
子ども若者はぐくみ局決算の概要 

 

１ 決算総括 

  子ども若者はぐくみ局所管事業の平成28年度実績については，組織改正前の事業

所管局において以下の取組を推進してきた。 

    保育所の新増設や私立幼稚園の預かり保育の拡充等により，平成29年度当初

で，国定義における4年連続保育所等待機児童ゼロを達成した。また，学童ク

ラブ事業についても，6年連続となる待機児童ゼロを達成した。 

    1 歳児のうち，特に保育士の負担が大きい1歳 6箇月未満である児童につい

て職員を新たに加配し，保育士の負担軽減と保育環境の充実に取り組んだ。 

    子ども若者はぐくみウェブサイト等の機能拡充等により，各区役所・支所に

おける「子育て支援コンシェルジュ」の立ち上げに取り組んだ。 

    京都版ブックスタート事業を新たに開始し，親子一緒に絵本と触れ合い，親

しむきっかけ作りとなる取組を行った。 

    18,000件の市民アンケート調査等の実施により，子ども・若者に係る実態把

握を行い，今後の支援方針となる「京都市貧困家庭の子ども・青少年対策に関

する実施計画」を策定した。 

  子ども若者はぐくみ局では，本市ならではの子育てと人づくりの伝統を礎に，子

どもや若者に関わるあらゆる行政施策の更なる融合，推進により，子どもや若者を

地域で育むことで，地域全体が元気になっていくまちの実現に向けて，全力で取り

組んでいく。 

 

２ 重点取組の実績 

取組名 実 績 

民間保育所等整備

助成 

・保育所等の新設2箇所，増改築等17箇所の整備により，600人分の児童受

入枠を拡大 

小規模保育整備助

成 

・小規模保育事業等の29箇所の整備により，372人分の児童受入枠を拡大 

保育所等防音壁設

置事業 

・円滑な施設の整備と運営のため，防音壁の設置が必要な保育所2箇所に

設置費用の助成を実施 

時間外保育事業の

拡充 

・新たに4箇所で実施（計218箇所）し，受け入れ枠を拡充 

一時預かり事業

（一般型）の拡充 

・新たに2箇所で実施（計54箇所）し，受け入れ枠を拡充 

私立幼稚園の預か

り保育の充実 

・私立幼稚園等の保育時間前後や長期休業期間中の「預かり保育」を充実・

支援する本市独自の補助制度を実施（実支給園数77園） 

病児・病後児保育

事業の拡充 

・7箇所で実施（うち5箇所は病児・病後児併設型，2箇所は病後児型） 

・病児・病後児併設型の既存施設1箇所での定員を増やし受入枠を3名増 



取組名 実 績 

1 歳児保育におけ

る保育士配置体制

の充実 

・1歳児のうち，特に保育士の負担が大きい1歳6箇月未満の児童について，

各保育施設の4月1日時点における当該在籍児童数2,068人分（公営142人，

民営1,926人）の職員配置の引き上げ分（保育士1人当たり子ども5人→4.6

人）として加配 

保育の担い手確保

事業 

・保育補助者雇上げのための貸付事業（20園利用，5名の保育士資格の取

得） 

・保育士試験合格者に対する実技講習（4回実施，17名受講，うち10名が

保育園等に就職） 

・京都市保育人材サポートセンター設置運営事業（試験会場での周知によ

る広報の充実や，保育園就職面接会の4回実施等による取組内容の充実） 

・保育所等における業務効率化の推進（128箇園（公営・民間）による事

故防止等のためのビデオカメラの設置，107箇園（民間）における保育業

務支援システム（ICT）の導入） 

学童クラブ事業の

充実 

・障害のある児童のより安定的な処遇が可能となるよう，学童クラブ事業

への委託料の事業費加算を増額するとともに，巡回指導を充実 

・新たに１箇所で学童クラブ事業を実施する団体に対して補助金を交付 

民設児童館整備助

成 

保育所整備と合わせて，合築する児童館について，整備費を助成（2箇所） 

 

