
子どものための京都式少人数教育推進費 8,109,375 8,009,375
1
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京の子ども・少人数教育推進  (7,248,480) 拡充 (7,148,480)

小学校低学年指導充実    　　 (764,993) 小学校１･２年生で２人の教員による指導 (764,993)

全中学１年生英数少人数教育実施 (95,902) 中学校英語・数学で少人数教育を実施 (95,902)

特別支援教育充実事業費 220,000 発達障害のある児童生徒を支援する教員の配置 220,000 2

学力パワーアップ総合対策推進費 44,000 36,500 44,000
3
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7,500

1,000 小・中学生による朗読・暗唱大会の開催 1,000 4

京の子ども学力充実推進事業費 62,000 京の子ども夢・未来校の選定 8,000 66,000 5

小・中学校学力診断テスト 24,900

　 29,100 　

学習習慣確立支援事業費 57,478 57,478 6

5,000 新 調べ学習に必要な図書を小・中学校に貸出し － 7

京のまなび教室推進事業費 55,700 50,000 8

高校生等修学支援事業費 1,783,450 修学金、修学支度金の貸与、通学費補助　等 1,533,691
9
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87,786 「確かな学力」向上プラン 24,500 85,786 10

・学力向上フロンティア校の選定　等

「豊かな未来」実現プラン 63,286

・環境教育、理数教育の充実　等 10-1

古典の日推進事業費

読書活動推進事業費

土曜日等を活用した体験・学習活動への支援

府立高校「教育改革チャレンジプラン」支援
事業費

平成22年度当初予算（案）主要事項

摘                 要事                      項 予算額
参考
資料

小・中学校への「まなびアドバイザー」の配置

理科支援員の配置　等

小学校で30人程度の学級編制が可能となるよう教
員配置を充実

「ことばの力」育成プロジェクトの推進

前年度
予算額

「ふりスタ」、チャレンジ学習の実施

１ 教育委員会の基本方針

府民の教育に対する大きな関心と期待に応えるため、『「京の子ども、夢・未来」プラン２１』に基づ

く教育改革の推進及び「まなび教育推進プラン」等アクションプランの着実な推進

２ 重点的な取組み

Ａ学力の充実・向上と個性や能力の伸長を図る教育の推進
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職業教育充実事業費 11,000 13,000 11

ｅ－スクール推進事業費 175,266 府立学校での情報教育設備整備 212,089

就労支援事業費 9,300 ふれあい・心のステーション 2,300 9,300 12

7,000

地域等連携推進事業費 11,000 4,950 3,000 13

新 6,050

心のサポート推進事業費 278,964 相談体制の充実 235,291 285,314 14

・スクールカウンセラーの配置　等

不登校対策の充実 42,773

・心の居場所サポーターの配置

・フリースクール連携推進事業　等 14-1

生徒指導の充実 900

豊かな心を育てる教育推進事業費 38,657 39,237 15

（再掲） 1,000 小・中学生による朗読・暗唱大会の開催 1,000

小・中学校社会人講師配置事業費 3,000 京の子どもへ夢大使の派遣 5,290

「京の子ども　明日へのとびら」作成費 12,096 京都府版学習資料集の作成、配布 12,096

18,000 拡充 府立高校文化部活動支援、京都総文の開催 11,500 16

開放型地域スポーツクラブ推進事業費 1,500 府立高校を拠点とした地域スポーツクラブの育成 1,000 17

競技スポーツ振興事業費 245,000 国体等競技スポーツ振興、未来のﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ育成 245,000 18

運動部活動振興事業費 15,183 中学・高校の運動部に地域の指導者を派遣 15,183

食育推進事業費 3,000 学校・家庭・地域が連携した食育の推進 3,170

文化財対策費 1,332,841 歴史的建造物等保存伝承事業 1,254,885 1,117,795
19
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埋蔵文化財発掘調査 等    77,956

ふるさと文化体験事業費 2,000 地域の伝統文化等に関する体験活動 2,000 20

・建造物保存修理受託、指定文化財等への補助

関係機関との連携による巡回教育相談
等

相談支援ファイルの活用による一貫し
た支援のモデル実施

文化の力をはぐくむ「京育」推進事業費

古典の日推進事業費

事                      項

京都北部地域産業担い手育成　等

特別支援学校生徒の就労を支援する
教員の配置

事                      項 摘                 要予算額

予算額
参考
資料摘                 要

前年度
予算額

参考
資料

前年度
予算額

京の子ども夢・未来体験活動の実施など豊かな心
を育てる教育の推進

Ｂ豊かな人間性の育成と健康や体力の向上を図る教育の充実
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教師力向上に向けた取組

(3,000) (3,000) 21

(12,000) (12,000) 22

( － ) ( － ) 23

学校評価推進費 7,000 7,000

17,196 26,150 24

府立学校施設整備費 5,622,815 6,080,177 25

府立学校施設整備費 (580,000) 校舎等小規模改修　等 (1,257,000)

府立学校耐震強化対策費 (1,710,223) 北嵯峨高校ほか13校 (1,914,436) 25-1

新設特別支援学校建設費 (3,232,592) 宇治支援学校の新設 (2,908,741) 25-2

府民公募型安心・安全整備事業費 (100,000) 新 府民公募に基づく校舎等の改修 ( － )

家庭教育支援事業費 6,700 新 － 26

（再掲） 57,478 57,478

心のサポート推進事業費 （再掲） 8,000 家庭教育カウンセラー巡回相談　等 8,000

34,060 31,000
27
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京のまなび教室推進事業費 （再掲） 55,700 50,000

府立高校サタデー広場活動事業費 6,000 土曜日等における子どもの体験活動や府民講座 8,000 28

総　額　　１９７，９０４百万円（21当初比　５，１１１百万円減、２．５％減）

予算額

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
費

「親のための応援塾」の開催等学習機会の提供

地元京都の大学・企業等と連携による教員研修

事                      項

事                      項 予算額

参考
資料

参考
資料

前年度
予算額

前年度
予算額

スクールガード・リーダーによる巡回指導　等

教員を志望する学生ボランティア支援、 教師力養
成講座の開催

集まれ未来の教員サポート事業費

「教師力向上」地元パワー活用事業費

退職教員教育サポートシステム

摘                 要

地域で支える学校教育推進事業費

豊富な経験と優れた力量を持つ退職教員の能力を
活かす取組

小・中学校への「まなびアドバイザー」の配置

土曜日等を活用した体験・学習活動への支援

学習習慣確立支援事業費

地域ぐるみで学校を支える体制の整備

摘                 要

学校評価の充実に向けた取組の推進

Ｃ府民の信頼を高める学校づくり

Ｄ家庭・地域社会の教育力の向上

３ 予 算 額
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