
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 54,149,882 51,840,819

保 育 対 策 市営，民間保育所運営 22,569,707 22,079,309

御池保育所における総合的な保育サービスの提供

　延長保育，一時保育，休日保育を全て実施

　１８年４月開所予定

市営保育所　　　　　　　定員　　２，５００人

民間保育所　　　　　　　定員　２１，６１５人

夜間保育所　　７園　　　定員　　　　２１０人

定員外入所対策

　２，６７６人

市営保育所定員外入所受入体制整備

延長保育実施　　　　　１３６か所→１５０か所

<重点枠>

一時保育実施　　　　　　　２８か所→２９か所

<重点枠>

休日保育実施　　　　　　　　　２か所→３か所

<重点枠>

昼間里親運営　　　　　　　定員　　　　３７０人 375,027 388,077

保育所待機児童解消の継続 284,000 338,000

　保育所整備助成

（新設）　１か所 <重点枠>

　　「上桂地区保育所（仮称）」

　　定員　６０人

　　場所　西京区桂上野今井町

（増築）　１か所 <重点枠>

　　「カトリック聖母保育園」

　　定員　１５０人→１８０人

　　場所　中京区壬生淵田町

（老朽改築）　１か所 <重点枠>

　　「安朱保育園」

　　定員　１２０人

　　場所　山科区安朱北屋敷町

食育の推進を図るための保育所給食業務相談等事業 5,143 5,120

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

359,265,000

207,540,000

前年度予算額本年度予算額

＜保健福祉局所管＞ 207,488,000

352,746,000

（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

保育料徴収対策の強化 37,924 30,013

保育料徴収協力事業の本格実施など

民間社会福祉施設単費援護 5,667,542 5,625,188

児童健全育成対策 児童育成施設運営 2,317,603 2,398,573

児童館　１０３か所→１０４か所

学童クラブ事業

　実施時間の延長 <重点枠>

　　　　　　　など

地域学童クラブ事業補助 26,363 22,135

１２か所

学童保育待機児童解消の継続 235,067 379,467

児童館整備及び整備助成

　（新設）　３か所 <重点枠>

　・「上里児童館（仮称）」

　　場所　西京区大原野上里北ノ町

　・「松陽児童館（仮称）」

　　場所　西京区山田平尾町

　・「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

　（実施設計）　３か所 <重点枠>

　・「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

　・「唐橋児童館（仮称）」

　　場所　南区唐橋西寺町

　・「藤城児童館（仮称）」

　　場所　伏見区深草大亀谷桃山町

　　  　　学校敷地の利用

弾力的な児童受入態勢整備

京都こども文化会館運営助成 69,967 64,693

子どものショートステイ事業 46,854 35,133

やんちゃフェスタ開催 5,000 5,000

ファミリーサポート事業 15,783 15,050

（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

児童虐待対策 7,043 5,833

市民・地域ぐるみで進める子育て支援の風土づくり 110,341 83,050

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）

　２か所→４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

　１４０か所→１５０か所 <重点枠>

子どもネットワークの構築 136,315 137,480

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 8,180,570 6,207,305

支給対象年齢の拡大，所得制限の緩和

児童扶養手当 6,520,895 6,319,460

出産お祝いレターのお届け事業 5,377 5,788

乳幼児医療費助成 1,110,002 1,103,867

心 身 障 害 児 対 策 入所施設運営 3,998,848 3,961,817

児童福祉センター運営 185,728 196,293

児童療育センター運営 51,822 50,975

障害児保育 349,679 361,554

５４９人

重症心身障害児・者通園事業 73,687 57,306

洛西ふれあいの里療護園 <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 13,653

８グループ

☆障害者自立支援給付移行事業

身体障害児補装具交付・修理（１０月移行） 76,215 169,949

（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

在宅心身障害児対策 127,471 208,723

☆障害者自立支援給付移行事業

　障害児通園（デイサービス）支援費（４月移行）

　心身障害児・者施設地域療育事業（４月移行）

☆障害者地域生活支援事業移行事業

　重度障害児日常生活用具給付等事業（１０月移行）

母子・父子及び寡婦 母子家庭等医療費助成 1,029,781 910,923

福祉

母子福祉センター運営 14,388 12,084

母子家庭等自立支援対策 30,762 24,565

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 74,978 105,908

2 母子寡婦福祉資金

貸付事業特別会計

貸付金など 584,000

一般会計からの繰入金 74,978 105,908

3 障害者福祉 26,552,450 25,535,091

障害者自立支援給付 障害者介護給付費 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）

