
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

1 児童福祉 55,594,086 54,149,882

保 育 対 策 市営，民間保育所運営 22,170,543 22,569,707

市営保育所　　　　　　　定員　　２，５００人

民間保育所　　　　　　　定員　２１，７０５人

夜間保育所　　７園　　　定員　　　　２１０人

定員外入所対策

　２，２１５人

市営保育所定員外入所受入体制整備

延長保育実施　　　　　１５０か所→１６４か所

<重点枠>

一時保育実施　　　　　　　２９か所→３３か所

<重点枠>

休日保育実施　　　　　　　　　　　　　３か所

昼間里親運営　　　　　　　定員　　　　３７０人 358,507 375,027

保育所整備助成 286,000 272,000

（老朽改築）　２か所 <重点枠>

・「共栄保育園」

　定員　１２０人

　場所　南区唐橋高田町

・「つわぶき園」

　定員　１２０人

　場所　右京区西京極 野町

食育の推進を図るための保育所給食業務相談等事業 5,134 5,143

保育料徴収対策の強化 41,482 37,924

保育所職員の資質向上のための研修プログラム <新　規> 1,082 -

民間社会福祉施設単費援護 5,690,547 5,667,542

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

369,938,000

207,488,000

前年度予算額本年度予算額

＜保健福祉局所管＞ 208,086,000

359,265,000

（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

児童健全育成対策 児童育成施設運営 2,333,864 2,317,603

児童館　１０４か所→１０７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 <重点枠>

　２０か所

地域学童クラブ事業補助 27,061 26,363

１２か所→１３か所

児童館整備及び整備助成 260,000 172,000

（新設）　４か所 <重点枠>

・「妙秀児童館（仮称）」

　場所　北区鷹峯黒門町

・「北山児童館（仮称）」

　場所　左京区下鴨北野々神町

　　　　北山ふれあいセンター（仮称）内

・「藤城児童館（仮称）」

　場所　伏見区桃山町正宗

　　  　学校敷地の利用

・「東深草児童館（仮称）」

　場所　伏見区深草僧坊町

（実施設計等）　６か所 <重点枠>

・「唐橋児童館（仮称）」

　場所　南区唐橋西寺町

・「明徳児童館（仮称）」

　場所　左京区岩倉忠在地町

　　　　学校敷地の利用

・「北白川児童館（仮称）」

　場所　左京区北白川別当町

　　　　学校敷地の利用

・「七条第三児童館（仮称）」

　場所　下京区西七条西石ヶ坪町

　　　　学校敷地の利用

・「梅津北児童館（仮称）」

　場所　右京区梅津開キ町

　　　　学校敷地の利用

・「桂徳児童館（仮称）」

　場所　西京区桂徳大寺南町

　　　　学校敷地の利用

（継続）　１か所

　「久我の杜児童館（仮称）」

　場所　伏見区久我東町

　　 　 学校敷地の利用

（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

京都こども文化会館運営助成 49,248 69,967

子どものショートステイ事業 43,636 46,854

やんちゃフェスタ開催 5,000 5,000

京（みやこ）・いきいき子育てサポート事業 28,970 15,783

ファミリーサポート事業

　ファミリーサポートセンター支部の全区・支所設置,

　サービス対象者及び支援内容の拡充 <重点枠>

子育てボランティアバンク事業 <重点枠>

児童虐待対策 7,043 7,043

市民・地域ぐるみで進める子育て支援の風土づくり 129,360 110,341

子ども・子育ていきいきフェアの開催

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

　４か所→９か所 <重点枠>

育児支援家庭訪問事業

地域子育て支援ステーションの拡充

　１５０か所→１６０か所

子どもを共に育む京都市民憲章の推進 <新　規>

子どもネットワークの構築 147,934 136,315

京都子どもネットワーク連絡会議

子ども支援センター

児童手当 9,703,260 8,180,570

乳幼児加算の創設

児童扶養手当 6,486,658 6,520,895

出産お祝いレターのお届け事業 5,377 5,377

子ども医療費支給事業（仮称） 1,581,163 1,110,002

対象年齢の拡充，自己負担限度額の引下げ <重点枠>

心 身 障 害 児 対 策 入所施設運営 3,804,158 3,998,848

児童福祉センター運営 182,564 185,728

児童療育センター運営 51,505 51,822

障害児保育 351,216 349,679

５４９人

