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保健福祉局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

  国における社会保障制度改革や，２７年４月から実施される「子ども・子育て支援新

制度」など，保健福祉行政を取り巻く状況が大きく変わりつつある中，２７年度は，「は

ばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画の総仕上げに向け，計画に掲げる重点戦略の取組

を着実に推進していく必要がある。 

保健福祉局においては，市民の皆様のいのち・暮らしを守り，安心・安全を支える施

策を持続的に実施していくため，全事務事業の点検，見直しを行いつつ，新規・充実事

業については，国補助金等の財源を最大限に活用するなど，限られた予算の範囲で，以

下の６つの観点から，市民の皆様のニーズにお応えし，真に安心いただける施策を推進

する予算として編成を行う。 

① すべての市民の皆様のかけがえのない「いのち」を守る 

② 「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念が息づいた，子どもを安心して生み，

楽しく育てることができるまちづくりを進める 

③ 子どもから高齢の方まで，障害のある方もない方も，いきいきと暮らすことが 

できるまちづくりを進める 

④ 保健・医療・福祉が連携し，地域で支え合うまちづくりを進める 

⑤ 保健福祉行政を取り巻く環境の変化に対応し，施策の「改革」と新たな展開の「創

造」を推進する 

⑥ 制度のはざまへの新たな施策や不正受給の根絶等，社会経済情勢の変化に対応し

た新たな取組に，スピード感を持って果敢に「挑戦」する 

 

