
（すべての市民が健やかに暮らせる福祉の充実） 

 

□ すべての市民が健やかに暮らせる福祉の充実  1,476,819 

（17 項目） 

 障害者福祉の向上  

◇在宅自立支援給付費の創設 ＜新規＞ 365,000 

障害者自立支援法の施行に伴う定率１割負担の導入などによる利用者負担の急激な

増加を緩和するため，本市独自の利用者負担軽減策を実施する。 

利用者負担軽減策の内容 

利用者負担月額上限額の低減設定 

障害福祉サービスや医療等の重複利用負担を緩和する総合上限制度 

                             など 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 

◇障害者地域生活支援センターの充実 ＜充実＞ 60,000 

障害者自立支援法の施行に的確に対応するため，地域生活支援センターの相談援助

機能を充実するとともに，可能な限り身近な地域で相談が受けられるよう，３か所を

新設整備する。 

設置箇所数 １０→１３か所 

全体事業費 ２９３百万円 

（局配分枠２３３百万円，政策重点化枠６０百万円） 

 〔保健福祉局 障害保健福祉課 TEL 251-2361〕 

◇重度障害者在宅就労促進事業（バーチャル工房支援事業） 

 ＜新規＞ 10,000 

重度障害者等の在宅就労を促進するため，パソコンやインターネット技術の能力 

開発や企業等からの仕事の受注，工房利用者への仕事の分配を行うなど，情報機器を

用いた在宅就労を支援する「バーチャル工房支援事業」を実施する。 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 

◇障害者職業能力開発等支援事業 ＜新規＞ 3,000 

障害者の就労訓練に協力してもらえる企業の開拓や訓練希望者と訓練先企業との 

受入調整などを実施し，就労体験を通じた職業能力の開発を支援するとともに，   

ひいては，訓練先企業での長期就労を目指す。 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 
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◇身体障害者社会参加促進事業 ＜充実＞ 11,780 

意思疎通を図ることに支障があるために社会参加が進みにくい聴覚及び視覚障害者

に対し，手話通訳者を派遣するなどのコミュニケーション支援事業を充実することに

より，積極的な社会参加を促進する。 

充 実 内 容 ２４時間体制で手話通訳者派遣受付を行うコーディネーターの設置， 

手話通訳及び点訳・音訳奉仕員などの養成事業の充実 など 

全体事業費 ９２百万円 

（局配分枠８０百万円，政策重点化枠１２百万円） 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 

◇知的障害施設入所者医療費負担軽減 ＜新規＞ 16,000 

障害者自立支援法施行に伴う知的障害施設入所者の医療費負担の急激な増加を緩和

するため，医療費の本人負担分の一部を助成する。 

実施期間 １８～２０年度 

 〔保健福祉局 障害保健福祉課 TEL 251-2361〕 

◇重症心身障害児・者通園事業 17,110 

（新設）  １か所 ＜新規＞ 

定  員 ５人 

場  所 西京区大枝北沓掛町（洛西ふれあいの里療護園内） 

 〔保健福祉局 障害保健福祉課 TEL 251-2361〕 

◇知的障害者通所授産施設整備 19,000 

（新設）  １か所 ＜新規＞ 

「洛西ふれあいの里授産園分園（仮称）」 

定  員 １９人 

場  所 西京区桂徳大寺北町 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 
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◇知的障害者入所更生施設整備助成 30,000 

（新設）  １か所 ＜新規＞ 

「ハイツ若葉（仮称）」 

定  員 ５０人 

場  所 左京区静市野中町 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 

◇精神障害者生活訓練施設（援護寮）整備助成 48,396 

（新設）  １か所 ＜新規＞ 

「七瀬川つつみ（仮称）」 

定  員 ２０人（短期入所２人併設） 

場  所 伏見区深草泓ノ壺町 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 

◇醍醐和光寮再整備基本構想策定調査 ＜新規＞ 1,000 

老朽狭隘化が著しい知的障害児・者施設「醍醐和光寮」の建替え再整備のための  

基本構想策定に向けた調査を実施する。 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 

◇北山ふれあいセンター（仮称）整備 ＜新規＞ 85,000 

本市の福祉施策を総合的に推進していくための拠点施設を整備するため，１８年度

は，埋蔵文化財調査及び実施設計を行う。 

場  所 左京区下鴨北野々神町 

施設構成 心身障害児福祉会館，知的障害児通園施設，就労移行センター，   

知的障害者デイサービスセンター，身体障害者デイサービスセンター，

老人デイサービスセンター，児童館，母子福祉センター，        

地域交流スペース 

 〔保健福祉局 障害企画課 TEL 251-2385〕 
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 高齢者福祉の向上  