　　障害者・児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

（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）

639,000584,000

（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

　　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

障害者訓練等給付費 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

補装具交付・修理 317,989 -

障害者・児に対する補装具の交付・修理

　　身体障害児補装具交付・修理

　　身体障害者補装具交付・修理

自立支援医療 2,954,388 -

育成医療，更生医療，精神通院医療

在宅自立支援給付費 <重点枠> 365,000 -

障害福祉サービス等の利用者負担に対する独自減免

　月額上限額の軽減，総合上限制度の創設など

知的障害施設入所者医療費負担軽減 <重点枠> 16,000 -

障害者自立支援法施行事務費 <新　規> 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

5 障害者地域生活支援 知的障害者福祉ホーム運営 2,688 2,689

事業

12 身体障害者福祉ホーム運営 3,212 3,300

障害者地域生活支援センター運営 293,111 205,976

１０か所→１３か所

身体・知的・精神の３障害に対応するセンターを３か所

新設 <重点枠>

日常生活用具給付 137,553 167,941

障害者・児に対する日常生活用具の給付

（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

29 地域精神保健福祉対策 17,979 17,628

37 知的障害者社会活動総合推進事業 4,000 4,000

38 身体障害者社会参加促進事業 92,204 81,744

コミュニケーション支援事業の充実 <重点枠>

39 障害者情報バリアフリー化支援事業 3,360 3,984

在宅重度障害児・者療育支援事業 13,391 13,028

発達障害者支援センター運営 40,558 52,600

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 -

<重点枠>

障害者職業能力開発等支援事業 <重点枠> 3,000 -

知的障害者援護施設 知的障害者入所更生施設運営助成 75,281 76,430

２か所

通勤寮運営助成 <節　減> 15,681 31,363

２か所

知的障害者福祉工場運営 79,162 79,906

２か所

知的障害者自立訓練センター運営助成 36,398 35,620

障害者共同作業所運営助成 905,279 881,051

定員　８４８人→８８２人

月額　一般　６４,０００円→６５，０００円

☆障害者自立支援給付移行事業

知的障害者施設支援費（１０月移行） 2,576,018 4,558,234

　入所施設，通所施設の支援費など

知的障害者グループホーム運営（４月移行） 30,042 303,784

知的障害者デイサービスセンター運営（４月移行） 241,727 394,518

　１０か所

（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

知的障害者通所授産施設整備 19,000 -

（新設）　１か所 <重点枠>

　「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

知的障害者入所更生施設整備助成 30,000 -

（新設）　１か所 <重点枠>

　「ハイツ若葉（仮称）」

　定員　５０人

　場所　左京区静市野中町

醍醐和光寮再整備基本構想策定調査 <重点枠> 1,000 -

北山ふれあいセンター（仮称）整備 <重点枠> 85,000 -

実施設計，埋蔵文化財調査

場所　左京区下鴨北野々神町

身体障害者更生施設 身体障害者福祉工場運営助成 57,693 58,248

身体障害者リハビリテーションセンター運営 373,105 363,179

重度障害者自立支援事業 <節　減> 3,314 6,627

京都ライトハウス運営 147,439 144,976

☆障害者自立支援給付移行事業

身体障害者施設支援費（１０月移行） 484,666 915,402

身体障害者通所授産施設運営（１０月移行） <節　減> 263,017 391,629

　７か所

身体障害者デイサービス施設運営（４月移行） 228,069 428,153

　１３か所

身体障害者療護施設運営（１０月移行） <節　減> 319,490 571,401

　３か所

聴覚言語障害センター運営（１０月移行） 115,709 161,178

精神障害者社会復帰 こころの健康増進センター運営 40,063 42,185

施設

精神障害者通所授産施設運営 105,480 70,506

２か所→３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

精神障害者福祉ホーム運営助成 8,741 9,010

３か所

社会適応訓練事業     21,348 21,853

精神障害者共同作業所運営助成 556,669 550,000

定員　６０４人→６４１人

月額　６４,０００円→６５，０００円

こころのふれあい交流サロン運営 27,798 27,075

８か所

精神障害者退院促進支援事業 9,576 8,000

☆障害者自立支援給付移行事業

精神障害者地域生活援助事業（グループホーム） - 42,950

（４月移行）

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 <重点枠>

　「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

在 宅 福 祉 施 策 重度心身障害児・者医療費助成 1,752,108 1,433,462

重度障害老人健康管理費助成 1,691,244 1,544,047

精神医療対策 <縮　小> 67,834 83,679

