
子どものための京都式少人数教育推進費 7,909,375 7,709,375
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京の子ども・少人数教育推進  (7,048,480) 拡充 (6,848,480)

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

京の子ども学力充実総合推進事業費 69,000 京の子ども夢・未来校の選定 10,000 52,580 3

小・中学校学力診断テスト 17,000

　 理科支援員の配置　等 42,000

小・中学校社会人講師配置事業費 4,590 京の子どもへ夢大使派遣 6,240 4

・科学探偵士、ITの達人、言葉の達人の派遣

学習習慣確立支援事業費 34,354 拡充 23,900 5

京のまなび教室推進事業費 72,000 103,000 6

84,786 「確かな学力」向上プラン 24,500 84,786 7

・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 60,286

・職業学科におけるスペシャリスト育成　等

職業教育充実事業費 4,000 新 －
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府立高校授業料減免の特例措置 所得基準緩和措置等の継続

高校生等修学支援事業費 1,491,186 高等学校等修学金貸与 1,378,919 1,498,131
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高等学校等修学支度金貸与 108,300

特別融資利子補給 3,967

平成２０年度当初予算（案）主要事項

摘                 要

土曜日等を活用した体験・学習活動への支援

事                      項 予算額

府立高校「教育改革チャレンジプラン」支援
事業費

高校生の勤労観・職業観をはぐくむ教育の推進

参考
資料

前年度
予算額

小学校において、30人程度の学級編制が可能と
なるよう教員配置を充実

家庭での児童の生活・学習習慣の確立等を支援
する「まなびアドバイザー」の配置

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

－1 －



特別支援学校高等部就労支援事業費 7,300 ふれあい・心のステーション 2,300 2,300 10

5,000

特別支援学校・地域等連携推進事業費 3,000 3,000
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教育情報ポータルサイト推進費 5,000 優れた授業実践の映像配信　等 5,000 12

ｅ－スクール推進事業費 165,620 IT活用校内環境整備 38,500 135,294

情報教育設備充実 92,880

府立学校教員用パソコン整備 34,240

心のサポート推進事業費 287,925 相談体制の充実 234,375 291,341 13

拡充 ・スクールカウンセラーの配置

・いじめ問題等24時間電話相談　等

不登校対策の充実 49,550

・心の居場所サポーターの配置

拡充 ・フリースクール連携推進事業　等 13-1

生徒指導の充実　等 4,000

豊かな心を育てる教育推進事業費 52,700 体験活動の推進 47,500 63,242 14

・京の子ども夢・未来体験活動　等

豊かな心を育てる読書活動推進 5,200

・みんなで読もう読書キャンペーン　等

小・中学校社会人講師配置事業費 3,760 京の子どもへ夢大使派遣 3,760 4

・明日への夢大使（源氏物語えにし）の派遣

6,600 伝統工芸品の職人等による伝統・文化体験 6,600 15

「京の子ども　明日へのとびら」作成費 13,440 京都府版学習資料集の作成、配布 13,440

11,500 高校の文化部活動支援、小・中・高校の文化交流 13,000 16

開放型地域スポーツクラブ推進事業費 2,000 府立高校を拠点とした地域スポーツクラブの育成 2,500 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 267,000 18

運動部活動振興事業費 15,183 新 中学・高校の運動部に地域の指導者を派遣 － 19

食育推進事業費 3,300 学校・家庭・地域が連携した食育の推進 7,650

事                      項

文化の力をはぐくむ「京育」推進事業費

医療・福祉、教育等関係機関との連携による教育
相談

摘                 要

ハローワーク等との連携による生徒の
就労支援

予算額

事                      項 予算額
参考
資料

参考
資料

前年度
予算額

摘                 要

京の子ども伝統・文化体験事業費

前年度
予算額

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

文化財対策費 1,121,430 歴史的建造物等保存伝承事業 1,034,245 1,388,441
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・建造物保存修理受託、指定文化財等への補助

新 ・府選定文化的景観保存事業への補助

埋蔵文化財発掘調査 等    87,185

集まれ未来の教員サポート事業費 3,000 新 －
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「教師力向上」地元パワー活用事業費 12,000 12,000
23
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退職教員教育サポートシステム
24
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学校問題解決緊急支援事業費 12,000 新 －
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25,400 22,000 26

府立学校施設整備費 5,155,371 4,283,000 27

府立学校施設整備費 (2,212,000) 乙訓高校改築工事、校舎等小規模改修　等 (1,890,000) 27-1

府立学校耐震強化対策費 (855,142) 西宇治高校ほか７校 (1,586,000) 27-2

府立学校再編整備事業費 (2,088,229) 府立高校の再編、特別支援学校の新設 (807,000)
27-3
27-4

（再掲） 34,354 拡充 23,900

京のまなび教室推進事業費 （再掲） 72,000 103,000

親のための応援塾開催事業費 2,000 2,000 28

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

京のわくわく探検事業費 6,000 障害のある子どもも一緒になった体験活動 8,000 29

府立高校サタデー広場活動事業費 10,000 土曜日等における子どもの体験活動や府民講座 11,000 30

総　額　　２０６，０６２百万円（⑲当初比　６１４百万円減：０．３％減）

学習習慣確立支援事業費

事                      項 予算額
前年度
予算額

教師力養成講座の開催等により、優秀な教員を養
成

学校での重大事案等に対応するための体制整備

摘                 要

就学前の子どもを持つ親を対象に応援塾の開催

家庭での児童の生活・学習習慣の確立等を支援
する「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

前年度
予算額

摘                 要
参考
資料

摘                 要

前年度
予算額

事                      項

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
費

事                      項 予算額

スクールガードとの連携推進、スクールガード・
リーダーによる巡回指導

地元京都の大学・企業等と連携による教員研修

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

参考
資料

参考
資料

予算額

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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