
前年度

予算額

8,243,676 7,600,510 8,241,236

1111

1-11-11-11-1

　

643,166

　

128,616 23,400 131,016 2222

30,000

10,500

1,116

5,500

45,000

13,100

71,512 　 71,512 3333

9,000 新 － 4444

45,852 46,852 5555

1,560

18,308

2,318

1,750

21,916

平成 ２６ 年度　当 初 予 算 (案) 主 要 事 項平成 ２６ 年度　当 初 予 算 (案) 主 要 事 項平成 ２６ 年度　当 初 予 算 (案) 主 要 事 項平成 ２６ 年度　当 初 予 算 (案) 主 要 事 項

　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少人数教育を推進

事　　業　　概　　要重  点  目  標　／　主　要　事　項

子どものための京都式少人数教育推進費

　小学校１・２年生で2人の教員による指導

予算額

質の高い学力をはぐくむ質の高い学力をはぐくむ質の高い学力をはぐくむ質の高い学力をはぐくむ

小学校低学年指導充実費

1111

参考参考参考参考

資料資料資料資料

小・中学校に「まなび・生活アドバイザー」を配置

中学生読解力向上対策

中学生学力アップ促進事業費 小・中学校学力診断テストの実施

学力向上システム開発校の指定等

中２学力アップ集中講座

中１振り返り集中学習 ～ふりスタ～

京都大学と連携した出前授業、体験授業

等の実施

土曜教育推進事業費

土曜日活用に係るカリキュラム開発、教育支援体制

の構築

新入生アシストセミナー

社会人講師活用事業

生徒一人一人の能力・個性を伸ばし、学力と学校生

活の基礎・基本の向上と定着を図る

府立高校実力テスト

学力向上サポートチームの配置

府立高校生ベーシックマスター支援事業費

学習習慣確立支援事業費

大学生教育ボランティア活用事業

学習合宿、進路補習　等

京の子ども・少人数教育推進費

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

290,159 　 63,431 6666

新 31,000

新 16,000

新 1,000

新 1,000

15,000

10,000 　

3,952

3,650

1,089

3,468

新 57,000

新 147,000

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

23,950 15,000 31,310 7777

8,950

2,500 新 － 8888

1,000 1,000 9999

20,000 20,000 10101010

9,000 10,000 11111111

1,751,750 1,713,120 1,735,613

12121212

12-112-112-112-1

38,630

たくましく健やかな身体をはぐくむたくましく健やかな身体をはぐくむたくましく健やかな身体をはぐくむたくましく健やかな身体をはぐくむ

230,000 230,000 13131313

6,000 6,000 14141414

24,468 24,468

3,000 1,100

産学連携プログラム推進事業　等

府立高校文化部活動支援、京都文化の継承

KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業

運動部活動振興事業費

栄養教諭を中核とした食育の推進

埋蔵文化財調査保存事業

 　建造物保存修理受託、工事現場公開　等

3333

競技スポーツ振興事業費

食育推進事業費

規律ある行いを実践する教育推進事業費

豊かな心を育てる教育推進事業費

事　　業　　概　　要

高校生学習チャレンジサポート事業

ハイスクール起業チャレンジ支援事業

京都フロンティア校支援事業

南丹高校校舎等整備

法をはじめ実生活の中でのルールやきまりについ

て、自ら考え実践に移せる能力を育成する、新たなｶ

ﾘｷｭﾗﾑの開発

福知山高校校舎等整備

こころを育む古典の日推進事業費

茶道や華道等を体験するための授業を実施

文化財対策費 歴史的建造物等保存伝承事業

高校生伝統文化事業費

日本代表・トップアスリート交流事業費

日本代表チームの京都招へいなど、一流スポーツ選

手と子ども達がふれあう機会を提供

中学・高校の運動部に地域の指導者を派遣

高校生「京の文化力」推進事業費

2222

夢に応えられる府立高校づくり事業費

予算額重  点  目  標　／　主　要　事　項

生徒に選ばれ、生徒の夢に応えられる特色づくりをよ

り一層推進するとともに、生徒の「展望する力」「挑戦

する力」「つながる力」を育成

数学オリンピック等チャレンジ事業

「京の子ども 明日へのとびら」作成費 等

小・中学生による朗読・暗唱大会等の開催

府立高校生地域とつながる事業

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

ス-パ-グロ-バルハイスク-ル設置事業

国際バカロレア調査研究事業

大学研究室連携事業（スクールラボ）

　伝統・文化体験や職業体験を通じ、豊かな人間性

　を育成

府立高校一校一社連携事業



前年度

予算額

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)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)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)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)