◇介護保険基盤整備助成  471,281 

◆特別養護老人ホーム建設助成 306,281 

（新設）  １か所 ＜新規＞ 

「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 

助成総額 ６１３百万円（１８～１９年度２年計画事業） 

◆小規模特別養護老人ホーム建設助成 108,000 

（新設）  ２か所 ＜新規＞ 

・「今宮（仮称）」 

定  員 ２０人 

場  所 北区紫野大徳寺町 

助成総額 ６０百万円 

＜参考＞ 原谷こぶしの里特別養護老人ホーム個室化による定員減△１０人 

・「北部山間地域高齢者福祉拠点（仮称）」  

定  員 ２０人（小規模多機能型居宅介護拠点併設） 

場  所 左京区花脊別所町 

助成総額 ６０百万円（１８～１９年度２年計画事業） 

＜参考＞ 市原寮特別養護老人ホーム個室化による定員減△１０人 

◆小規模多機能型居宅介護拠点建設助成  57,000 

（新設）  ４か所 ＜新規＞ 

・「北部山間地域高齢者福祉拠点（仮称）」 

（小規模特別養護老人ホーム２０人併設） 

場  所 左京区花脊別所町 

助成総額 １５百万円（１８～１９年度２年計画事業） 

・「ガーデンハウス下鴨（仮称）」  

場  所 左京区下鴨蓼倉町 

助成総額 １５百万円 

・「松原のぞみの園（仮称）」 

場  所 下京区来迎堂町 

助成総額 １５百万円 
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・「稲荷の家ほっこり（仮称）」  

場  所 伏見区深草稲荷鳥居前町 

助成総額 １５百万円 

 〔保健福祉局 長寿福祉課 TEL 222-3406〕 

 地域福祉の推進  

◇みやこユニバーサルデザインの推進 ＜新規＞ 6,000 

◆第2回国際ユニヴァーサルデザイン会議「公開シンポジウム」開催  4,000 

開催日 ２００６年１０月２２日 

◆みやこユニバーサルデザインの普及啓発，取組誘導  2,000 

 ・アドバイザー派遣制度の創設 

    市内の企業等にアドバイザーを派遣し，製品開発やサービス提供等に対する 

助言を行う。 

 ・みやこユニバーサルデザイン賞の創設 

    ユニバーサルデザインを採り入れた優れた取組を表彰する。 

・シンボルマークの募集 

    みやこユニバーサルデザインのシンボルマークを公募する。 

 〔保健福祉局 保健福祉総務課 TEL 222-3366〕 

◇崇仁交流ゾーン合築施設建設 ＜新規＞ 171,600 

地域のまちづくりに向けた，交流とコミュニティ活動，また，保健・医療・福祉の

総合的サービスの拠点となる合築施設を整備する。 

事業年度 １８～１９年度 

場  所 下京区上之町 

施設内容 コミュニティセンター，デイサービスセンター，地域包括支援センタ

ーなど 

 〔文化市民局 人権文化推進課 TEL 222-3381〕 
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◇ホームレス自立生活支援事業の充実 ＜充実＞ 23,052 

就労意欲があり，早期自立が見込まれる人を対象に就労支援を実施する自立生活 

支援センターの定員を拡充する。 

定   員 ２０→３０人 

場   所 南区上鳥羽南鉾立町 

全体事業費 ６３百万円 

（局配分枠４０百万円，政策重点化枠２３百万円） 

 〔保健福祉局 地域福祉課 TEL 222-3371〕 

 安らぎのすまいづくり  

◇改良住宅建設等   138,600 

  新規建設 

（基本計画策定）  ＜新規＞ 

崇仁塩小路高倉２－２棟（仮称），三条鴨東２２棟（仮称） 

建  替 

（実施設計等）  ＜新規＞ 

楽只新３棟（仮称） 

戸数 １６戸 

崇仁南部新２棟（仮称） 

戸数 ４０戸 

（基本計画策定）  ＜新規＞ 

北河原新棟（仮称） 

 〔都市計画局 すまいまちづくり課 TEL 222-3635〕 

 

 

 

 

 


