,591,081 3,586,462 4,619

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 1,370,956 1,297,815 73,141

新入学学用品費等単価改定（国単価引上げに伴う (28,000)

改定）

児童・生徒の しなやかな道徳教育総合実践推進事業 19,940 19,940 19,722 218

健全育成 「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 399,179 409,179 400,005 9,174

｢いじめの防止等に関する条例｣の実践・普及啓発 (10,000)

　「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
　ＳＮＳを活用した相談体制構築モデル事業

<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 62,542 62,542 61,987 555

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 17,211 17,011 200

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 22,472 18,766 3,706

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
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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 319,997 319,997 305,133 14,864

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（平成２９年度～令和３年度）で全
　　小学校に設置
本市独自予算による栄養教諭全校配置

健康教育の充実，子どもの体力向上推進 162,289 162,289 148,308 13,981

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

野外活動施設運営 142,617 142,617 142,517 100

花背山の家，奥志摩みさきの家など

高等学校教育 魅力あふれる市立高校づくり推進 114,592 114,592 112,029 2,563

の充実 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
銅駝美術工芸高校所蔵作品展の開催（明治１５０
年関連） <政　策>

市立高校経常運営費 382,627 382,627 380,497 2,130

市立高校国際交流 22,607 25,075 24,734 341

(2,468)

運動部競技力向上事業 15,917 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 4,500 -

私立高校教育奨励助成 51,800 51,800 49,970 1,830

幼児教育の 幼稚園経常運営費 116,907 116,907 112,964 3,943

充実 市立幼稚園全園における預かり保育実施

学校等施設 学校教育環境の整備充実 8,195,000 10,344,313 7,275,834 330,479

整備の充実 学校増収容・老朽化対策 <政　策> (2,149,313) (2,738,000)

　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 150,600 223,600 203,768 1,832

(73,000) (18,000)

新しい普通科系高校整備 824,850 824,850 561,543 10,307

(253,000)
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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

環境にやさしい新しい学校づくり推進 1,408,100 1,408,100 1,316,150 91,950

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 2,233,933 1,813,504 151,029

小・中学校体育館改築・リニューアル事業 (265,733) (269,400)

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 1,719,343 1,740,997 1,715,519 3,478

洋式化をはじめとした学校トイレ整備の推進 (21,654) (22,000)

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

公共施設ブロック塀の撤去・フェンス等の再設置 - 1,119,100 889,661 56,339

<新　規> (1,119,100) (173,100)

（2 生涯学習の推 2,064,665 2,064,665 2,057,193 7,472

    進）
生涯学習推進 生涯学習市民フォーラム 848 848 820 28

体制
国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大会開催に向け 31,600 31,600 28,173 3,427

た取組
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 18,305 16,850 1,455

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 14,579 0

障害のある方の文化芸術活動の推進 1,000 1,000 835 165

女性研修事業 16,684 16,684 15,192 1,492

市民スクール２１，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 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 1,911,299 1,912,617 1,912,612 5

運営 「古典の日記念　京都市平安京創生館」の充実 (1,318)

明治１５０年を契機とした特別企画実施（明治１
５０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
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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

学校歴史博物館運営 30,564 30,564 26,304 4,260

明治１５０年・開館２０周年記念特別展の開催
（明治１５０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 19,142 18,996 146

プラネタリウムリニューアル <政　策> (1,303)

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

（3　基金積立金) 15,000 15,000 - 15,000

    進基金積立金 教育振興基金 15,000 15,000 - 15,000

（4　災害対策） - 352,000 316,631 35,369

(352,000)

災害復旧 教育施設災害復旧 - 352,000 316,631 35,369

台風２１号による学校施設等の災害復旧 <新　規> (352,000)

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－6）

99