(再掲) 290,159 　 63,431 6666

府立学校施設整備費 (一部再掲) 2,238,129 1,881,800 782,329 15151515

　 152,329 16161616

新 57,000 17171717

新 147,000 18181818

164,000 新 － 19191919

220,640 220,000 20202020

4,920 　 4,896 21212121

53,281 4,500 46,955 22222222

　 3,645

16,000

10,637

2,300

7,000

9,199

13,500 新 － 23232323

13,500

1,875 3,750 24242424

7,818 7,664

10,000 12,000 25252525

5,000 5,000 26262626

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）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）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）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）

(再掲) 17,000 新 16,000 － 6666

新 1,000

217,864 26,500 224,506 27272727

191,364

187,196 181,491

(再掲) 5,500 5,500 2222

ス-パ-グロ-バルハイスク-ル設置事業

　府立鴨沂高校の耐震化に伴う改築

　口丹地域における職業（ものづくり）教育の充実

府立高校に英語指導助手を配置

 　海外での語学研修や留学を支援

国際バカロレア導入検討事業

4444

特別支援教育実践研究事業

特別支援教育充実事業費

府立高校生グローバルチャレンジ５００事業費

読書活動推進事業費

府立高校特別支援教育支援員配置事業費

　北部地域における中高一貫教育の実施

　単位制、昼間２部制の普通科高校を京都市に新設

生徒に選ばれ、生徒の夢に応えられる特色づくりをよ

り一層推進するとともに、生徒の「展望する力」「挑戦

する力」「つながる力」を育成

新設高等学校建設費

夢に応えられる府立高校づくり事業費

5555

京の若者未来支援事業費

府立学校での情報教育設備整備

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（情報教育設備整備）

発達障害のある児童生徒を支援する非常勤講師を

小・中学校に配置

南山城支援学校校舎等整備費

鴨沂高校校舎等整備

児童生徒数増加に対応するため、校舎の増築を実施

予算額

いじめ防止対策等推進事業費

特別支援教育サポート拠点事業

高等部生徒の職業的自立を促進するため、就労支援

及び職業教育を充実

調べ学習に役立つ図書を小・中学校、高等学校等に

貸出

府立高校全生徒を対象として仕事体験などの実践的

キャリア教育を展開

夢に応えられる府立高校づくり事業費

南丹高校校舎等整備

特別支援教育総合推進事業費

府立高校生グローバルチャレンジ事業

中学生学力アップ促進事業費

地域等連携推進事業

文化・スポーツ交流事業　　等

府立高校に在籍する発達障害等のある生徒への支

援体制の整備のため、特別支援教育支援員を配置

学校非公式ｻｲﾄの監視などのネットいじめ対策

重  点  目  標　／　主　要　事　項

　就労支援コーディネーターの配置

　職業教育に対する外部人材の活用

高等部生徒の進路支援に係る教員配置

ふれあい・心のステーション

「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

特別支援学校就労支援充実費

職業教育設備の充実

福知山高校校舎等整備

事　　業　　概　　要



前年度

予算額

学校の教育力の向上を図る学校の教育力の向上を図る学校の教育力の向上を図る学校の教育力の向上を図る

(再掲) 8,243,676 8,241,236

1111

1-11-11-11-1

いじめ防止対策等推進事業費 (一部再掲) 293,849 281,551 28282828

新 6,000

新 2,500

2,800

　 232,116

30,015

7,818

　 1,000

　 1,000

－

10,600

16,147 16,847 29292929

13,347

　 2,800

－

(再掲) 71,512 　 71,512 3333

(再掲) 1,875 3,750 24242424

70,416 70,416

3,000 3,000 30303030

12,000 12,000 31313131

3,000 3,000 32323232

少年非行防止対策事業費　　　　　　　 （一部再掲）

いじめ防止対策をはじめ、不登校や問題行動への対

応など総合的サポート体制を充実

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ配置など相談体制の構築

予算額

　生徒指導緊急指導教員の配置

いじめ対応のための附属機関の設置

学校非公式ｻｲﾄの監視などﾈｯﾄいじめ対策

子どものための京都式少人数教育推進費

「教師力向上」地元パワー活用事業費 

教職員研修費

教員の指導力向上、いじめ、非行防止への対応力

向上、コンプライアンス研修等の実施

　「まなび・生活アドバイザー」の配置

児童生徒の暴力行為等問題行動の早期解決を図る

ため、未然防止の観点から対策を実施

いじめ早期対応緊急指導教員の配置

