
４　所管局別主要施策の概要　

千円 千円

一般会計合計

特別会計合計

（うち雇用対策事業特別会計215,900）

1 児童福祉 74,960,176 57,353,133

保 育 対 策 市営，民間保育所運営 23,920,945 23,311,842

市営保育所　　　　　　　定員　　２，４５５人

民間保育所　　　　　　　定員　２２，０１０人

夜間保育所　　７園　　　定員　　　　２１０人

定員外入所対策

　２，７１６人

市営保育所定員外入所受入体制整備

延長保育実施　　　　　１７９か所→１８２か所

<未来枠>

延長保育時間延長　　　　　　　　　　　５か所

　１時間→２時間 <未来枠>

一時保育実施　　　　　　　４２か所→４４か所

<未来枠>

休日保育実施　　　　　　　　　　　　　５か所

昼間里親運営 366,298 366,942

保育士等研修助成 <新　規> 8,000 -

保育所待機児童の解消

　保育所整備及び整備助成 668,500 119,000

（新設）　１か所 <未来枠>

　「桂第二保育園（仮称）」

　定員　９０人（実増７５人）

　場所　西京区桂久方町

（増築）　１か所 <未来枠>

　「岩倉こひつじ保育園」

　定員　９０人→１５０人

　場所　左京区岩倉三宅町

（耐震改修）　１か所

　「信愛保育園」 <未来枠>

　定員　１５０人

　場所　上京区西院町

249,174,900

216,855,000248,696,000

243,388,600

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

＜保健福祉局所管＞

前年度予算額本年度予算額

（保健福祉局－1)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

（実施設計）　１か所

　「京都市御池保育所」 <未来枠>

　定員　９０人→１５０人

　場所　中京区柳馬場通御池上ル虎石町（京都御池創生

　　　　館）

（継続）　６か所

・「フジの会保育園（仮称）」

　定員　６０人

　場所　伏見区深草泓ノ壷町

・「のぞみ保育園」

　定員　６０人→９０人

　場所　北区小山下内河原町

・「西七条保育園」

　定員　１２０人→１５０人

　場所　下京区西七条名倉町

・「東和保育園」

　定員　６０人→９０人

　場所　南区東九条河辺町

・「だん王保育園」

　定員　１２０人

　場所　左京区法林寺門前町

・「京都市南保育所」

　定員　１４０人

　場所　南区西九条南田町

食育の推進を図るための保育所給食業務相談等事業 5,105 5,151

保育料徴収対策の強化 51,417 51,677

民間社会福祉施設単費援護 5,369,452 5,199,318

児童健全育成対策 児童育成施設運営 2,783,183 2,695,497

児童館　１１６か所→１２３か所

学童クラブ事業

障害のある児童のサマーステイ事業

　２０か所

放課後ほっと広場事業 <未来枠> 12,500 -

４か所

地域学童クラブ事業補助 30,071 31,769

１２か所

（保健福祉局－2)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

子育て用品・子ども用品「譲ります！もらいます！」事業 1,000 -

<新　規>

児童館整備等 383,000 953,000

（新設）　４か所 <未来枠>

・「岩倉南児童館（仮称）」

　場所　左京区岩倉下在地町

　　　　学校敷地の利用

・「朱雀第三児童館（仮称）」

　場所　中京区壬生松原町

　　　　ＪＲ山陰本線高架下敷地の利用

・「川岡東児童館（仮称）」

　場所　西京区下津林東大般若町

　　　　学校敷地の利用

・「桃山東児童館（仮称）」

　場所　伏見区桃山町伊庭

　　　　学校敷地の利用

（継続）　２か所

・「錦林児童館」

　場所　左京区岡崎入江町

　　　　学校敷地の利用

・「祥豊児童館（仮称）」

　場所　南区吉祥院三ノ宮町

　　　　学校敷地の利用

京都こども文化会館運営助成 33,400 49,169

子どものショートステイ事業 59,771 53,553

京（みやこ）・いきいき子育てサポート事業 27,740 28,250

ファミリーサポート事業

子育てボランティアバンク事業

児童虐待対策 5,831 10,336

市民・地域ぐるみで進める子育て支援の風土づくり 197,003 177,831