（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

障害のある中高生のタイムケア事業 <重点枠> 79,436 -

４か所

重症心身障害児・者通園事業 90,205 73,687

ひばり学園 <重点枠>

　Ｂ型通園施設実施　定員５人

元気家族リフレッシュ・サポート事業 11,717 11,717

８グループ

在宅心身障害児対策 105,638 127,471

母子・父子及び寡婦 母子家庭等医療費助成 1,024,500 1,029,781

福祉

母子福祉センター運営 14,388 14,388

母子家庭等自立支援対策 33,830 30,762

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 68,619 74,978

2 母子寡婦福祉資金

貸付事業特別会計

貸付金など 579,000

一般会計からの繰入金 68,619 74,978

3 障害者福祉 28,361,094 26,552,450

障害者自立支援給付 障害者介護給付費 9,095,502 5,372,184

身体・知的・精神の３障害に対応する介護給付

（居宅介護）

　　障害児・者ホームヘルプサービス

　　精神障害者ホームヘルプサービス

（短期入所）

　　心身障害児・者施設地域療育事業

　　知的障害者短期入所事業

　　身体障害者短期入所事業

（生活介護）

　　知的障害者施設支援費（通所更生施設）

　　身体障害者施設支援費（通所更生施設）

　　知的障害者デイサービスセンター運営

　　身体障害者デイサービス施設運営

584,000579,000

（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

（施設入所支援）

　　知的障害者施設支援費（入所更生施設，入所授産

　　施設，通勤寮）

　　身体障害者施設支援費（入所更生施設，入所授産

　　施設）

　　身体障害者療護施設運営

　　聴覚言語障害センター運営

（療養介護）

　　身体障害者施設支援費（通所療護）

（児童デイサービス）

　　障害児通園（デイサービス）支援費

（共同生活介護）

　　知的障害者グループホーム運営

　　精神障害者地域生活援助事業（グループホーム）

（旧法施設支援）

　　知的障害者施設支援費

　　身体障害者施設支援費

障害者訓練等給付費 1,028,102 1,224,972

身体・知的・精神の３障害に対応する訓練等給付

（共同生活援助）

　　知的障害者グループホーム運営

　　精神障害者地域生活援助事業（グループホーム）

（就労継続支援）

　　知的障害者施設支援費（通所授産施設）

　　身体障害者通所授産施設運営

　　障害者共同作業所運営助成

　　精神障害者共同作業所運営助成

（自立訓練）

　　知的障害者施設支援費（通勤寮）

補装具交付・修理 378,689 317,989

障害児・者に対する補装具の交付・修理

自立支援医療 5,484,092 2,954,388

育成医療，更生医療，精神通院医療

障害児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」の創設 377,654 365,000

サービス利用者の負担軽減策 <重点枠>

　重度障害者，障害児施設利用者に対する更なる負担軽

　減など

サービス事業者への支援策 <重点枠>

　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

（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

障害者自立支援法円滑施行特別対策 <重点枠> 188,000 -

知的障害施設入所者医療費負担軽減 16,899 16,000

障害者自立支援法施行事務費 126,438 237,870

障害程度区分認定事務費，サービス支給決定事務費など

障害者地域生活支援 移動支援事業 377,752 -

事業 移動が困難な障害児・者に対する外出のための支援

　　障害児・者ホームヘルプサービス

　　精神障害者ホームヘルプサービス

地域活動支援センター運営 912,121 -

創作的活動や生産活動の機会の提供等

　　知的障害者デイサービスセンター運営

　　身体障害者デイサービス施設運営

　　障害者共同作業所運営助成

　　精神障害者共同作業所運営助成

知的障害者福祉ホーム運営 2,653 2,688

身体障害者福祉ホーム運営 3,203 3,212

精神障害者福祉ホーム運営 8,197 8,741

障害者地域生活支援センター運営 363,513 293,111

１３か所→１５か所

身体・知的・精神の３障害に対応するセンターを２か所

新設 <重点枠>

日常生活用具給付 406,977 137,553

障害児・者に対する日常生活用具の給付

地域精神保健福祉対策 13,204 17,979

こころのふれあいネットワーク 3,480 4,192

知的障害者社会活動総合推進事業 4,000 4,000

身体障害者社会参加促進事業 71,834 92,204

