
平成26年度当初予算における政策的新規・充実予算枠要求事業の内容と査定結果【予算措置を講じたもの】

事　業　概　要 要求額 査定額 内容

訪問入浴サービス事業
の拡充

　自宅や施設の浴槽では入浴が困難な重度の障害のある方に，浴槽を搭載した車両で訪問
し，入浴支援を行う訪問入浴サービス事業の対象者について，１８歳以上としていた対象
年齢を１８歳未満にも拡大するとともに，利用回数の上限を原則月５回から月１０回に拡
大することにより，他の手段では入浴が困難な重度の障害のある方の入浴機会のさらなる
充実を図る。

16,000 16,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

身体障害者社会参加促
進事業の充実（意思疎
通支援事業の実施）

　障害者総合支援法において地域生活支援事業のうちの意思疎通支援が必須事業化された
ことを踏まえ，新たに手話通訳者，要約筆記者，盲ろう通訳介助員の養成事業及び盲ろう
通訳介助員の派遣事業を実施することにより，聴覚・言語機能，音声機能，視覚その他の
障害のため，意思疎通を図ることに支障がある障害のある方への支援の充実を図る。

14,600 14,600
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

障害者職場定着支援等
推進センター事業

　障害のある方の一般就労において，長期的な定着支援を図るため，京都市域における職
場定着支援の中核として，本市独自に「京都市障害者職場定着支援等推進センター」を設
置し 就業先 職場訪問などによる職場定着支援 強化と長期的な定着状況 把握 般

16,200 16,200

■要求どおり

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

置し，就業先の職場訪問などによる職場定着支援の強化と長期的な定着状況の把握，一般
就労者に対する仲間づくり支援などの事業を，京都障害者就業・生活支援センターと一体
的な連携を図りながら実施し，一般就労者の長期就労をサポートする環境を整備する。

□積算内容精査

□事業内容精査

地域リハビリテーショ
ン推進事業等の充実

　「京都市におけるリハビリテーション行政の基本方針」を踏まえ，医療分野でのリハビ
リテーションから，在宅での生活期リハビリテーションへ，スムーズに移行できるようモ
デル事業を行い，医療と福祉の連携体制を検討するとともに，事業者に対する研修を行
う。また，今後，身体障害者リハビリテーションセンターを中核として，高次脳機能障害
者支援体制を構築するための調査等を行うとともに，相談支援従事者等に対する研修を実
施する。

2,200 2,200
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

障害者共同生活援助事
業所整備助成

　障害福祉サービスのニーズに対応するため，社会福祉法人等が実施主体となって行う障
害福祉サービス事業所(共同生活介護等)の新設に対し，整備補助を行い，定員増を図る。

80,900 83,400
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

生活上の福祉課題の解
決に向けた支援の充実

　住み慣れた地域で安心して暮らせる「福祉のまちづくり」の一層の推進を図るた
め，ボランティア等だけでは解決が困難な地域生活の福祉課題に対して関係機関等で
構成するネットワークを構築することにより，個別の課題に対応した支援を実施し解
決を図っていくとともに，福祉事務所における生活困窮者のための相談支援機能を充
実させる。

21,100 21,100 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

チャレンジ就労体験事
業の充実

　直ちに一般就労が困難な保護受給者や居場所を喪失している保護受給者に対し，就業体
験の場所の提供を行うことを通じて，自立助長を図るとともに，社会参加・社会貢献活動
を通じた居場所づくりへの支援を行う事業（平成２５年度開始）について，より多くの保
護受給者に対しステップアップの場所を提供するため，就労体験先を拡充して対象者人数
を増やす。

8,900 8,900 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査□事業内容精査

国民健康保険事業特別
会計繰出金（財政支
援）

　一般会計から京都市国民健康保険特別会計に繰出金を支出し，国保事業の財源とするこ
とにより，国保事業の安定化と被保険者の保険料負担の軽減を図る。

増減なし

市有建築物の耐震改修
（保育所・児童館等）

　耐震改修が必要な市有建築物について，耐震改修のための設計及び整備を行う。 24,300 21,200 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

医療費適正化の取組や事務費
の節減等により，25年度に引
き続き,財政支援分の増額を
行うことなく，保険料率据え
置き



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

情緒障害児短期治療施
設「青葉寮」の移転再
整備等

　情緒障害児短期治療施設「青葉寮」の老朽化，狭隘化に伴い，児童処遇の確保・向上を
図るため，民設民営による移転再整備等（平成２６～２７年度）を行う。

144,300 139,000 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

子育て支援活動いきい
きセンター（つどいの
広場）の拡充

　乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い，交流を図るとともに，育児相談などを行
い，地域の子育て家庭を支援する子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）を新
たに３箇所で実施する。

5,700 5,700
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

児童養護施設退所児童
等進学支援事業

　児童養護施設を退所し，家族からの援助がなく大学へ進学した児童等に対して学業に専
念できる環境整備につながるよう，学費の一部を助成する。

2,000 1,500 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査□事業内容精査

子育て支援情報発信の
充実（スマートフォン
アプリの作成）

　子育て中の保護者等が，必要な時により手軽に子育て支援施策に関する情報を入手でき
るよう，スマートフォンアプリを作成する。
　特に，乳幼児連れの親子の外出時に役立つよう，公共施設をはじめ，民間の集客施設や
飲食店等で，子育て親子に優しい施設等を案内する「おでかけマップ」のほか，子育てに
関するイベントや施策の情報をリアルタイムで発信する。