学校現場の状況に応じた少人数教育の推進 等

規律ある行いを実践する教育推進事業

　ＰＴＡと連携したいじめ・非行防止

　キャンペーンの実施

6666

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

学校改革リーダー養成事業費

重  点  目  標　／　主　要　事　項

学習習慣確立支援事業費

集まれ未来の教員サポート事業費

いじめ危機管理チームの派遣

小・中学校に「まなび・生活アドバイザー」を配置

いじめ未然防止・早期解消支援ﾁｰﾑ設置

事　　業　　概　　要

今後の高校改革の中心的役割を担う教員を養成

地元京都の大学や企業と連携した高度な研修

ＰＴＡと連携したいじめ・非行防止キャン

ペーンの実施

２４時間電話相談  等

「もうすぐ１年生」体験入学推進費

不登校対策の充実

　ふれあい宿泊学習、ﾌﾘｰｽｸｰﾙとの連携  等

小学校における体験入学事業の実施

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

安心・安全で充実した教育の環境を整備する安心・安全で充実した教育の環境を整備する安心・安全で充実した教育の環境を整備する安心・安全で充実した教育の環境を整備する

8,000 12,970 33333333

4,000

2,000

2,000

5,386,287 2,480,008 5,834,213 34343434

2,458,279

34-134-134-134-1

34-234-234-234-2

100,000

348,000

3,194,575 1,774,606 35353535

1,666,337

6,500

新 164,703

新 179

新 1,188

新 1,355,668

すべての教育の出発点である家庭教育を支援するすべての教育の出発点である家庭教育を支援するすべての教育の出発点である家庭教育を支援するすべての教育の出発点である家庭教育を支援する

2,960 3,460 36363636

(再掲) 71,512 71,512 3333

社会の力を活かして子どもをはぐくむ環境をつくる社会の力を活かして子どもをはぐくむ環境をつくる社会の力を活かして子どもをはぐくむ環境をつくる社会の力を活かして子どもをはぐくむ環境をつくる

14,500 14,500 37373737

40,038 41,553 38383838

(再掲) 9,000 新 － 4444

(再掲) 24,468 24,468

公立高校等「学び直し」応援事業

事　　業　　概　　要予算額

地域ぐるみの学校安全体制整備推進等

事業費

7777

重  点  目  標　／　主　要　事　項

府立学校老朽校舎改修　等

高等学校等修学資金貸付事業 等

高等学校生徒通学費補助

府立学校施設整備費　　　　　　　　　　　(一部再掲）

府立学校校舎等整備費

府民公募型整備事業費

学習習慣確立支援事業費 「まなび・生活アドバイザ-」による家庭教育支援充実

高校生等修学支援事業費

高校生への奨学給付金の支給、修学資金の貸付、

就学支援金制度による授業料の免除　等

家庭教育支援活動を実施する市町村への助成等

8888

公立高校「家計急変対応」授業料減免

奨学のための給付金事業

放課後等を活用した体験・学習活動への支援

9999

家庭教育支援事業費

土曜教育推進事業費

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

地域の資源を活用した学習・体験活動の推進

　新設高等学校建設費、鴨沂高校校舎等改築、

  福知山高校改修、南丹高校実習棟新築、

　舞鶴支援学校行永分校整備、

　南山城支援学校校舎増築

中学・高校の運動部に地域の指導者を派遣

公立高校就学支援金事業

京のまなび教室推進事業費

運動部活動振興事業費

　実践的防災教育総合支援事業

　ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ･ﾘｰﾀﾞｰによる巡回指導等

　通学路安全対策アドバイザーの派遣

子どもたちの一層の安心・安全の確保のため、生活

安全、交通安全、災害安全の3分野について、安全対

策を推進

府立学校耐震強化対策費



前年度

予算額

生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させる　　生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させる　　生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させる　　生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させる　　

31,400 　 27,400

新 4,000 39393939

(再掲) 1,751,750 1,713,120 1,735,613

12121212

12-112-112-112-1

38,630

(再掲) 14,500 14,500 37373737

(再掲) 40,038 41,553 38383838

埋蔵文化財調査保存事業

予算額

10101010

重  点  目  標　／　主　要　事　項

 　建造物保存修理受託、工事現場公開　等

京のまなび教室推進事業費

地域で支える学校教育推進事業費

放課後等を活用した体験・学習活動への支援

地域ぐるみで学校を支える体制の整備

府民総合体育大会開催費

歴史的建造物等保存伝承事業

事　　業　　概　　要

文化財対策費

府民の生涯にわたるスポーツ活動の推進

京都府版マスターズ大会として新部門を

設置