障害者情報バリアフリー化支援事業 3,504 3,360

在宅重度障害児・者療育支援事業 13,722 13,391

（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

発達障害者支援センター運営 39,847 40,558

発達相談員の設置 <新　規>

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

知的障害者援護施設 知的障害者福祉工場運営 76,172 79,162

２か所

知的障害者自立訓練センター運営助成 37,139 36,398

小規模通所授産施設運営助成 283,468 306,400

定員　２８０人→２６２人

月額　一般　６５,０００円

就労継続支援施設（Ｂ型）整備助成 113,400 -

（新設）　１か所 <重点枠>

　「桂の泉学園（仮称）」

　定員　３０人

　場所　西京区桂春日町

醍醐和光寮建替整備 <重点枠> 3,000 -

北山ふれあいセンター（仮称）整備助成 <重点枠> 410,915 -

場所　左京区下鴨北野々神町

１９～２０年度２年計画事業初年度分

身体障害者更生施設 身体障害者福祉工場運営助成 55,524 57,693

身体障害者リハビリテーションセンター運営 343,044 373,105

京都ライトハウス運営 147,543 147,439

精神障害者社会復帰 こころの健康増進センター運営 38,925 40,063

施設

精神障害者通所授産施設運営 102,518 105,480

３か所

社会適応訓練事業     16,807 21,348

こころのふれあい交流サロン運営 36,751 27,798

８か所→１１か所

（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

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 4,000 3,000

自殺対策連絡会議の設置 <新　規>

精神障害者小規模通所授産施設運営助成 120,813 128,426

定員　１４０人→１３０人

月額　６５,０００円→６５，０００円

在 宅 福 祉 施 策 重度心身障害児・者医療費助成 1,641,415 1,752,108

重度障害老人健康管理費助成 1,691,821 1,691,244

精神医療対策 61,399 67,834

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 107,375 107,370

いきいきハウジングリフォーム 55,823 72,045

緊急通報システム設置，維持 6,302 7,437

対象者　ひとり暮らし重度身体障害者など

重度障害者タクシー料金助成 211,380 219,283

特別障害者手当 789,205 795,872

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 27,308 23,908

月額　３６，０００円→４１，３００円 <重点枠>

心身障害者扶養共済事業 613,018 595,674

身体障害者等市バス，地下鉄等無料化 1,845,458 1,712,207

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 43,181 40,976

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

京都ほっとはあとセンター新店舗運営補助 <新　規> 6,500 -

（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 35,059,324 34,934,419

介 護 基 盤 等 整 備 特別養護老人ホーム建設助成 445,000 306,281

（新設）　７０人 <重点枠>

　「京都積慶園（仮称）」

　定員　７０人（短期入所１０人併設）

　場所　山科区北花山大林町

（継続）　１００人　

　「故郷の家・京都（仮称）」

　定員　１００人（短期入所２０人，ケアハウス４０人

　　　　併設）

　場所　南区東九条南松ノ木町

小規模特別養護老人ホーム建設助成 60,000 108,000

（新設）　９人 <重点枠>

　「小栗栖（仮称）」

　定員　１８人（小規模多機能型居宅介護拠点併設）

　京都老人ホーム特別養護老人ホームの個室化　△９人

　場所　伏見区小栗栖牛ヶ淵町

小規模多機能型居宅介護拠点建設助成 15,000 57,000

（新設）　１か所 <重点枠>

　「小栗栖（仮称）」

　（小規模特別養護老人ホーム１８人併設）

　場所　伏見区小栗栖牛ヶ淵町

ケアハウス建設助成 111,000 -

（新設）　６０人 <重点枠>

　「さいわいケアハウス（仮称）」

　定員　６０人

　場所　伏見区向島清水町

夜間対応型訪問介護ステーション整備助成 60,000 -

（新設）　２か所 <重点枠>

・「在宅ケアセンター新大宮」

　場所　北区紫竹西桃ノ本町

・「京都老人ホームほっこり」

　場所　伏見区深草大亀谷東古御香町