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞ 

  民間保育所等整備助成 全体事業費 1,150,200 千円（うち政策枠    700,800 千円） 

  子ども医療費支給制度の拡充  

             全体事業費 1,922,231 千円（うち政策枠    179,400 千円） 

  障害児保育対策の充実 全体事業費   834,994 千円（うち政策枠     78,800 千円） 

  第３子以降の保育料免除事業（補正）       0 千円         449,000 千円 

  介護基盤整備助成   全体事業費 1,695,400 千円（うち政策枠  1,174,700 千円） 

 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

  学童クラブ事業の充実 全体事業費 3,620,702 千円（うち充実分  976,121 千円） 

  育児支援ヘルパー派遣事業の拡充 

                 全体事業費    23,399 千円（うち充実分      4,100 千円） 



３　保健福祉局主要施策の概要　

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68,400）

1 児童福祉 82,483,772 76,829,680

子 ど も の た め の 施設型給付費，委託費 30,569,400 27,580,892

教 育 ・ 保 育 給 付 市営保育所，民間保育所，認定こども園，

私立幼稚園（施設型給付移行分）

地域型保育給付費 1,896,375 686,576

小規模保育事業所，事業所内保育事業所

保 育 対 策 多様な保育等の提供 1,062,950 900,211

時間外保育事業

　受入体制の充実 <政策枠>

一時預かり事業

　一般型　　　　　　　　　　５０か所→５２か所

<政策枠>

　幼稚園型　　　　　　　　　　　　　　　３か所

病児・病後児保育事業

　病児保育（病後児併設型）事業　４か所→５か所

<政策枠>

　病後児保育事業　　　　　　　　３か所→２か所

実費徴収に係る補足給付事業 <新　規> 40,308 -

保育料徴収対策 43,612 43,118

民間社会福祉施設単費援護 4,141,190 3,910,496

小規模保育事業に係る嘱託医手当助成 <新　規>

子ども・子育て支援新制度への移行支援 <新　規> 352,000 -

民間保育所等へのつなぎ資金貸付

市営保育所の民間保育所への移管 19,254 31,377

　市営保育所民間移管に伴う施設購入費助成　　１か所

320,999,400

285,579,000289,739,000

291,621,573

＜保健福祉局所管＞

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

（保健福祉局－1)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

保育所待機児童の解消

　民間保育所整備助成 1,117,200 1,236,900

（新設）　２か所 <政策枠>

　「あおぞら保育園（仮称）」

　　定員　９０人

　　場所　左京区吉田中阿達町

　「桂川つばさ保育園（仮称）」

　　定員　１２０人

　　場所　南区久世上久世町

（老朽改築及び定員増）　３か所 <政策枠>

　「妙秀保育園」

　　定員　６０人→９０人

　　場所　北区鷹峯黒門町

　「衣笠保育園」

　　定員　１５０人→１８０人

　　場所　北区衣笠衣笠山町

　「蜂ヶ岡保育園」

　　定員　１５０人→１８０人

　　場所　右京区太秦堀ケ内町

（増築）　３か所 <政策枠>

　「光林保育園」

　　定員　９０人→１１０人

　　場所　下京区綾大宮町

　「下京ひかり保育園」

　　定員　１２０人→１５０人

　　場所　下京区中堂寺前田町

　「住吉西保育園」

　　定員　９０人→１２０人

　　場所　伏見区舞台町

（継続）　３か所

　「洛北幼児園」

　　老朽改築及び定員増

　　定員　６０人→９０人

　　場所　北区小山西元町

　「高野川保育園」

　　老朽改築及び定員増

　　定員　１２０人→１５０人

　　場所　左京区高野泉町

　「六満保育園」

　　老朽改築及び定員増

　　定員　１５０人→１７０人

　　場所　中京区三条大宮町

（保健福祉局－2)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

　小規模保育整備助成 33,000 -

（新設）　２か所 <政策枠>

　「菊の花幼稚園小規模保育事業」

　　定員　１２人

　　場所　左京区上高野東氷室町

　「泉山幼稚園小規模保育事業」

　　定員　１２人

　　場所　東山区泉涌寺山内町

児童健全育成対策 児童育成施設運営 3,554,747 2,994,252

児童館　１３１か所

学童クラブ事業

　対象を小学校６年生まで拡大

　職員の処遇改善

　障害のある児童の受入体制の充実

地域学童クラブ事業補助

　１２か所→１３か所 <政策枠>

　対象を小学校６年生まで拡大

放課後ほっと広場事業 69,655 25,471

８か所

対象を小学校６年生まで拡大

職員の処遇改善

京都こども文化会館運営助成 30,688 31,754

子どもを共に育む京都市民憲章の推進 3,000 3,000

子育て支援ネットワーク 137,198 130,106

京都子どもネットワーク連絡会議

子ども支援センター

地域子育て支援ステーション事業

児童虐待対策 19,212 16,816

家族再統合のための保護者支援事業 <新　規>

子育て家庭への支援 122,101 120,058

育児支援家庭訪問事業

子どものショートステイ事業