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

　２０か所→２３か所 <未来枠>

育児支援家庭訪問事業

地域子育て支援ステーション事業

子どもを共に育む京都市民憲章の推進

（保健福祉局－3)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

子どもネットワークの構築 148,349 154,257

京都子どもネットワーク連絡会議

子ども支援センター

第三子からの出産をサポート！産前産後ヘルパー派遣事業 1,300 -

<未来枠>

幼児二人同乗用自転車貸出事業 <新　規> 42,000 -

児童手当 1,705,285 9,770,944

子ども手当 <新　規> 24,279,070 -

児童扶養手当 6,593,028 6,421,084

父子家庭への支給拡大

出産お祝いレターのお届け事業 5,049 5,377

子ども医療費支給事業 1,420,312 1,413,534

要援護児・心身障害 入所施設運営 4,036,519 4,082,128

児対策

児童福祉センター運営 196,589 189,329

児童療育センター運営 56,282 56,070

児童養護施設整備助成 160,000 -

（継続）　１か所

　「京都聖嬰会」

　場所　北区衣笠西尊上院町

児童養護施設入所児童等自立支援事業 <未来枠> 6,500 -

児童養護施設入所児童自立促進事業

児童養護施設退所児童自立定着促進事業

児童養護施設退所児童自立拠点確保事業

障害児保育 460,996 414,404

障害のある中高生のタイムケア事業 63,977 64,011

４か所

重症心身障害児・者通園事業 88,075 87,522

発達障害児支援事業 23,500 23,500

（保健福祉局－4)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

元気家族リフレッシュ・サポート事業 11,603 11,625

８グループ

在宅心身障害児対策 86,416 88,176

母子・父子及び寡婦 母子家庭等医療費助成 1,093,772 1,027,540

福祉

母子福祉センター運営 18,341 20,298

母子家庭等自立支援対策 190,183 56,750

高等技能訓練促進費の支給資格の拡充 <新　規>

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 16,893 48,232

2 母子寡婦福祉資金

貸付事業特別会計 485,000 529,000

貸付金など 485,000

一般会計からの繰入金 16,893 48,232

3 障害者福祉 34,624,016 31,859,051

障害者自立支援給付 介護給付費，訓練等給付費 14,987,831 12,477,839

低所得の障害者に係る利用者負担無料化 <新　規>

補装具交付・修理 322,359 268,847

障害児・者に対する補装具の交付・修理

低所得の障害者に係る利用者負担無料化 <新　規>

自立支援医療 6,659,639 6,141,769

育成医療，更生医療，精神通院医療など

障害児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」 229,909 257,868

サービス利用者の負担軽減策

サービス事業者への支援策

　グループホーム・ケアホーム運営安定化支援

　就労支援等新体系移行支援

障害者自立支援法円滑施行特別対策 375,506 206,317

グループホーム等入居支援事業 <新　規>

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業 <新　規>

オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業 <新　規>

（保健福祉局－5)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

障害者自立支援法施行事務費 120,963 144,757

障害程度区分認定事務費，サービス支給決定事務費など

障害者就労訓練設備等整備助成 54,000 54,000

障害者地域生活支援 移動支援事業 1,252,125 1,052,781