デイサービスセンター建設及び建設助成 - -

（新設）　１か所

　「北山（仮称）」

　場所　左京区下鴨北野々神町

　　　　北山ふれあいセンター（仮称）内

（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

（継続）　１か所

　「崇仁（仮称）」

　（地域包括支援センター併設）

　場所　下京区上之町

　　　　崇仁交流ゾーン合築施設内

介護保険関連施策 介護保険事業特別会計繰出金 13,287,000 13,219,000

介護支援専門員支援 3,236 6,231

介護サービス利用者負担軽減対策 40,141 50,193

認知症高齢者等措置 7,834 7,855

介護サービス事業者支援 152,095 676,110

つなぎ資金貸付など

入 所 施 設 養護老人ホーム措置費 <その他> 1,420,000 1,553,000

６６８人→７７８人

ケアハウス事務費補助 342,040 357,659

１１か所→１２か所

軽費老人ホーム事務費補助 69,036 71,365

民間社会福祉施設単費援護 191,450 238,618

個室・ユニットケア施設研修等事業 4,313 4,948

在宅・入所相互利用検証事業 <新　規> 3,000 -

在 宅 福 祉 施 策 在宅要支援高齢者生活支援 5,721 6,075

配食サービス事業 <節　減> 167,224 183,901

ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付 39,579 44,226

緊急通報システム設置，維持 270,043 281,106

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　　　　　１２，０８０台→１１，６４５台

新規受付予定台数　　１，３３１台

老人入浴サービス 9,103 9,900

（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

長寿すこやかセンター運営 <その他> 101,371 102,002

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 1,120 560

認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業 <充　実> 2,250 1,250

生きがい・社会参加 老人福祉センター等運営 326,532 324,579

老人福祉センター　１７か所 <節　減>

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 <節　減> 185,694 184,567

久多いきいきセンター運営 4,724 4,924

老人クラブ助成 85,137 86,868

老人クラブ活性化事業 3,000 3,000

老人クラブハウス助成 11,093 11,093

シルバー人材センター運営助成 59,808 62,598

市民すこやかフェア開催 4,000 4,000

全国健康福祉祭派遣 14,137 14,125

茨城大会

高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 60,133 44,512

月額　１０，０００円→１７，０００円 <重点枠>

高齢者市バス，地下鉄等乗車証交付 4,556,593 4,697,054

はつらつ高齢者まちづくり支援事業 5,300 5,300

（「団塊の世代」対策）

新しい生きがいづくり支援策の調査・研究 <新　規> 10,000 -

（「団塊の世代」対策）

老人保健･老人医療 老人保健特別会計繰出金 10,602,000 10,451,000

老人医療費助成 1,273,874 1,199,222

（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

後期高齢者医療制度準備 <新　規> 752,000 -

後期高齢者医療広域連合分賦金

後期高齢者医療制度施行準備事務費

5 介 護 保 険 事 業

特別会計 86,527,000 85,258,000

保険給付費　　 　　  　　　　　　　　　   80,139,144

地域支援事業費　　　　　　　 　　　　      1,930,089

介護予防事業

　高齢者筋力トレーニング普及推進事業 <新　規>

　介護予防情報提供事業 <新　規>

　介護予防普及推進事業 <新　規>

包括的支援事業・任意事業

財政安定化基金拠出金　　　　　　　 　　　　　 85,656

財政安定化基金償還金　 　　　　　     　　　 461,787

社会福祉事業基金償還金 　　　　 　　　 　　　215,826

介護給付費準備基金積立金　　　　　　　 　　　725,819

事務費など　　　　　　 　　　　　　　　    2,968,679

１８年度から２０年度までの第１号被保険者の保険料

（基準額）５７，１２０円／年（４，７６０円／月）

１９年度末借入金残高見込   　　　　　　　　1,324,003