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 107,370 118,589

いきいきハウジングリフォーム 72,045 72,890

緊急通報システム設置，維持 7,437 7,526

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 219,283 211,204

こころのふれあいネットワーク 4,192 3,771

特別障害者手当 795,872 761,348

（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

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 23,908 22,180

心身障害者扶養共済事業 595,674 594,098

身体障害者等市バス，地下鉄等無料化 1,712,207 1,623,357

☆障害者自立支援給付移行事業

更生医療給付（４月移行） 117,244 958,059

精神医療費公費負担（４月移行） 212,985 2,378,812

身体障害者補装具交付・修理（１０月移行） 277,302 560,597

精神障害者ホームヘルプサービス（４月移行） - 120,728

障害者・児ホームヘルプサービス（４月移行） 290,945 3,555,944

知的障害者短期入所事業（４月移行） 6,071 79,268

身体障害者短期入所事業（４月移行） 1,940 22,190

社 会 参 加 促 進 障害者スポーツセンター運営 208,240 211,867

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 <縮　小> 40,976 41,669

就労に向けた障害者向けＩＴ教室 <節　減> 3,600 4,800

授産振興センター運営 <縮　小> 17,300 20,300

ハートプラザ京都，ぶらり嵐山

京都市障害者基礎調査 <新　規> 15,290 -

５年ごとに実施

4 高齢者福祉 34,934,419 36,089,568

介 護 基 盤 等 整 備 特別養護老人ホーム建設助成 306,281 1,553,917

（新設）　１００人 <重点枠>

　「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

（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

小規模特別養護老人ホーム建設助成 108,000 -

（新設）　２０人 <重点枠>

・「今宮（仮称）」

　定員　２０人

　原谷こぶしの里特別養護老人ホームの個室化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１０人

　場所　北区紫野大徳寺町

・「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）

　市原寮特別養護老人ホームの個室化　△１０人

　場所　左京区花脊別所町

小規模多機能型居宅介護拠点建設助成 57,000 -

（新設)　４か所 <重点枠>

・「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

・「ガーデンハウス下鴨（仮称）」

　場所　左京区下鴨蓼倉町

・「松原のぞみの園（仮称）」

　場所　下京区来迎堂町

・「稲荷の家ほっこり（仮称）」

　場所　伏見区深草稲荷鳥居前町

デイサービスセンター建設及び建設助成 - -

（新設）　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

（実施設計）　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

介護予防拠点整備 <新　規> 45,000 37,500

介護保険関連施策 介護保険事業特別会計繰出金 13,219,000 12,688,000

介護支援専門員支援 6,231 3,000

介護サービス利用者負担軽減対策 50,193 61,320

認知症高齢者等措置 7,855 7,598

（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

介護サービス事業者支援 676,110 840,313

つなぎ資金貸付など

入 所 施 設 養護老人ホーム措置費 1,553,000 1,478,000

６４９人→６６８人

ケアハウス事務費補助 357,659 347,232

１１か所

軽費老人ホーム事務費補助 71,365 71,636

民間社会福祉施設単費援護 <節　減> 238,618 268,582

個室・ユニットケア施設研修等事業 <充　実> 4,948 1,724

在 宅 福 祉 施 策 在宅要支援高齢者生活支援 6,075 6,889

短期入所生活介護緊急利用者援護事業 80,723 106,858

５０人分

配食サービス事業 183,901 183,388

ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付 44,226 35,630

緊急通報システム設置，維持 281,106 306,861

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　　　　　１２，９５１台→１２，０８０台

新規受付予定台数　　１，６３０台

老人入浴サービス 9,900 9,900

老人福祉員 27,630 26,766

１，２１４人

長寿すこやかセンター運営 102,002 108,302

高齢者の居住福祉に関する調査研究事業 <新　規> 1,000 -

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 560 -

<新　規>

認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業 <新　規> 1,250 -

（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

生きがい・社会参加 老人福祉センター等運営 324,579 360,855