事業 移動が困難な障害児・者に対する外出のための支援

低所得の障害者に係る利用者負担無料化 <新　規>

地域活動支援センター運営 622,138 721,968

創作的活動や生産活動の機会の提供等

低所得の障害者に係る利用者負担無料化 <新　規>

身体障害者福祉ホーム運営 5,068 8,237

精神障害者福祉ホーム運営 8,197 8,197

障害者地域生活支援センター運営 382,809 388,672

１５か所

日常生活用具給付 406,374 354,190

障害児・者に対する日常生活用具の給付

低所得の障害者に係る利用者負担無料化 <新　規>

地域精神保健福祉対策 10,880 12,927

こころのふれあいネットワーク 3,480 3,480

知的障害者社会活動総合推進事業 3,300 4,000

身体障害者社会参加促進事業 67,004 68,502

障害者情報バリアフリー化支援事業 2,112 2,412

在宅重度障害児・者療育支援事業 14,591 14,771

発達障害者支援センター運営 57,200 58,014

重度障害者在宅就労促進事業（バーチャル工房支援事業） 10,000 10,000

障害者職業能力開発等支援事業 3,000 3,000

あんしん生活緊急サポート事業 6,829 5,900

（保健福祉局－6)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

知的障害者援護施設 知的障害者福祉工場運営 74,032 75,463

２か所

小規模通所授産施設運営助成 92,117 110,132

かしの木学園建替整備助成 <未来枠> 192,100 -

場所　中京区西ノ京桑原町

醍醐和光寮建替整備助成 263,550 897,700

場所　伏見区日野西川頬

２１～２２年度２年計画事業 終年度分

身体障害者更生施設 身体障害者リハビリテーションセンター運営 297,889 295,763

京都ライトハウス運営 131,844 131,844

精神障害者社会復帰 こころの健康増進センター運営 37,102 38,169

施設

精神障害者通所授産施設運営 67,308 101,463

社会適応訓練事業     8,552 8,552

こころのふれあい交流サロン運営 38,747 38,054

１１か所

命の大切さと生きる勇気・力を取り戻すための支援の充実 38,737 3,937

緊急自殺防止対策

精神障害者小規模通所授産施設運営助成 37,180 55,508

在 宅 福 祉 施 策 重度心身障害児・者医療費助成 1,889,913 1,721,855

重度障害老人健康管理費助成 1,528,089 1,748,113

精神医療対策 51,337 51,337

指定医の診察，患者移送，適正医療確保，休日医療体制

確保

精神科救急医療システム運営 108,984 108,256

いきいきハウジングリフォーム 38,067 39,667

緊急通報システム設置，維持 5,552 5,594

対象者　ひとり暮らし重度身体障害者など

（保健福祉局－7)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

重度障害者タクシー料金助成 228,800 218,109

重度の精神障害者に対象を拡大 <未来枠>

一乗車当たりの助成額・使用枚数の取扱いを改定

特別障害者手当 852,921 823,860

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 27,754 28,398

心身障害者扶養共済事業 627,331 624,899

身体障害者等市バス，地下鉄等無料化 1,793,713 1,811,400

障害者相談員制度 <新　規> 8,860 -

身体・知的・精神の三障害に対応する新たな障害者相談

員制度を創設

社 会 参 加 促 進 障害者スポーツセンター運営 208,240 208,240

障害者教養文化・体育会館運営 20,995 20,995

障害者スポーツ振興 39,567 40,567

京都ほっとはあとセンター運営 17,300 17,300

ハートプラザ京都，ぶらり嵐山

「京都市ハンディマップ」改定事業　10,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　（雇用対策事業特別会計再掲）