子育て支援活動い

きいきセンター

（つどいの広場）

事業の充実 

27年度にモデル実施した「地域支援」と「出張ひろば」の取組について，

その両方を組み合わせた事業を，新たに6箇所で実施（5箇所→11箇所） 

『親支援』プログ

ラム・『親学習』プ

ログラムの推進 

・「ほっこり子育てひろば」の実施 

・「青少年のための『親学習』プログラム」としての青少年・乳幼児のふ 

れあい事業の実施拡大，青少年の参加促進 

子育て支援コンシ

ェルジュの立ち上

げに向けた取り組

み 

・子育て支援総合電話窓口（はぐくみコール）の設置・運営 

・子ども若者はぐくみウェブサイト及び京都はぐくみアプリの機能拡充 

・子どもや子育てに関する相談窓口を総合的に紹介するリーフレットの配

布 

子ども若者総合支

援事業 

・「子ども・若者総合相談窓口」の運営 

・支援コーディネーターによる支援 

児童養護施設退所

児童等進学支援事

業などの拡充 

・これまで児童養護施設等を退所した児童等を対象としてきた進学支援事

業及び就職・就学支度金支給事業について，母子生活支援施設退所児童へ

の適用を拡大 

「平安徳義会乳児

院」整備助成 

・施設を耐震化するとともに，家庭的養護の推進を図るための小規模グル

ープケア化した施設への建替えに対する整備助成を実施（平成28年度～平

成29年度） 

 