老人福祉センター　１７か所 <節　減>

老人いこいの家　　　５か所 <縮　小>

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 184,567 181,774

久多いきいきセンター運営 4,924 4,724

老人クラブ助成 86,868 89,489

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 11,305

シルバー人材センター運営助成 62,598 60,619

市民すこやかフェア開催 4,000 4,000

全国健康福祉祭派遣 14,125 14,438

静岡大会

高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 44,512 49,802

高齢者市バス，地下鉄等乗車証交付 4,697,054 4,988,801

はつらつ高齢者まちづくり支援事業 <新　規> 5,300 -

老人保健･老人医療 老人保健特別会計繰出金 10,451,000 9,663,000

老人医療費助成 1,199,222 1,111,934

5 介 護 保 険 事 業

特別会計 85,258,000 81,001,000

保険給付費　　 　　  　　　　　　　　　   79,927,183

地域支援事業費　　　　　　　 　　　　      1,603,759

<新　規>

介護予防事業　　　　　　　　　　　　

　特定高齢者把握事業，通所型介護予防事業，訪問型

　介護予防事業，介護予防普及啓発事業，地域介護予

　防活動支援事業，介護予防評価事業

包括的支援事業・任意事業　　　　　　　　　　　　

　地域包括支援センター運営事業，認知症高齢者等権

　利擁護推進事業など

（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

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 　　　　 　　　 　　　215,012

事務費など　　　　　　 　　　　　　　　    2,964,603

新予防給付ケアプラン指導等事業　　　 <新　規>

１８年度末借入金残高見込   　　　　　　　　1,999,842

（内訳）

　財政安定化基金からの借入金             1,571,734

　社会福祉事業基金からの借入金             428,108

一般会計からの繰入金 13,219,000 12,688,000

6 老人保健特別会計

医療給付費，審査支払手数料　　　      　 141,571,000

一般会計からの繰入金 10,451,000 9,663,000

7 生活保護 66,258,887 68,339,107

生 活 保 護 生活保護扶助費 65,454,000 67,589,000

介護扶助制度事務費 43,291 45,684

生活保護世帯援護 7,467 7,358

外国人教育扶助，水洗便所設置助成など

ホームレス対策 74,757 51,706

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２０人→３０人）

<重点枠>

　自立生活支援員（２名）の配置

                            など

8 保健対策 6,956,762 7,156,506

健 康 増 進 対 策 京都市民健康づくりプランの推進 2,985 2,255

141,571,000 144,398,000

（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

健康づくり研究助成 3,159 4,259

健康づくりゼミナール 2,106 2,106

健康増進センター運営 116,909 97,137

高齢者筋力トレーニング拠点整備 <新　規> 32,000 -

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 59,841 59,985

子どもの事故防止実践マニュアルお届け事業 <新　規> 3,000 -

絵本ふれあい事業 1,804 1,834

プレママ・パパクッキング 1,734 5,420

プレママ支援事業 2,695 3,000

地域における不妊相談 1,173 1,173

不妊治療費助成 71,471 66,724

妊婦健康診査 109,868 116,340

母子健康手帳 5,886 5,958

Ｂ型肝炎母子感染防止事業 12,124 13,662

先天性代謝異常等検査 50,024 51,090

新生児訪問指導 10,466 12,879

乳幼児健康診査 80,787 86,637

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 21,615 17,600

育児支援家庭訪問事業

幼児う歯予防対策 10,850 10,869

乳幼児健康支援デイサービス事業 23,173 25,690

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 10,480 7,199

（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

小児慢性特定疾患治療研究事業等医療給付 409,937 567,930

☆障害者自立支援給付移行事業

　育成医療（４月移行）

成人，老人保健対策 いきいき健康サポート事業 6,743 13,537

健康相談，健康手帳交付 6,248 16,487

基本健康診査 1,031,473 1,035,771

がん検診 296,175 299,391

胃がん，大腸がん，乳がん，子宮がん，肺がん検診

成人病検診受診率向上対策 7,184 8,401

生活習慣病予防対策 11,001 3,973

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 6,760

歯周疾患予防健康診査 1,911 1,638

対象年齢の拡大

難病患者等居宅生活支援事業 8,656 8,765

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 5,948 5,147