子育てを支え合える地域社会づくり 229,347 219,735

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

　３５か所

　地域の子育て支援機能の充実 <政策枠>

ファミリーサポート事業

（保健福祉局－3)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

児童手当 21,972,337 22,239,652

児童扶養手当 6,628,768 6,785,667

子ども医療費支給事業 1,922,231 1,684,880

対象を中学校３年生まで拡大 <政策枠>

子ども・子育て支援新制度関連業務 166,206 224,777

要援護児・心身障害 入所施設運営 4,815,416 4,098,509

児対策 児童養護施設等の職員配置基準の改善など

児童福祉センター運営 398,881 359,036

児童療育センター運営 46,067 44,682

情緒障害児短期治療施設整備助成 197,719 85,517

（継続）　１か所

　「つばさ園（仮称）」

　　定員　３５人

　　場所　西京区山田平尾町

　　（児童養護施設合築）

児童養護施設整備助成 202,581 53,483

（継続）　２か所

　「つばさ園」

　　定員　６０人→４０人

　　場所　西京区山田平尾町

　　（情緒障害児短期治療施設合築）

　「和敬学園」

　　定員　６０人

　　場所　上京区相国寺門前町

障害児保育 853,215 606,568

障害児保育対策の充実 <政策枠>

障害のある中高生のタイムケア事業 78,359 77,910

発達障害児支援事業 23,500 23,500

在宅心身障害児対策 48,393 56,037

母子・父子及び寡婦 ひとり親家庭等医療費支給事業 1,092,146 1,226,332

福祉

ひとり親家庭支援センター運営 18,669 17,839

（保健福祉局－4)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

ひとり親家庭自立支援対策 115,418 205,261

高等職業訓練促進給付金等事業の対象資格の拡大

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 <新　規>

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 22,409 21,232

2 母子父子寡婦福祉資

金貸付事業特別会計 418,000 469,000

貸付金など 418,000

マイナンバー法に係るシステム改修

一般会計からの繰入金 22,409 21,232

3 障害者福祉 45,801,911 45,345,196

障害者自立支援給付 介護給付費・訓練等給付費 25,409,561 24,508,488

補装具交付・修理 352,886 322,325

障害児・者に対する補装具の交付・修理

自立支援医療 8,456,525 8,699,365

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」 242,684 236,228

サービス利用者の負担軽減策など

障害者総合支援法施行事務費 289,558 250,820

障害支援区分認定事務費，サービス支給決定事務費など

放課後等デイサービス等設置促進事業 20,000 20,000

障害者生活介護事業所整備助成 <政策枠> 223,500 83,400

（新設）　２か所

　「若杉（仮称）」

　  （「京都市若杉学園」再整備事業）

　　定員　５５人（就労継続支援Ａ型１０人併設）

　　場所　南区東九条下殿田町

　「ベテスダの家新センター（仮称）」

　　定員　２０人（短期入所３人併設）

　　場所　伏見区桃山町泰長老

身体障害者リハビリテーションセンター運営 170,768 285,701

（保健福祉局－5)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

地域リハビリテーションの推進及び高次脳機能障害者支援 3,000 -

の実施 <政策枠>

京都ライトハウス運営 131,844 131,844

障害者地域生活支援 移動支援事業 1,428,004 1,401,145

事業 移動が困難な障害児・者に対する外出のための支援

地域活動支援センター運営 72,192 60,748

創作的活動・機能訓練・社会適応訓練の機会の提供など

訪問入浴利用助成 41,785 47,200

障害者地域生活支援センター運営 413,907 412,469

１５か所

２４時間相談体制の構築 <政策枠> 5,500 -

障害者地域生活支援拠点，相談受付電話のモデル設置

日常生活用具給付 350,301 410,737

障害児・者に対する日常生活用具の給付

障害者権利擁護推進事業 13,670 12,384

身体障害者社会参加促進事業 83,499 83,374

在宅心身障害児・者療育支援事業 22,881 22,500

発達障害者支援センター運営 73,115 72,618

精神障害者保健福祉 こころの健康増進センター運営 41,174 37,879

施策

こころのふれあい交流サロン運営 48,720 58,654

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 14,664 13,737

こころのサポート地域活動助成事業 31,200 38,325

在 宅 福 祉 施 策 重度心身障害者医療費支給事業 2,316,411 2,423,185

重度障害老人健康管理費支給事業 1,407,919 1,467,020

精神医療対策 56,870 55,144

指定医の診察，患者移送，適正医療確保，休日医療体制

確保

