
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，全ての子どもたちに，伝統と文

化を受け継ぎ，次代と自らの未来を創造する力を育む学校教育の充実と，京都ならでは

の「地域力」，「文化力」，「人間力」を結集し，まち全体を学びの場とする生涯学習のま

ちづくりに向け，市民ぐるみで取り組んでいる。 

小学校において新学習指導要領が全面実施となる令和２年度は，新しい教育課程に応

じた教育環境の一層の充実に取り組むとともに，少人数教育や専科教育の充実などに引

き続き取り組む。また，教職員の働き方改革などの喫緊の課題や，学力向上対策，伝統

文化体験，ＩＣＴ環境整備，高校改革，障害のある子どもへの教育，いじめ・不登校対

策などに対する取組も着実に推し進める。さらに，学校施設の長寿命化改修の整備水準

を向上させつつ，実施校数を倍増し，スピードアップを図る。 

厳しい財政状況ではあるが，全ての事業経費をゼロベースで見直し，事務の効率化や

職員数の削減などを進めながら，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の実現

に向け，着実に取組を進める。 

 

２ 主な新規・充実事業 

＜政策的新規・充実事業＞ 

「学校・幼稚園における働き方改革」のより一層の推進  

全体事業費 509,700 千円（うち政策分 108,500 千円） 

小学校プログラミング教育に関する教材整備 21,500 千円 

総合育成支援教育充実事業 18,900 千円 

ＩＣＯＭ京都大会レガシー継承事業 31,000 千円 

西陵中学校区小中一貫教育校整備事業 130,000 千円 

小栗栖中学校区小中一貫教育校整備事業 134,400 千円 

長寿命化改修を核とする学校施設マネジメントの推進 2,177,100 千円 

銅駝美術工芸高校移転整備事業 348,000 千円 

北総合支援学校増収容対策 24,400 千円 

＜局枠等新規・充実事業＞ 

次期整備に向けてのＩＣＴ環境の検証 13,000 千円 

多言語による「小学校生活 親子オリエンテーション」 200 千円 

新普通科系高校開設準備室の開設 3,100 千円 

「大学のまち京都」の特性を生かした市立高校における探究型学力の育成 5,000 千円 

学校給食費の公会計化調査研究 1,000 千円 

青少年科学センター プラネタリウムリニューアル記念事業 700 千円 

-77-



３　教育委員会主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 107,550,000 109,379,000