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 141,253 129,853

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 114,520 126,524

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 95,250 100,677

京都第一赤十字病院建設費利子補給 18,998 19,571

（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

医務，薬務許可，監視指導 11,393 11,895

医療安全相談 947 1,010

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 -

トの検討調査 <新　規>

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の普及啓発 <新　規> 1,000 -

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 1,053,779 1,081,158

感染症その他疾病予防対策 44,826 39,784

Ｏ１５７等腸管出血性大腸菌予防対策 10,804 15,417

エイズ対策 24,051 20,468

ＨＩＶ迅速検査のモデル実施

新型インフルエンザ対策 <新　規> 15,000 -

普及啓発

防疫従事者の防護体制整備

結核医療費公費負担 142,189 165,312

結核予防対策 119,499 142,385

9 生活衛生対策 779,885 604,654

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 8,086 8,103

そ族昆虫駆除対策 25,154 25,430

食品営業許可，監視指導 88,789 87,366

食鳥検査 29,164 29,224

食の安全・安心対策 1,000 1,000

（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

「京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度（仮称）」の 5,000 -

創設 <重点枠>

牛海綿状脳症対策 24,409 28,257

狂犬病等予防対策 17,659 15,795

家庭動物相談所運営 17,613 13,841

中央斎場運営 203,287 195,609

中央斎場火葬炉改修 278,000 98,589

１７～１８年度２年計画事業最終年度分

総事業費　３７７百万円

墓地，墓園運営 46,786 46,802

10 施設運営 508,801 499,994

施 設 運 営 衛生公害研究所運営 137,158 133,643

保健所運営 188,288 146,795

桃陽病院運営 95,958 105,199

看護短期大学運営 77,049 79,883

11 地域福祉その他 17,346,914 17,474,261

地 域 福 祉 社会福祉協議会助成 <充　実> 456,804 405,667

福祉ボランティアセンター運営 249,618 257,618

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 <充　実> 43,917 38,264

自立生活支援専門員　４人→５人

地域福祉推進事業 <充　実> 22,400 7,400

福祉相談システムの構築 <新　規>

東九条福祉対策 17,548 17,397

（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

国 民 年 金 事 務 国民年金事務 111,995 121,595

福 利 事 業 そ の 他 夏季歳末特別生活資金貸付 175,589 221,331

ホームレス緊急福祉対策 9,766 10,826

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 3,000 1,000

みやこユニバーサルデザインの推進 <重点枠> 11,000 5,000

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

アドバイザー派遣制度の創設

みやこユニバーサルデザイン賞の創設

シンボルマークの募集

　　　　　　　　　など

保健福祉サービスアセスメント事業 1,000 1,000

久多診療所整備 <新　規> 20,000 -

（合併建設計画事業）

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　　　　　　　　　　　　　　　　92,321,799　

老人保健拠出金　　　　　　　　　　　　　　28,493,000 28,493,000 29,781,000

介護給付費納付金　　　　　　　　　　　　　 7,241,000 7,241,000 7,053,000

事務費など　　　　　　　　　　　　　　　　 3,796,201 3,796,201 3,782,779

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  　　 　　　 ３６，４９０円

　世帯別平等割　　　　　　　　２４，４６０円

　所得割　１７年中基準総所得金額×１０．１１／１００

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）

　２０，８３６円→２１，７４６円

　被保険者均等割　　　　　　　１０，１４０円

　世帯別平等割　　　　　　　　　５，０９０円

　所得割　１７年中基準総所得金額×２．８４／１００

最高限度額　　　　　　　　　８０，０００円

92,321,799 86,091,221

131,852,000 126,708,000

（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

一般会計からの繰入金 15,406,000 15,406,000

（保健福祉局－19)