（内訳）

　財政安定化基金からの借入金             1,109,948

　社会福祉事業基金からの借入金             214,055

一般会計からの繰入金 13,287,000 13,219,000

6 老人保健特別会計

医療給付費，審査支払手数料　　　      　 140,940,000

一般会計からの繰入金 10,602,000 10,451,000

7 生活保護 64,118,463 66,258,887

生 活 保 護 生活保護扶助費 63,094,000 65,454,000

140,940,000 141,571,000

（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

要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度助成 <新　規> 205,000 -

介護扶助制度事務費 43,293 43,291

生活保護世帯援護 6,957 7,467

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 <新　規> 13,000 -

ホームレス対策 71,647 74,757

ホームレス法律相談事業

小規模共同生活支援事業

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（２名）の配置

　　　　　　　　　　　　　　など

8 保健対策 6,955,501 6,956,762

健 康 増 進 対 策 京都市民健康づくりプランの推進 6,165 2,985

健康づくり研究助成 1,737 3,159

健康増進センター運営 88,190 116,909

食育推進事業 11,336 -

京・食の環境づくりフォーラム2007（仮称） <重点枠>

ウエストスリムクラブ（仮称） <新　規>

ふれあいファミリー食セミナー（仮称） <新　規>

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 52,476 59,841

子育てあんしん環境づくり啓発事業 <新　規> 1,000 -

子どもの事故防止実践マニュアルお届け事業 3,000 3,000

地域における不妊相談 1,173 1,173

不妊治療費助成 97,433 71,471

特定不妊治療費助成事業（国制度）の拡充 <重点枠>

　助成額の増額，所得制限の緩和

妊婦健康診査 114,784 109,868

母子健康手帳 5,887 5,886

（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

Ｂ型肝炎母子感染防止事業 12,594 12,124

先天性代謝異常等検査 38,168 50,024

新生児訪問指導 10,311 10,466

乳幼児健康診査 84,984 80,787

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 10,926 21,615

育児支援家庭訪問事業

幼児う歯予防対策 11,423 10,850

乳幼児健康支援デイサービス事業 25,613 23,173

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 17,375 10,480

小児慢性特定疾患治療研究事業等医療給付 439,395 409,937

すくすく育児総合支援事業 <新　規> 11,171 -

成人，老人保健対策 いきいき健康サポート事業 6,291 6,743

健康相談，健康手帳交付 6,941 6,248

基本健康診査 995,730 1,031,473

がん検診 292,327 296,175

胃がん，大腸がん，乳がん，子宮がん，肺がん検診

がん対策基本法の制定に伴う予防及び早期発見の推進 11,271 -

<新　規>

がんセット検診の実施

成人病検診受診率向上対策 7,203 7,184

生活習慣病予防対策 10,526 11,001

高脂血症，糖尿病，高血圧，喫煙者個別教育指導

女性健康診査 6,741 6,741

骨粗しょう症予防健康診査 6,580 6,580

（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

歯周疾患予防健康診査 1,833 1,911

難病患者等居宅生活支援事業 8,389 8,656

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 5,400 5,948

訪問相談事業

医療相談事業

骨髄提供希望者登録推進 5,000 5,000

医 療 対 策 急病診療所運営 79,728 141,253

内科，小児科，耳鼻咽喉科，眼科，歯科　６か所

休日・夜間救急患者受入体制確保 114,904 114,520

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 93,564 95,250

京都第一赤十字病院建設費利子補給 18,424 18,998

