
　　 ５，７６２ 億 １，７８８ 万６千円

　　 ５，９４８ 億 ３，４３１ 万３千円

（単位  千円）

1 確かな学力の定着と向上

(1) 大阪教育ゆめ基金運営費 1,014,040 0

 　大阪の教育の充実に要する経費にあてるため設置した「大

阪教育ゆめ基金」への積立

(2) 市町村支援プロジェクト事業費 496,500 0

 　小中学生の基礎基本の定着・活用力の育成を図るため、

反復学習の実施や学習指導ツールの活用など学力向上に

積極的に取組む市町村に対して補助

　　対象　小中学校　662校

(3) 習熟度別指導推進事業費 1,928,362 962,758

 　小中学校の児童・生徒の学力向上を図るため、学習状況に

応じた習熟度別指導を実施

　　・　小学校（３年生以上） 　国語・算数

　　・　中学校　　　　　　　　　　国語・数学・英語

(4) 新学習指導要領移行促進事業費 154,390 0

 　新学習指導要領の先行実施に伴う授業時数の増等に対応

するため、中学校に時間講師を配置

20年度21年度

教 育 委 員 会

平 成 ２ １ 年 度

平 成 ２ ０ 年 度

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名
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(5) おおさか・まなび舎事業費 87,280 32,073

　 小中学校に学習支援アドバイザーを配置し、週２日、放課後

に学習指導を実施する市町村に対して補助

　　・　小学校４００校

　　・　中学校２００校

(6) 授業力アップ地域サポート事業費 16,335 1,500

　 府内４ヶ所のカリナビ・ブランチに配置した指導員等により、

市町村と連携して、教員の授業力向上を支援

2 地域の教育力向上

(1) 学校支援地域本部事業費 461,533 440,925

   地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進するため、

府内全中学校区に学校支援コーディネーターを配置した学校

支援地域本部の設置

(2) 地域による学校支援緊急対策事業費 97,200 0

 　学校支援地域本部の活動拠点となる地域住民の居場所づ

くりを行うとともに、子どもの生活リズムの向上などをねらいとす

る地域による継続的な学校支援に取り組む市町村に対して

補助

3 志や夢をはぐくむ教育推進事業費 3,940 0

 　豊かな情操や人間性、夢や志を持って自立するための能力

等を育成する「志」教育を、小中高等学校で一貫して展開する

ため、教師用指導書・指導教材を開発

20年度21年度事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名
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4 児童生徒支援総合対策事業費 119,482 148,513

　　・２４時間電話相談の実施

　　・緊急事案に対して臨床心理士等の専門家を派遣

　　・少年非行等の問題行動や不登校児童生徒に対する支援

5 中学校夜間学級通学費援助事業費 6,233 0

 　中学校夜間学級に在籍する生徒のうち、経済的に就学困

難な生徒のため、就学援助制度を設ける居住市町村に対し、

通学に要する費用の１／２を補助

6 高等学校教育の振興

(1) 府立高等学校のさらなる特色づくり推進事業費 1,000 0

 　特色づくりの一環として、平成２３年４月の開設に向け、新た

な学科の教育内容等を検討

　　・進学指導特色校（１０校）

　　・体育科（１校）

　　・教育センター附属研究学校（１校）

　　・中高一貫教育（１地域）

(2) 府立高等学校就職・就学支援事業費 7,209 0

 　就職を希望する高校生を支援するため、卒業後に非正規就

労する生徒の多い学校に、就職支援員を派遣

(3) 高等学校整備費 5,757,770 6,765,015

・　大規模改造事業

　　  大規模改修及び耐震補強工事等

・　福祉のまちづくり条例関連整備等

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 21年度 20年度
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(４) 工業高等専門学校改革推進事業費 65,621 69,675

・　教育・研究機能の充実に必要な実習設備等を整備

・　公立大学法人大阪府立大学への移管に向けた検討

7 支援教育の振興

(1) 支援教育の充実

①　府立知的障がい支援学校新校等整備事業費 255,026 36,240

　　・児童生徒数の増加に対応するための新校建設にあたって

  　 基本計画を策定

　　　　　豊能・三島地域　　基本計画、耐震診断

　　　　　北河内地域　　　　用地交換

　　・当面の過密過大の解消のため、閉校となる府立高等学校

　　 の既存校舎等の改修等により対応

②　知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費 48,096 69,486

　　・府立高等学校において、知的障がいのある生徒の受け入

　　 れ体制を整備

　　・平成２２年度から共生推進校を新たに３校指定するための

　　 内部改修等の実施

③　府立視覚支援学校整備事業費 49,558 8,310

 　  府立視覚支援学校の現地建替にあたって基本設計を策定

④　富田林支援学校校舎増築工事費 321,037 52,225

 　  金剛コロニーの再編整備に伴う学齢期入所者増加を

  含む児童生徒数増加に対応するため校舎を増築整備

⑤　支援教育地域支援整備事業費 67,289 69,154

　　 特別支援教育推進のためのリーディングスタッフが巡回

  相談等を円滑に行えるよう小中学校等に時間講師を配置

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名

事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名 21年度 20年度

21年度 20年度
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⑥　小中学校支援学級指導体制充実事業費 196,002 194,084

　 　障がいが重度・重複化及び多様化している小中学校支援

  学級に対し非常勤職員を配置

⑦　市町村医療的ケア体制整備推進事業費 56,440 46,480

  　 医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する小中学校に

  看護師を配置する市町村に対し、経費の一部を補助

⑧　府立支援学校通学バス運行事業費 1,392,610 1,332,920

　　運行台数１５６台（内、長時間乗車解消のための増車９台）

(2) 支援学校整備費 498,530 303,007

・　大規模改造事業

      大規模改修及び耐震補強工事等

8 学校安全交付金 500,000 0

 　警備員等の配置や防犯設備等の設置など、地域や学校の

実情にあわせて児童等の学校生活の安全を確保するための

取組みを行う市町村に対し、交付金を交付

9 　 教職員定数の配置

(1) 小学校教職員費（一部再掲） 225,359,824

・　教職員定数     　　　　27,418人

・　小学校１・２年生における３５人学級編制      

(2) 中学校教職員費（一部再掲） 127,031,735

・　教職員定数　　          14,975人

214,795,794

123,422,219
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(3) 高等学校教職員費（一部再掲） 91,952,265

・　教職員定数 　　         10,115人

(4) 特別支援学校教職員費（一部再掲） 36,558,524

・　教職員定数                4,454人

(5) 工業高等専門学校教職員費 1,280,665

・　教職員定数                  140人

10 公立中学校スクールランチ等推進事業費 125,000 2,000

 　府内公立中学校で学校給食又は学校給食に極めて近い

スクールランチを新たに実施する市町村に対して補助

 　（対象50校）

11 平成21年度全国高等学校総合体育大会開催事業費 218,592 125,756

　 奈良県を主会場として開催される高校総体のうち、大阪府が

担当する４競技（水泳・バスケットボール・バドミントン・剣道）を

開催

12 国際児童文学館の中央図書館移転事業費 587,000 0

 　国際児童文学館の所蔵資料をより多くの府民に提供できる

よう、中央図書館を改修整備等

13 泉北考古資料館移管準備事業費 24,029 0

 　平成２１年度中に堺市に移管するための改修整備等

1,261,111

34,961,381

85,279,880

20年度21年度事　 　　　　　 　　業 　 　　　　　　　名
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