障害者就労支援推進事業 21,396 15,270

障害者職業能力開発プロモート事業

障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業

障害者職域開発推進事業 <未来枠>

就労移行支援事業等活性化事業　18,000

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

（保健福祉局－8)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

4 高齢者福祉 40,364,892 39,098,098

介 護 基 盤 等 整 備 特別養護老人ホーム建設助成 971,300 370,100

（新設）　２３０人 <未来枠>

・「日野しみずの里（仮称）」

　定員　１１０人（短期入所１０人併設）

　場所　伏見区日野田頬町

・「健光園」（移転新築）

　定員　４０人→１００人（短期入所２０人併設）

　場所　右京区嵯峨柳田町

・「嵐山寮」（移転新築）

　定員　５０人→１１０人（短期入所１０人併設）

　場所　右京区太秦前ノ田町

（改修）　１０人 <未来枠>

・「原谷こぶしの里」

　定員　９０人→１００人

　場所　北区大北山長谷町

・「同和園」

　場所　伏見区醍醐上ノ山町

（継続）　６３人　

　「第二洛東園（仮称）」

　定員　６３人（短期入所９人併設）

　場所　東山区上新シ町

小規模特別養護老人ホーム建設助成 <未来枠> 99,400 -

（新設）　４９人

・「西の京（仮称）」

　定員　２０人

　（認知症高齢者グループホーム９人併設）

　場所　中京区西ノ京小堀池町

・「広沢（仮称）」

　定員　２９人（小規模多機能型居宅介護拠点併設）

　場所　右京区嵯峨広沢南野町

小規模老人保健施設建設助成 <未来枠> 17,400 -

（新設）　２９人

　「マムクオーレ」

　定員　２９人

　場所　南区唐橋羅城門町

（保健福祉局－9)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

小規模多機能型居宅介護拠点建設助成 <未来枠> 32,900 15,000

（新設）　２か所

・「山ノ内（仮称）」

　場所　右京区山ノ内宮前町

・「広沢（仮称）」

　（小規模特別養護老人ホーム２９人併設）

　場所　右京区嵯峨広沢南野町

認知症高齢者グループホーム建設助成 <未来枠> 42,500 -

（新設）　２か所

・「常磐野（仮称）」

　定員　１８人

　場所　右京区常盤柏ノ木町

・「西の京（仮称）」

　定員　９人

　（小規模特別養護老人ホーム２０人併設）

　場所　中京区西ノ京小堀池町

社会福祉施設スプリンクラー設備整備助成 <未来枠> 35,000 31,000

認知症高齢者グループホーム　７か所

介護保険関連施策 介護保険事業特別会計繰出金 14,401,000 14,013,244

介護支援専門員支援 2,854 2,861

介護サービス利用者負担軽減対策 9,234 9,412

認知症高齢者等措置 9,330 10,994

介護予防安心住まい推進事業 <新　規> 2,000 -

地域包括支援センター運営委託事業   139,300

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

入 所 施 設 養護老人ホーム措置費  1,726,333 1,704,796

８４４人→８５２人

ケアハウス事務費補助 369,611 380,192

１２か所

軽費老人ホーム事務費補助 68,530 68,371

民間社会福祉施設単費援護 150,837 162,011

個室・ユニットケア施設研修等事業 3,116 3,664

（保健福祉局－10)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

在 宅 福 祉 施 策 在宅要支援高齢者生活支援 3,233 3,122

ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付  30,629 55,914

緊急通報システム設置，維持  198,805 206,176

対象者　ひとり暮らしで，身体病弱な高齢者

　　　　（６５歳以上）など

設置台数　　　　　１１，５１６台→１１，１６７台

新規受付予定台数　　１，３６１台

老人入浴サービス 8,441 9,103

長寿すこやかセンター運営 84,562 97,581

高齢・障害外国籍市民福祉サービス利用サポート助成事業 1,120 1,120

認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業 2,250 2,250

高齢者虐待シェルター確保事業 1,787 1,787

生きがい・社会参加 老人福祉センター等運営 310,274 314,399

老人福祉センター　１７か所

老人いこいの家　　　５か所

老人保養センター

洛西ふれあいの里保養研修センター運営 185,719 185,616

久多いきいきセンター運営 4,924 4,724

老人クラブ助成 82,751 82,160

老人クラブハウス助成  7,070 8,980

シルバー人材センター運営助成 63,168 63,917

市民すこやかフェア開催 4,045 4,020

全国健康福祉祭派遣 11,112 11,790

石川大会

高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 45,458 50,966

高齢者市バス，地下鉄等乗車証交付 4,671,870 4,624,317

（保健福祉局－11)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

高齢社会対策実態調査 <新　規> 9,000 -

老人保健･老人医療 老人保健特別会計繰出金 2,000 3,821

老人医療費助成 1,360,391 1,223,195

後期高齢者医療特別会計繰出金 2,590,000 2,612,000

後期高齢者医療広域連合負担金 12,063,285 11,684,536

後期高齢者医療制度事務費 374,632 452,000

後期高齢者医療被保険者人間ドック受診費用助成 38,000 -

<新　規>

5 介 護 保 険 事 業

特別会計 94,807,000 91,947,000

保険給付費　　 　　 　 　 　　　　　　　 89,387,127

地域支援事業費　　　　　　　 　 　　      2,478,970

介護予防事業

包括的支援事業・任意事業

介護給付費準備基金積立金　　　　　　　 　　　98,268

事務費など　　　　　　 　　　　　　　　   2,842,635

２１年度から２３年度までの第１号被保険者の保険料

（基準額）５４，１２０円／年（４，５１０円／月）

一般会計からの繰入金 14,401,000 14,013,244

6 老人保健特別会計 28,000 51,000

医療給付費，審査支払手数料　　　      　　 　28,000

一般会計からの繰入金 2,000 3,821

（保健福祉局－12)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

7 後 期 高 齢 者 医 療

特別会計 15,620,000 15,536,000

後期高齢者医療広域連合納付金             15,269,338

事務費など                                  350,662

２２年度及び２３年度の１人当たり平均保険料（軽減後）

　　　　　　　　  　　 　　　 ７０，９６９円

　被保険者均等割  　　 　　　 ４４，４１０円

　所得割　２１年中基準総所得金額×８．６８／１００

高限度額　　　　　　　　５００，０００円

一般会計からの繰入金 2,590,000 2,612,000

8 生活保護 73,639,845 64,909,654

生 活 保 護 生活保護扶助費 71,769,000 63,838,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 6,840 6,840