（保健福祉局－6)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

精神科救急医療システム運営 92,953 92,877

いきいきハウジングリフォーム 34,309 36,199

重度障害者タクシー料金助成 205,756 212,435

特別障害者手当 934,733 918,056

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 21,807 23,294

心身障害者扶養共済事業 648,618 665,707

身体障害者等市バス，地下鉄等無料化 1,462,579 1,548,398

社 会 参 加 促 進 障害者スポーツセンター運営 208,364 208,364

障害者教養文化・体育会館運営 21,595 21,595

障害者スポーツ振興 36,152 36,730

障害者就労支援推進事業 52,216 53,866

障害者差別解消法の周知・啓発事業 <政策枠> 2,000 -

就労移行支援事業等ネットワーク形成促進事業　32,470

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

ヘルスキーパー育成・普及支援事業　15,440

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

4 高齢者福祉 48,731,557 46,700,902

介 護 基 盤 等 整 備 特別養護老人ホーム建設助成 357,600 420,500

（継続）　１７５人

「船岡寮（仮称）」

　定員　６５人

　（養護老人ホーム５０人・短期入所９人併設）

　場所　中京区西ノ京新建町

「深草しみずの里（仮称）」

　定員　１１０人（短期入所１０人併設）

　場所　伏見区深草越後屋敷町

地域密着型特別養護老人ホーム建設助成 760,770 408,100

（新設）　１１６人（４か所分，短期入所３０人分併設）

<政策枠>

（保健福祉局－7)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

（継続）　２９人

「向島美郷（仮称）」

　定員　２９人

　（小規模多機能型居宅介護拠点・短期入所２０人併

　　設）

　場所　伏見区向島清水町

介護老人保健施設建設助成 74,200 -

（新設）　１２０人 <政策枠>

「深草京しみず（仮称）」

　定員　１２０人

　場所　伏見区深草越後屋敷町

小規模多機能型居宅介護拠点建設助成 245,930 135,100

（新設）　６か所（うち事業者選定済１か所） <政策枠>

「ふれあいの里（仮称）」

　（認知症高齢者グループホーム９人併設）

　場所　西京区大枝北沓掛町一丁目

（継続）　１か所

「向島美郷（仮称）」

　（地域密着型特別養護老人ホーム２９人・短期入所

　　２０人併設）

　場所　伏見区向島清水町

認知症高齢者グループホーム建設助成 <政策枠> 256,900 171,400

（新設）　５か所（うち事業者選定済１か所）

「ふれあいの里（仮称）」

　定員　９人

　（小規模多機能型居宅介護拠点併設）

　場所　西京区大枝北沓掛町一丁目

養護老人ホーム建設助成 308,300 108,300

（継続）　２か所

「船岡寮」（移転新築）

　定員　５０人

　（特別養護老人ホーム６５人・短期入所９人併設）

　場所　中京区西ノ京新建町

「健光園」（老朽改築）

　定員　４０人

　（地域包括支援センター併設）

　場所　右京区嵯峨大覚寺門前六道町

介護保険関連施策 介護保険事業特別会計繰出金 18,466,000 17,301,000

（保健福祉局－8)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

認知症高齢者等措置 10,300 11,559

入 所 施 設 養護老人ホーム措置費 1,892,177 1,835,187

ケアハウス事務費補助 385,349 386,879

１３か所

軽費老人ホーム事務費補助 70,118 68,991

民間社会福祉施設単費援護 91,440 100,699

在 宅 福 祉 施 策 ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付 9,880 8,575

緊急通報システム設置，維持 139,156 161,823

対象者　ひとり暮らしで，身体病弱な高齢者（６５歳以

　　　　上）など

新規受付予定台数　９７１台

長寿すこやかセンター運営 157,921 156,746

成年後見制度の推進 18,707 18,918

～地域で気づき・つなぎ・支える～認知症総合支援事業 6,400 12,000

京都市版認知症ケアパスの普及促進

認知症あんしん京（みやこ）づくりの推進 5,294 4,782

認知症サポート医養成事業の充実

地域における高齢者の居場所づくり支援事業 11,200 10,960

高齢者すまい・生活支援モデル事業 6,000 -

生きがい・社会参加 老人福祉センター等運営 323,559 320,544

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

老人クラブ助成 80,925 81,343

シルバー人材センター運営助成 51,039 50,411

高齢者地域就業開拓事業　20,490

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

（保健福祉局－9)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

全国健康福祉祭派遣 12,341 12,626

山口大会

高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 20,288 25,270