6,200 6,200 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

保育所整備助成 　待機児童ゼロの実現のため，保育所の新設や増改築等による定員増を行う社会福祉法人
に対し，助成を行う。

793,500 560,200
□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

民間保育所耐震改修助
成

　耐震改修を行う社会福祉法人に対し，「京都市民営保育園耐震化計画」に基づき，助成
を行う。

188,000 243,000 □要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

保育士等人材確保事業
の充実

　全国的な保育需要の増大に伴い保育に携わる人材の確保が課題となる中，京都市におけ
る質の高い保育の安定的な提供を図ることを目的として，保育士等の確保のための事業を
実施する。

6,000 6,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

延長保育の拡充   長時間等勤務に伴う延長保育へのニーズの高まりに対応するため，新たに３箇所で実施
する。

15,200 15,200
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

休日保育の拡充 　保護者の就労等に伴う日曜・祝日等の保育需要に対応するため，新たに１箇所で実施す
る。

2,100 2,100 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

病児・病後児保育の拡
充

　病後児保育のみを実施している施設を３箇所から２箇所とし，新たに病児保育（病後児
併設型）を１箇所で実施する。

1,300 6,100 □要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

昼間里親委託事業の拡
充

　待機児童ゼロの実現のため，新たに５箇所で実施する。 34,600 34,600
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

敬老乗車証ＩＣ化検
討・調査

　「敬老乗車証制度の今後の在り方に関する基本的な考え方」の具体化に向けて，敬老証
車証のＩＣカード化について必要な検討調査を行う。

3,000 3,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

盲養護老人ホーム船岡
寮の移転・新築整備助
成

　老朽化が著しい盲養護老人ホーム船岡寮の移転・新築に対して，「はばたけ未来へ！京
プラン 実施計画」に基づき整備助成を行う。

60,000 60,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査□事業内容精査

養護老人ホーム「健光
園」建替整備助成

　老朽化した養護老人ホーム等の耐震化対策として，1箇所に対し，助成を行う。 48,300 48,300 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

特別養護老人ホーム建
設助成

　「第５期京都市民長寿すこやかプラン」に基づく介護基盤整備事業として，特別養護老
人ホーム（併設ショートステイ含む）３箇所に対し，助成を行う。

368,900 372,800 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

小規模多機能型居宅介
護拠点建設助成

　「第５期京都市民長寿すこやかプラン」に基づく介護基盤整備事業として，小規模多機
能型居宅介護拠点６箇所に対し，助成を行う。

79,800 82,300 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

認知症高齢者グループ
ホーム建設助成

　「第５期京都市民長寿すこやかプラン」に基づく介護基盤整備事業として，認知症高齢
者グループホーム６箇所に対し，助成を行う。

99,000 102,400 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

京都動物愛護センター
（仮称）プレ事業

　京都動物愛護センター（仮称）（愛称：動物愛ランド・京都）の開設を目前に控え，ボ
ランティアスタッフの育成等昨年度に実施した「京都動物愛護センター（仮称）プレ事
業」を一層充実させた内容のものとし，センター開設直後から円滑かつ効率的に動物愛護
事業を推進するための体制等を整えていく。

3,100 2,700 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

動物愛護憲章（仮称）
の策定

　京都動物愛護センター（仮称）（愛称：動物愛ランド・京都）の整備を契機に，人と動
物との共生社会の実現に向け，目指すべき社会の姿や行動指針を示す「京都動物愛護憲章
（仮称）」を府市協調で制定する。

1,000 1,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

産後ケア対策の充実強
化（スマイルママ・
ホッと事業）

　出産直後は産婦にとって体力回復期であるとともに，慣れない育児やホルモンの関係で
産後うつを発症しやすい等，心身ともに不安定な時期である。その時期に心身のケアの提
供と適切な育児方法の支援等を行い，地域で安心して育児が開始できる環境を整備するこ
とにより，母の体力の回復と育児不安の軽減を図り，子どもの健やかな成長を促す。

11,800 10,800 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

風しん予防対策の充実 　保健センターで有料で実施している風しん抗体検査を，平成２６年度から民間の医療機
関にも拡大し無料で実施する。
　また，平成２５年７月から緊急対策として実施している風しん予防接種の一部公費負担
について，抗体検査により「抗体が不十分」と判明した方に対して，平成２６年度も引き
続き実施する。

53,300 24,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

市衛生環境研究所と府
保健環境研究所の共同
化に向けた整備基本計
画の策定

　市衛生環境研究所と府保健環境研究所の共同化による整備に向けて，府市が一体となっ
て，具体的な基本計画をとりまとめる。

2,100 2,100 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

中央斎場再整備事業 　平成２４年度に「京都市中央斎場のあり方検討委員会」において，「京都市中央斎場の
将来のあり方についての提言」がなされた。その提言を踏まえ策定した基本計画に基づ
き，平成２５年度は収骨室，待合室の増設，及びレストランの設置等の設計を行っている
ところであり，平成２６年度は整備に着手する。

227,700 212,800 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査□事業内容精査

深草墓園・宝塔寺山墓
地再整備事業

　深草墓園・宝塔寺山墓地の一体整備によるバリアフリー化及び墓地の利便性向上を図る
とともに，新規募集区画の造成を行う。

376,700 351,700 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

市営墓地無縁改葬 　無縁となっている墓地区画を縁故者調査を行ったうえで改葬し，当該区画を再整備する
ことにより，新たに使用希望者を募集する。

51,700 47,300 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査


