
（単位：千円）
前年度
予算額

8,271,236 8,069,532
1

1-1

(7,383,643) (7,418,643)

(640,726) (650,889)

(246,867) 新 　　　　　-

24,240 拡充 　　　　　- 2

79,700 30,000 89,600 3

800

7,000

24,900

10,000

7,000

65,978 65,978 4

82,120 63,120 83,786 5

3,000

16,000

35,157 25,000 47,657 6

10,157

1,000 1,000 7

21,000 25,260 8

10,000 11,500 9

1,305,927 1,255,566 2,421,463
10

10-1

46,361

新 4,000文化財防災対策連携事業

文化財対策費 歴史的建造物等保存伝承事業

 ・文化財保存修理、工事現場公開　等

埋蔵文化財調査保存事業費

古典の日推進事業費 小・中学生による朗読・暗唱大会等の開催

高校生伝統文化事業費 茶道や華道を体験するための授業を実施

高校生「京の文化力」推進事業費 府立高校文化部活動支援、京都総文の開催

2 規範意識や人を思いやり尊重する心など、豊かな人間性をはぐくむ

豊かな心を育てる教育推進事業費 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業

 ・伝統・文化体験や職業体験を通じ、豊かな人間性
を育成

「京の子ども 明日へのとびら」作成費 等

 ・環境、シティズンシップ教育の推進 等

魅力ある学校づくり推進プラン

 ・学力向上フロンティア校支援事業 等

学習習慣確立支援事業費 小・中学校への「まなび・生活アドバイザー」の配置

府立高校「教育改革チャレンジプラン」
支援事業費

「質の高い学力」はぐくみプラン

 ・基礎学力充実プロジェクト支援事業 等

「共生する力」はぐくみプラン

小・中学校学力診断テストの実施

理科支援員の配置 等

京都大学と連携した出前授業、体験授業
等の実施

学力充実推進事業費 中１振り返り集中学習 ～ふりスタ～

言語力育成プログラムの開発

学力充実等研究校の指定

参考
資料

1 質の高い学力をはぐくむ

子どものための京都式尐人数教育推進費

京の子ども・尐人数教育推進費
小学校（３～６年生）及び中学校において、学校現場
の状況に応じた尐人数教育を推進

京都式専科教育推進事業費
中学校教員の派遣による、小学校における専科教育
（音楽、図工）の充実

平成 ２４ 年度　当 初 予 算 (案) 主 要 事 項

重  点  目  標　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要

小学校低学年指導充実費 小学校１・２年生で2人の教員による指導

教職員定数の改善 小学校２年生で35人以下学級の実現

１ 京都の未来を創造する人づくりに向けた教育の推進 



前年度
予算額

230,000
新

245,000 11

6,000 新 　　　　　- 12

26,918 26,893

1,100 2,000

120,000 新 　　　　　- 13

(再掲) 82,120 83,786 5

220,000 220,000 14

20,045 5,000 22,959 15

4,645

10,400

9,300 2,300 9,300 16

7,000

5,000 8,000 17

8,000 8,098 18

3,000 15,000 19

5,000 5,000 20

(再掲) 82,120 83,786 5

180,584 178,591

243,482 新 27,000 185,647 21

新

新 5,072

拡充 205,410

(再掲) 7,000 7,000 3

 ・学習到達目標の作成、大学と連携した授業改善 等

英語教員ブラッシュアップ事業 等

 ・英検取得の向上、学習支援ツールの作成

府立高校に英語指導助手を増員

学力充実推進事業費 京都大学と連携した出前授業、体験授業等の実施

学校教育振興費（ｅ－スクール推進事業） 府立学校での情報教育設備整備

府立高校生グローバルチャレンジ５００事業費 府立高校生グローバルチャレンジ事業

 ・海外での語学研修や留学を支援

京都グローバルコミュニケーション校の指定     6,000

読書活動推進事業費
調べ学習に役立つ図書を小・中学校、高等学校に
貸出

5 社会の変化に対応し、よりよい社会の構築に貢献できる力をはぐくむ　（環境、情報、国際理解教育等の推進）

府立高校「教育改革チャレンジプラン」
支援事業費

環境、シティズンシップ（公民的資質）教育の推進

「もうすぐ１年生」体験入学推進費 小学校における体験入学事業の実施

心のサポート推進事業費 ネットいじめ対策の充実

職業教育充実事業費
キャリア教育サポーターの派遣、インターンシップ等
体験活動の充実

地域等連携推進事業

ボランティア活動推進事業 等

就労支援事業費 ふれあい・心のステーション

特別支援学校生徒の就労を支援する
非常勤講師の配置

府立高校「教育改革チャレンジプラン」
支援事業費

魅力ある学校づくり推進プラン 等

特別支援教育充実事業費
発達障害のある児童生徒を支援する非常勤講師の
配置

特別支援教育総合推進事業費 特別支援教育サポート拠点事業

食育推進事業費 栄養教諭を中核とした食育の推進

4 一人一人を大切にし、個性や能力を最大限に伸ばす　(高校改革、特別支援教育、幼児教育等の推進)