介護扶助制度事務費 40,325 40,325

福祉事務所運営 477,173 185,669

生活保護就労意欲喚起等支援事業 <新　規>

生活保護世帯援護 7,093 6,164

外国人教育扶助，水洗便所設置助成など

要保護者緊急援護資金貸付 7,000 7,000

ホームレス対策 107,748 73,740

ホームレス法律相談事業

自立生活支援事業

　自立支援センター運営（定員３０人）

　自立生活支援員の配置　３人

中国残留邦人支援事業 340,022 302,377

住宅手当緊急特別措置事業 423,398 -

（保健福祉局－13)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

9 保健対策 7,915,588 7,354,605

健 康 増 進 対 策 京都市民健康づくりプランの推進 2,668 3,424

健康増進センター運営 73,535 86,920

生涯を通じた歯の健康づくり 2,034 3,000

切れ目のない虫歯予防対策など

食育推進事業 13,022 10,901

「京（みやこ）・食育推進プラン」の見直し

食育指導員養成事業

がん検診 345,145 330,546

胃がん，大腸がん，乳がん，子宮がん，肺がん検診

がんの予防及び早期発見の推進 220,633 48,808

女性特有のがん対策

大腸がん検診郵送受付方式の導入 <未来枠>

　　　　　　　　　　　　　　など

生活習慣病予防対策 18,427 21,215

健康ウォーキングの推進など

青年期健康診査 4,316 4,316

骨粗しょう症予防健康診査 4,187 4,187

歯周疾患予防健康診査 1,589 1,589

難病患者等居宅生活支援事業 7,278 8,639

ホームヘルプサービス事業

短期入所事業

日常生活用具給付事業

難病患者地域支援対策推進 4,657 4,658

訪問相談事業

医療相談事業

骨髄提供希望者登録推進 3,719 5,000

母 子 保 健 対 策 子ども保健医療相談・事故防止センター運営 45,240 50,536

子どもの事故防止実践マニュアルお届け事業 2,558 2,558

地域における不妊相談 1,426 1,426

（保健福祉局－14)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

不妊治療費助成 177,927 116,215

妊婦健康診査 1,154,017 1,239,623

母子健康手帳 5,782 6,485

先天性代謝異常等検査 22,632 23,388

新生児等訪問指導 48,530 47,245

生後４か月までの乳児のいる家庭を全戸訪問

乳幼児健康診査 88,588 87,165

乳児，１歳６か月児，３歳児

市民・地域ぐるみで進める子育て支援の風土づくり 19,475 8,253

育児支援家庭訪問事業

　育児支援ヘルパー派遣事業の実施 <新　規>

幼児う歯予防対策 11,247 11,482

乳幼児健康支援デイサービス事業 18,782 22,427

５か所

京都第一赤十字病院総合周産期母子医療センター運営助成 10,177 10,177

小児慢性特定疾患治療研究事業等医療給付 586,155 518,015

すくすく育児総合支援事業 11,784 10,240

親子の健康づくり講座

親子すこやか発達教室 <新　規>

医 療 対 策 急病診療所運営 56,076 69,978

内科，小児科，耳鼻咽喉科，眼科，歯科　５か所

休日・夜間救急患者受入体制確保 67,672 68,552

夜間，日祝日，年末年始の空床確保

看護師等養成所運営助成 60,474 66,881

看護師確保対策事業 <未来枠> 7,200 -

看護師修学資金融資制度の創設

復職支援に向けた実態調査及び検討会議の実施

京都第一赤十字病院建設費利子補給 16,704 17,278

（保健福祉局－15)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

京都府医師会館移転整備助成 144,000 144,000

医務，薬務許可，監視指導 12,286 12,941

医療安全相談 416 935

京都市病院事業独立行政法人設立準備 32,000 20,000

病院事業特別会計繰出金 2,601,000 2,428,000

感 染 症 予 防 対 策 予防接種 1,446,447 1,316,460

感染症その他疾病予防対策 62,734 60,659

Ｏ１５７等腸管出血性大腸菌予防対策 6,599 6,599

エイズ対策 34,363 34,311

新型インフルエンザ対策 10,000 8,000

新型インフルエンザ相談窓口運営事業　14,000

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

結核医療費公費負担 71,343 64,992

結核予防対策 73,350 76,178