1 学校教育の充実 105,325,042 106,212,675

学 習 指 導 の 充 実 国基準を上回る少人数教育等の推進 4,204,554 4,035,569

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

小学校における専科教育の充実

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 301,392 328,392

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

新学習指導要領の実施を踏まえた実践研究

小学校プログラミング教育の実施に向けての教材整備

<政　策>

中学校教科書採択，指導計画作成等

放課後等における学習支援の実施

　全中学校での未来スタディ・サポート教室　　など

土曜日等の休日における体験・学習活動の実施

校区の状況に応じた小中一貫教育の推進

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 22,957 26,229

教職員の資質・指導力向上と働き方改革推進 343,771 274,764

校務支援員の配置拡大，研修支援サポーターの配置

（「学校・幼稚園における働き方改革」のより一層

の推進） <政　策>

教務主任補佐の配置

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 27,346 28,666

学校運営協議会の設置拡大・活動充実，学校評価システ

ム，学校ホームページ作成支援システムの運用

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 50,614 52,400

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 95,270 75,417

小学校５・６年生によるジュニア京都検定受検

地域人材や専門家等と連携した学校における伝統文化体

験の充実

　市立高校生を対象とした茶道を中心としたおもてなし

　事業の実施

　小学生での茶道体験や中学生での華道体験の充実

国際化に対応した教育の推進 366,092 336,952

グローバルコミュニケーション力育成プロジェクト

　小学校での新たな外国語科等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

　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

日本語指導を必要とする児童生徒への指導体制充実

多言語による「小学校生活　親子オリエンテーション」

<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 77,989 90,720

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

国語力・読解力の向上 197,186 201,707

「第４次京都市子ども読書活動推進計画」の実践

学校司書の配置充実，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 46,344 44,866

京都市環境教育スタンダードの活用・実践

観察実験アシスタント配置など観察・実験活動の促進

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におけるセンター学習，「みらい

地球儀」の展示

障害のある幼児・児童・生徒の教育の推進 667,914 668,926

医療的ケアが必要な児童・生徒への支援

ＩＣＴ機器の活用等による入院児童・生徒等への教育保

障体制整備

総合育成支援員の配置充実

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

（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

「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

通級指導教室の設置拡大

総合育成支援教育充実事業 <政　策>

　通級指導教室担当教員や育成学級担任等の専門性向上

　及び支援体制の整備

　高校における「通級指導」の体制充実

ＩＣＴ環境の充実 1,625,975 1,608,505

ＧＩＧＡスクール構想に基づく通信回線の充実やタブ

レット端末の計画的な整備

校内ＬＡＮ,デジタルテレビ等ＩＣＴ機器を全校で活用

校務支援システムによる教員の事務負担軽減

個人情報等情報セキュリティ強化対策

次期整備に向けてのＩＣＴ環境の検証 <新　規>

小・中学校経常運営費 3,515,631 3,523,078

就学援助 1,333,705 1,350,850

卒業アルバム費の補助対象化

児童・生徒の健全 しなやかな道徳教育総合実践推進事業 8,539 9,060

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

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（中学校生徒会議・小学校　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 527,867 483,078

「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の計画的な配置時数拡大

スクールソーシャルワーカーの全中学校区への配置

スクールロイヤーの活用

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

　ＳＮＳを活用した相談窓口の設置

　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

　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

不登校生徒のための「洛風中学校」

（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

形式卒業者・市内通勤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 57,732 56,575

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 17,274 17,594

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 19,246 18,902

安全教育推進校の指定や京都市防災教育スタンダードの

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

地域ぐるみの学校安全対策の推進

食物アレルギー対応に関する体制の充実

食育の充実 333,039 361,831

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（４年目）

本市独自予算による栄養教諭配置

中学校における食育の推進

中学校給食予約管理システムの本格実施

小学校給食費公会計化の研究 <新　規>

健康教育の充実，子どもの体力向上推進 243,528 202,366

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拡大（「学校・幼稚園における働き

方改革」のより一層の推進） <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

野外教育施設運営 141,749 137,746

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 106,362 116,013

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

「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

新普通科系高校開設準備室の開設 <新　規>

「大学のまち京都」の特性を生かした市立高校における

探究型学力の育成 <新　規>

市立高校経常運営費 375,212 377,002

市立高校課題探究型海外研修の推進 23,515 22,561

運動部競技力向上事業 15,260 15,620

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 118,363 114,637

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 1,080,913 5,031,328

充実 学校増収容・老朽化対策

　西院小学校，呉竹総合支援学校

　北総合支援学校 <政　策>

西陵中学校区小中一貫教育校整備 <政　策>

小栗栖中学校区小中一貫教育校整備 <政　策>

京都奏和高校整備（新しい定時制単独高校整備） 2,157,300 1,157,600

新しい普通科系高校整備 500,184 481,756

銅駝美術工芸高校移転整備 <政　策> 348,000 124,000

学校施設マネジメントの推進 <政　策> 2,177,100 1,379,900

環境に配慮した校舎の長寿命化事業の拡大

学校体育諸施設防災機能強化等整備事業 3,031,261 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 2,744,112 2,847,923

洋式化をはじめとした学校トイレ整備の推進

ブロック塀の安全対策

青少年科学センター空調設備改修

花背山の家空調整備　　　　　　　　　　　など

教育委員会所管施設の耐震化推進 157,200 35,000

学校歴史博物館耐震化改修

教員研修施設の整備充実 44,800 -

総合教育センター増築棟整備

2 生涯学習の推進 2,214,958 2,171,325

生涯学習推進体制 生涯学習市民フォーラム 1,121 882

国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大会レガシー継承事業 31,000 51,000

京都の匠や博物館等とコラボした特別展示，市内２００

以上の京都市内博物館施設連絡協議会加盟館との共催に

よる夏休み家族向け博物館体験企画，デジタルスタンプ

ラリーの実施，博物館の多言語化対応　など <政　策>

学 習 活 動 家庭教育・子育て支援の充実 16,906 17,547

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 14,850 14,713

障害のある方の文化芸術活動の推進 1,008 1,009

女性研修事業 15,652 17,411

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 1,073 1,063

生涯学習施設運営 生涯学習総合センター，図書館の運営 1,998,190 1,944,011

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夜間開館

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 19,400 26,565

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 96,101 79,452

プラネタリウムのリニューアルと記念事業の開催

<新　規>

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

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 10,000 995,000

基 金 積 立 金 教育振興基金 10,000 995,000

（教育委員会－7）
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