京都フレックス学園構想の推進
単位制、昼間２部制の普通科高校を京都市地域に
新設

競技スポーツ振興事業費
国体等競技スポーツの振興、ジュニア選手の育成
「チーム京都」推進事業 等

日本代表・トップアスリート交流事業
日本代表チームの京都招へいなど、一流スポーツ選
手と子ども達のふれあう機会を提供し、夢を育む

運動部活動振興事業費 中学・高校の運動部に地域の指導者を派遣

重  点  目  標　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要

3 たくましく健やかな身体をはぐくむ



前年度
予算額

(再掲) 8,271,236 8,069,532
1

1-1

(再掲) 24,240 拡充 　　　　　- 2

278,959 234,886 279,057 18

36,073

8,000

18,347 　　　　　- 22

13,347

5,000

　　　　　　-

(再掲) 65,978 65,978 4

12,000 12,000 23

3,000 3,000 24

(再掲) 5,000 8,000 17

3,000 新 　　　　　- 25

4,570 4,570 26

5,425 新 　　　　　- 27

4,927,216 4,014,353 28

(3,861,888) 拡充 (3,001,898)
28-1
28-2

(140,000) 新 (418,000) 28-3

(100,000) (100,000)

(469,000) (487,000)

(356,328) (7,455) 28-4

1,808,633 1,860,756
29

29-1

3,852 4,192 30

(再掲) 65,978 65,978 4学習習慣確立支援事業費 「まなび・生活アドバイザー」による家庭支援の充実

高校生等修学支援事業費 高校生への修学金、修学支度金の貸与　等

8 すべての教育の出発点である家庭教育を支援する

家庭教育支援事業費 「親のための応援塾」の開催等学習機会の提供

府民公募型安心・安全整備事業費 府民公募に基づく学校施設の改修

府立学校施設整備費 校舎等小規模修繕　等

海洋高校実習船建造費 実習船「みずなぎ」の建造費

府立学校施設整備費

府立学校耐震強化対策費 山城高校 他２２校

府立学校校舎等整備費　　 　　　　 　（一部再掲）
新設高等学校（京都市地域）整備費、
舞鶴支援学校北吸分校移転整備費

7 安心・安全で充実した教育の環境を整備する

地域ぐるみの学校安全体制整備推進
事業費

スクールガードリーダーによる巡回指導　等

実践的防災教育総合支援事業費
緊急地震速報受信システムの整備、科学技術を活
用した避難訓練、防災教育の実施

集まれ未来の教員サポート事業費
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

「もうすぐ１年生」体験入学推進費 小学校における体験入学事業の実施

学校改革リーダー養成事業費 今後の学校改革の中心的役割を担う教員を養成

・生徒指導緊急指導教員の配置

学習習慣確立支援事業費 小・中学校への「まなび・生活アドバイザー」の配置

「教師力向上」地元パワー活用事業費 地元京都の大学や企業と連携した高度な研修

尐年非行問題総合対策事業費
児童生徒の暴力行為等の問題行動の早期解決
を図る

・「まなび・生活アドバイザー」の拡充

・道徳教育教材等の作成

不登校対策の充実

　・心の居場所サポーター、ﾌﾘｰｽｸｰﾙとの連携  等

ネットいじめ対策の充実

京都式専科教育推進事業
中学校教員の派遣による、小学校における専科教
育（音楽、図工）の充実

心のサポート推進事業費　　　　　　　　 （一部再掲） 相談体制の充実

　・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの配置、２４時間電話相談  等

重  点  目  標　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要

6 学校の教育力の向上を図る

子どものための京都式尐人数教育推進費 学校現場の状況に応じた尐人数教育の推進 等

２ 京都の力を活かして一人一人の学びを支える教育環境づくり 



前年度
予算額

14,500 20,800 31

52,710 54,636 32

(再掲) 26,918 26,893

(再掲) 1,305,927 1,255,566 2,421,463
10

10-1

46,361

新 4,000

(再掲) 14,500 20,800 31

(再掲) 52,710 54,636 32

前年度
予算額

8,200 新 　　　　　- 33

10,041 新 　　　　　- 34

　・文化財保存修理、工事現場公開　等

京のまなび教室推進事業費
土曜日等における子どもの体験活動・学習活動等
の充実

重  点  目  標　／　主　要　事　項 予算額

埋蔵文化財調査保存事業費

被災地児童生徒心の復興等支援事業費
東日本大震災の被災地の子どもたちを京都に招き、
京の文化体験や学習を支援

被災児童生徒就学等支援事業費
東日本大震災により被災した児童、生徒の就学等を
支援するため、奨学金貸与や就学援助事業に補助

10 生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させる　　

文化財対策費 歴史的建造物等保存伝承事業

事　　業　　概　　要

被災地児童生徒に対する支援

地域で支える学校教育推進事業費 地域ぐるみで学校を支える体制の整備

地域で支える学校教育推進事業費 地域ぐるみで学校を支える体制の整備

京のまなび教室推進事業費 土曜日等を活用した体験・学習活動への支援

運動部活動振興事業費 中学・高校の運動部に地域の指導者を派遣

文化財防災対策連携事業

重  点  目  標　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要

9 社会の力を活かして子どもをはぐくむ環境をつくる

３ その他 