高齢者市バス，地下鉄等乗車証交付 5,193,621 5,093,658

高齢社会対策実態調査 <新　規> 5,000 -

老 人 医 療 等 老人医療費支給事業 1,045,763 1,671,967

後期高齢者医療特別会計繰出金 3,408,000 3,339,000

後期高齢者医療広域連合負担金 14,433,105 13,940,588

5 介 護 保 険 事 業

特別会計 123,982,000 117,509,000

保険給付費　　 　　 　 　 　　　　　　　116,859,278

地域支援事業費　　　　　　　 　 　　      3,099,118

介護予防事業

包括的支援事業・任意事業

　地域における医療・介護・福祉の連携強化に向けた

　地域ケア会議の充実 <政策枠>

　生活支援サービス実態調査 <政策枠>

　高齢者支え合い担い手づくり事業 <政策枠>

　介護保険サービス事業者等指導監査体制の充実

<新　規>

介護給付費準備基金積立金　　　   　  　     920,023

事務費など　　　　　　 　　　　　　　　   3,103,581

マイナンバー法に係るシステム改修

２７年度から２９年度までの第１号被保険者の保険料

（基準額）７２，９６０円／年（６，０８０円／月）

一般会計からの繰入金 18,466,000 17,301,000

6 後 期 高 齢 者 医 療

特別会計 17,362,000 17,368,000

後期高齢者医療広域連合納付金             17,035,058

事務費など                                  326,942

マイナンバー法に係るシステム改修

（保健福祉局－10)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

２６年度及び２７年度の１人当たり保険料

　　　　　　　　  　　 　　　 ７３，８２２円

　被保険者均等割  　　 　　　 ４７，４８０円

　所得割　２６年中基準総所得金額×９．１７／１００

最高限度額　　　　　　　　５７０，０００円

一般会計からの繰入金 3,408,000 3,339,000

7 生活保護 78,603,617 79,940,368

生 活 保 護 生活保護扶助費 76,831,000 78,041,000

福祉事務所運営等 511,330 486,563

生活困窮者に対する支援の充実 <政策枠>

生活保護医療扶助相談支援員の配置 <政策枠>

中央保護所等運営 155,067 154,622

ホームレス自立支援事業 229,035 318,684

中国残留邦人支援事業 355,936 355,142

住居確保給付金支給事業 47,000 81,663

8 保健対策 9,578,899 9,582,243

健 康 増 進 対 策 健康増進センター運営 56,918 57,431

食育推進事業 10,991 11,467

「京（みやこ）・食育推進プラン」次期計画の策定 4,700 -

<新　規>

がん対策 489,939 591,839

生活習慣病予防対策 12,436 12,419

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 47,189 47,189

不妊治療費等助成 380,850 385,958

妊婦健康診査 978,292 968,552

（保健福祉局－11)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

乳幼児健康診査 96,653 95,554

乳児，１歳６か月児，３歳児

妊娠期からの子育て支援 102,974 92,503

育児支援家庭訪問事業

　育児支援ヘルパー派遣事業の拡充 <新　規>

母子健康手帳交付時に全妊婦を面接，初妊婦家庭等を

訪問

新生児等訪問指導

　　　　　　　など

小児慢性特定疾病医療費等医療給付 507,534 456,398

医 療 対 策 急病診療所運営 438,645 430,829

内科，小児科，耳鼻咽喉科，眼科，歯科

休日・夜間救急患者受入体制確保 67,928 67,928

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 59,006 59,206

看護師確保対策事業 14,488 7,156

医務，薬務許可，監視指導 19,084 20,745

第２９回日本医学会総会２０１５関西支援事業 <政策枠> 20,000 -

市立病院機構運営費交付金 　 2,250,000 2,219,000

（内訳）

市立病院分 2,052,000 2,027,000

感染症医療負担金 224,760 238,390

救急医療負担金 309,671 350,346

保健衛生行政負担金 34,173 52,768

高度・特殊医療負担金 307,728 339,394

企業債元利償還金負担金 1,147,318 1,013,102

運営費交付金 28,350 33,000

京北病院分 198,000 192,000

へき地医療負担金 5,482 5,426

救急医療負担金 42,704 43,632

特殊医療負担金 12,847 8,547

企業債元利償還金負担金 33,905 32,673

（保健福祉局－12)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

不採算地区病院負担金 96,903 95,561

医師確保対策負担金 559 561

運営費交付金 5,600 5,600

感 染 症 予 防 対 策 予防接種 3,310,253 3,357,077

感染症その他疾病予防対策 75,178 78,148

エイズ対策 31,991 30,749

結核対策 141,534 136,101