医務，薬務許可，監視指導 11,359 11,393

医療安全相談 947 947

バイオシティ構想における移植医療・再生医療プロジェク 1,000 1,000

トの検討調査

病院事業特別会計繰出金 2,562,000 2,562,000

感 染 症 予 防 対 策 予防接種 1,196,696 1,053,779

感染症その他疾病予防対策 66,442 44,826

クラミジア及び淋菌検査のＨＩＶ検査時実施 <新　規>

Ｏ１５７等腸管出血性大腸菌予防対策 10,804 10,804

エイズ対策 30,813 24,051

ＨＩＶ休日検査の実施 <新　規>

新型インフルエンザ対策 2,000 15,000

結核医療費公費負担 119,890 142,189

（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

結核予防対策 106,008 119,499

9 生活衛生対策 497,501 779,885

生 活 衛 生 対 策 環境衛生関係営業施設対策 21,072 21,072

飲用水衛生管理指導 3,812 3,812

家庭用品衛生対策 8,079 8,086

そ族昆虫駆除対策 25,364 25,154

街のお風呂屋さんサポート事業 <新　規> 4,500 -

食品営業許可，監視指導 82,598 88,789

食鳥検査 29,164 29,164

食の安全・安心対策 1,000 1,000

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度 3,000 5,000

牛海綿状脳症対策 24,409 24,409

狂犬病等予防対策 18,929 17,659

家庭動物相談所運営 14,423 17,613

中央斎場運営 205,110 203,287

墓地，墓園運営 46,716 46,786

10 施設運営 390,609 508,801

施 設 運 営 衛生公害研究所運営 130,909 137,158

保健所運営 71,112 188,288

桃陽病院運営 <節　減> 92,384 95,958

看護短期大学運営 75,856 77,049

11 地域福祉その他 17,109,422 17,346,914

地 域 福 祉 社会福祉協議会助成 421,396 456,804

（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

福祉ボランティアセンター運営 245,074 249,618

区ボランティアセンター運営 23,463 23,463

ボランティア活動推進助成 1,500 1,500

地域福祉権利擁護事業 77,036 43,917

自立生活支援専門員　５人→１２人

地域福祉推進事業 7,500 22,400

東九条福祉対策 16,752 17,548

国 民 年 金 事 務 国民年金事務 98,236 111,995

福 利 事 業 そ の 他 夏季歳末特別生活資金貸付 163,510 175,589

ホームレス緊急福祉対策 8,126 9,766

教育扶助資金給付 201,528 289,133

みやこユニバーサルデザインの推進 8,696 11,000

みやこユニバーサルデザイン市民応援隊（仮称）の結成

<新　規>

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

保健福祉サービスアセスメント事業 1,000 1,000

国 民 健 康 保 険 国民健康保険事業特別会計繰出金 15,406,000 15,406,000

12 国民健康保険事業

特別会計

保険給付費            　     　          102,962,534

老人保健拠出金　 　 　      　　　　　　　27,872,000 27,872,000 28,493,000

介護給付費納付金　 　  　　　　　　　　　　6,925,000 6,925,000 7,241,000

事務費など 　                 　           4,132,466 4,132,466 3,987,907

141,892,000 131,852,000

102,962,534

（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

１人当たり平均医療給付費分保険料（軽減後）

　　　　　　　　  　　 　　　 ７５，６１５円

　被保険者均等割  　　 　　　 ３６，５４０円

　世帯別平等割　　　　　　　　２３，９６０円

　所得割　１８年中基準総所得金額×９．３７／１００

最高限度額　　　　　　　　５３０，０００円

１人当たり平均介護納付金分保険料（軽減後）

　２１，７４６円→２１，５３５円

　被保険者均等割　　　　　　　１０，１９０円

　世帯別平等割　　　　　　　　　５，０４０円

　所得割　１８年中基準総所得金額×２．３３／１００

最高限度額　８０，０００円→９０，０００円

一般会計からの繰入金 15,406,000 15,406,000

（保健福祉局－18)