分子疫学検査（ＶＮＴＲ検査）及びホームレスへの結核

健診の実施 <新　規>

10 生活衛生対策 623,579 494,815

生 活 衛 生 対 策 環境衛生関係営業施設対策 22,578 21,071

飲用水衛生管理指導 3,811 3,811

家庭用品衛生対策 2,002 1,996

そ族昆虫駆除対策 24,429 25,017

食品営業許可，監視指導 83,616 79,249

食鳥検査 28,132 28,115

食の安全・安心対策 1,000 1,000

牛海綿状脳症対策 12,770 16,239

（保健福祉局－16)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

狂犬病等予防対策 20,096 19,492

家庭動物相談所運営 16,377 14,149

中央斎場運営 353,352 227,239

墓地，墓園運営 47,427 47,202

11 施設運営 433,854 487,547

施 設 運 営 衛生公害研究所運営 131,207 128,043

保健所運営 104,703 106,785

保健センターを拠点とした個性ある健康づくり事業

<新　規>

桃陽病院運営 98,761 105,197

看護短期大学運営 61,402 70,274

12 地域福祉その他 16,134,050 15,298,097

地 域 福 祉 社会福祉協議会助成 386,740 416,287

福祉ボランティアセンター運営 241,606 246,855

区ボランティアセンター運営 23,463 23,463

地域福祉権利擁護事業 89,487 85,398

自立生活支援専門員　１４人→１５人

地域福祉推進指針事業 5,000 5,000

東九条福祉対策 13,748 11,115

国 民 年 金 事 務 国民年金事務 78,694 80,694

福 利 事 業 そ の 他 夏季歳末特別生活資金貸付 177,612 151,305

ホームレス緊急福祉対策 8,580 6,774

新高校生奨学金（仮称） 428,071 328,177

入学支度金の創設 <新　規>

（保健福祉局－17)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

みやこユニバーサルデザインの推進 9,819 9,819

ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣

みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰

バリアフリー上映の推進

　　　　　　　　　  など

保健福祉サービスアセスメント事業 1,000 1,000

民間社会福祉施設耐震診断助成 12,000 12,000

国 民 健 康 保 険 国民健康保険事業特別会計繰出金 14,131,500 13,393,500

基盤安定分

　６，０３２百万円→６，５４６百万円

財政支援分 <未来枠>

　７，３６２百万円→７，５８６百万円

13 国民健康保険事業

特別会計 138,019,000 135,288,000

保険給付費              　     　        112,287,817

老人保健拠出金　   　 　     　　　 　　　   312,000

後期高齢者支援金                          15,660,000

前期高齢者納付金                              28,000

介護給付費納付金　 　    　　　　 　 　　　6,329,000

事務費など 　                   　         3,402,183

一般被保険者１人当たり平均医療分保険料（軽減後）

　６１，０３６円→６１，６２８円

　被保険者均等割  　　 　　　 ２６，４４０円

　世帯別平等割　　　　　　　　１９，４２０円

　所得割　２１年中基準総所得金額×８．１４／１００

高限度額　　　　　　　　５００，０００円

一般被保険者１人当たり平均後期高齢者支援分保険料

（軽減後）

　１９，７１６円→１９，２０７円

　被保険者均等割  　　 　　　 　８，２７０円

　世帯別平等割　　　　　　　　　６，０７０円

　所得割　２１年中基準総所得金額×２．７０／１００

高限度額　　　　　　　　１３０，０００円

（保健福祉局－18)



千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

一般被保険者１人当たり平均介護納付金分保険料

（軽減後）

　２０，６２１円→２１，６４４円

　被保険者均等割　　　　　　　　９，０６０円

　世帯別平等割　　　　　　　　　４，８８０円

　所得割　２１年中基準総所得金額×２．５８／１００

高限度額　　　　　　　　１００，０００円

一般会計からの繰入金 14,131,500 13,393,500

（保健福祉局－19)