9 市立病院機構病院

事業債特別会計 3,874,000 3,456,000

貸付金         　  　　 　　　　　 　　　 1,719,000

公債費                    　  　　　      2,155,000

10 生活衛生対策 830,817 1,240,649

生 活 衛 生 対 策 環境衛生関係営業施設対策 24,181 24,418

食品営業許可，監視指導 80,514 79,676

「京都市食の安全安心推進計画」次期計画の策定 1,500 -

<新　規>

人と動物とが共生できる，うるおいのある豊かな社会の

推進 51,779 25,750

京都動物愛護センター（仮称）運営

動物愛護推進事業 <政策枠>

犬猫等のふん尿被害対策 <政策枠>

犬猫に対するマイクロチップ装着の普及促進 <政策枠>

中央斎場運営 257,154 239,508

中央斎場再整備事業 211,300 212,800

中央斎場火葬炉改修 <新　規> 4,800 -

墓地，墓園運営 66,909 66,942

深草墓園・宝塔寺山墓地再整備事業 25,400 351,700

（保健福祉局－13)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

11 施設運営 474,046 372,682

施 設 運 営 衛生環境研究所運営 118,528 128,609

衛生環境研究所と京都府保健環境研究所の共同化による 69,000 -

整備事業 <政策枠>

府市共同実施

保健所運営 150,521 110,108

保健医療システムの構築 <新　規>

桃陽病院運営 123,997 121,965

12 地域福祉その他 23,234,381 25,567,280

地 域 福 祉 社会福祉協議会助成 392,464 384,702

福祉ボランティアセンター運営 237,235 243,983

区ボランティアセンター運営 23,463 23,463

日常生活自立支援事業 138,245 130,083

専門員　２６人

地域支援・生活支援の強化・推進 32,949 16,300

地域あんしん支援員による支援体制の充実 <政策枠>

地域・多文化交流ネットワーク促進事業 20,458 20,000

不良な生活環境を解消するための支援及び措置 6,800 -

災 害 対 策 地域における見守り活動促進事業 8,866 10,856

社会福祉施設等の耐震化の促進 636,743 579,983

市有建築物の耐震改修 <政策枠>

民間社会福祉施設耐震改修助成 <政策枠>

国 民 年 金 事 務 国民年金事務 83,556 132,515

福 利 事 業 そ の 他 夏季歳末特別生活資金貸付 85,601 86,211

高校進学・修学支援金支給事業 511,081 538,099

2,884,000 5,417,000臨時福祉給付金支給事業

（保健福祉局－14)
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

子育て世帯臨時特例給付金支給事業 634,000 1,528,000

みやこユニバーサルデザインの推進 8,976 8,976

社会福祉法人等の指導監督 8,561 8,752

福祉人材確保対策事業 8,600 8,600

マイナンバー法に係る保健福祉関連システム改修 91,200 71,100

国 民 健 康 保 険 国民健康保険事業特別会計繰出金 16,638,700 15,579,800

基盤安定分

　７，８９４百万円→９，６５６百万円

財政支援分等

　７，６８６百万円→６，９８３百万円

（うち，システム改修経費　９百万円→６百万円）

13 国民健康保険事業

特別会計 175,295,000 152,750,000

保険給付費　　             　     　    146,185,923

老人保健拠出金　   　 　     　　　 　　　    1,000

後期高齢者支援金                         18,928,000

前期高齢者納付金                             13,000

介護給付費納付金　 　    　　　　 　 　　 7,092,000

事務費など 　                   　        3,075,077

マイナンバー法に係るシステム改修

一般被保険者１人当たり医療分保険料

　６０，４６９円→５８，９５３円

　被保険者均等割  　　 　　２５，８１０円

　世帯別平等割　　　　　　 １８，１２０円

　所得割　２６年中基準総所得金額×８．６７／１００

  最高限度額　５１０，０００円 → ５２０，０００円

一般被保険者１人当たり後期高齢者支援分保険料

　１９，０９３円→１８，６１４円

　被保険者均等割  　　 　　　８，１６０円

　世帯別平等割　　　　　　　 ５，７３０円

　所得割　２６年中基準総所得金額×２．７１／１００

  最高限度額　１６０，０００円 → １７０，０００円

一般被保険者１人当たり介護納付金分保険料

　２１，４１９円→２０，８８２円

　被保険者均等割　　　　　　 ９，１２０円

（保健福祉局－15)
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前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

　世帯別平等割　　　　　　　 ４，８１０円

　所得割　２６年中基準総所得金額×２．５３／１００

最高限度額　１４０，０００円 → １６０，０００円

一般会計からの繰入金 16,638,700 15,579,800

（保健福祉局－16)
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