取組名 実 績 

重症心身障害児放

課後等デイサービ

ス事業運営補助等 

・主に重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスの事業者に対し，

重症心身障害児の受入人数に応じた運営補助を実施（事業所数 3 受入延

べ人数 3,018人 補助額 3,319,800円） 

ひとり親家庭支援

の充実 

・「高等職業訓練促進給付金等事業」の支給期間延長（最大2年→3年）及

び対象資格の拡大，通信制の活用による利用要件の緩和 

・「自立支援教育訓練給付金」の支給割合拡大（受講費の2割→6割）及び

支給額上限の引上げ（上限10万円→20万円） 

・「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」の対象にひと

り親家庭の子どもを追加 

・「ひとり親家庭等日常生活支援事業」の利用範囲の拡大（未就学児の定

期利用） 

・児童扶養手当の拡充（第2子以降の支給額を増額） 

・「母子父子寡婦福祉資金貸付事業」における修学資金（子どもの学校の

授業料等）の貸付限度額をこれまでの1.5倍に拡充 

生活保護世帯等生

活困窮世帯の子ど

もに対する学習支

援の充実 

・拠点を新たに3箇所（醍醐・東山・下京）開設し，市内14箇所で学習会

を実施 

不妊治療費助成の

拡充 

・初回治療の助成額の上限を拡充（上限15万円→30万円） 

京都版ブックスタ

ート事業 

・8箇月健康診査における「絵本ふれあい事業」に併せ，絵本1冊とリユー

スできる手提げ袋等を合わせた「読み聞かせスタートパック」を贈呈 

次世代はぐくみプ

ロジェクト事業 

・学校等において，中高生対象の体験型の思春期健康教育を実施 

・思春期保健対策のためのネットワークを構築 

・体験型思春期健康教育「大学生ボランティア」を養成 

貧困家庭等の子ど

も・青少年の問題

解決に向けた取組 

・18,000件の市民アンケート調査や関係団体・施設等ヒアリングによる徹

底した実態把握を実施 

・「京都市貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画」を策定 

京都はぐくみ憲章

の実践促進 

・子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会での審議を踏まえた取組の推

進 

・28年度行動指針の策定・実践，実践推進者表彰式の開催 

市内 116 団体が参

画する人づくり 21

世紀委員会と連携

した子どもの健全

育成 

・人づくりフォーラム（総参加者数400名），連続講座・研修会の開催（総

参加者数370名） 

・京都はぐくみ憲章の普及促進（人づくりフォーラムでの憲章制定10周年

を記念したパネル展示） 

・小中学生と大人との語り合い事業等を各行政区（計20箇所）で実施 
  



３　子ども若者はぐくみ局所管の決算額
（１）一般会計
ア　歳入

イ　歳出

共 同 参 画 社 会 費
文化市民施設整備費

保 健 福 祉 総 務 費

児 童 福 祉 費

生 活 保 護 費

障 害 者 福 祉 費

保 健 費
保健福祉施設整備費

教 育 総 務 費

社 会 教 育 費

（２）母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

計 94,528,746 91,825,803 - 2,702,943

448,96812,875,19413,324,162

1,219,989

Ａ-Ｂ-Ｃ

2,014

△ 282,846

Ａ

956,485 301,499

- 1,176

△ 1,326-

分 担 金 及 び 負 担 金

19,563

府 支 出 金

国 庫 支 出 金 36,997,865

使 用 料 及 び 手 数 料 1,257,984

財 産 収 入

5,945,9575,663,111

35,777,876

文 化 市 民 費 414,649 413,125

款項

56,634,358

諸 収 入

支出済額

-

- 32

予算現額

3,190

484

20,889

820,634 △ 393,064

（単位：千円）

予算現額 収入済額 差引翌年度繰越額
款

Ｂ Ｃ

繰 入 金 235,793 235,309 -

-427,570

寄 附 金

-

翌年度繰越額

1,492

1,294,880

不用額

1,524

計 57,929,238

-

50,758 50,726

362,399363,891

差引予算現額 決算額 翌年度繰越額

△ 641,973

歳　　出 531,000 342,082 - 188,918

歳　　入 531,000 1,172,973 -

-

-

-

-

保 健 福 祉 費 91,325,194 88,735,009 - 2,590,185

8,981,401 8,375,164 - 606,237

79,497,524 77,823,625 - 1,673,899

12,655 12,019 - 636

296,515 256,876 - 39,639

2,308,295 2,090,052 - 218,243

228,804 177,273 - 51,531

教 育 費 2,788,903 2,677,669 - 111,234

2,760,769 2,649,909 - 110,860

28,134 27,760 - 374



４　子ども若者はぐくみ局主要施策の概要

当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

一般会計合計 94,528,746 91,825,803 2,702,943

(728,493)

特別会計合計 531,000 342,082 188,918

(1 幼稚園・保育 45,888,375 46,238,302 44,923,203 1,315,099

 　所) (349,927)

子どものための 施設型給付費，委託費 31,802,069 31,918,569 31,457,452 461,117

教育・保育給付 市営保育所，民間保育所，認定こども園， (116,500)

私立幼稚園（施設型給付移行分）

地域型保育給付費 2,690,114 2,690,114 2,607,728 82,386

小規模保育事業所，事業所内保育事業所，
家庭的保育事業所

教育・保育の充 多様な保育等の提供 871,019 871,719 670,368 201,351

実 時間外保育事業 <政策枠> (700)

一時預かり事業
　一般型　　　　　　　５２か所→５４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　　５か所
　　受入体制の充実 <政策枠>

　病後児保育事業　　　　　　　　　２か所

１歳児保育における保育士配置体制の充実 <政策枠> 99,800 102,413 96,381 6,032

(2,613)

障害児保育 858,775 818,168 807,831 10,337

(△ 40,607)

実費徴収に係る補足給付事業 35,685 35,685 12,480 23,205

保育料徴収対策 43,830 43,424 38,115 5,309

(△ 406)

民間社会福祉施設単費援護 3,916,008 3,966,008 3,843,964 122,044

(50,000)

私立幼稚園助成 2,269,456 2,201,891 2,092,475 109,416

私立幼稚園における預かり保育の充実 (△ 67,565)

私立幼稚園就園奨励・教材費補助の充実
障害のある幼児の教育振興補助
私立幼稚園運営助成など

市営保育所の民間保育所への移管 22,500 22,500 20,907 1,593

　引継ぎ，共同保育の移管準備　　　　２か所

保育士確保対策事業 705,800 757,900 722,637 35,263

保育補助者雇上げのための貸付事業 <政策枠> (52,100)

保育所等保育士資格取得支援事業 <政策枠>

保育所等における業務効率化の推進 <政策枠>

保育所待機児童の解消 2,372,700 2,530,978 2,307,844 223,134

　民間保育所等整備助成 (158,278)

（新設）　２か所 <政策枠>

　「きらきら保育園」
　　定員　９０人
　　場所　下京区西七条東御前田町
　「まめのき保育園」
　　定員　９０人
　　場所　西京区山田中吉見町

93,800,253

531,000

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

当初予算額の下段の括弧書きは，補正予算額，前年度繰越額，流用・移用等の予算の
増減額，不用額の下段の括弧書きは，翌年度繰越額で，いずれも外数です。

　　（子ども若者はぐくみ局－1）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

（老朽改築及び定員増）　１１か所
　「妙林苑」 <新　規>

　　定員　１２０人→１４０人
　　場所　北区大将軍川端町
　「洛陽保育園」 <政策枠>

　　定員　９０人→１２０人
　　場所　北区紫野郷之上町
　「円町まぶね隣保園」 <政策枠>

　　定員　６０人→８０人
　　場所　中京区西ノ京北円町
　「陵ヶ岡保育園」 <政策枠>

　　定員　１８０人→２２５人
　　場所　山科区御陵荒巻町
　　（山科児童館との合築）
　「ひかり保育園」 <政策枠>

　　定員　６０人→８０人
　　場所　南区西九条唐橋町
　「法光院保育園」 <新　規>

　　定員　９０人→１１０人
　　場所　南区東九条宇賀辺町
　「向上社保育園」 <政策枠>

　　定員　９０人→１１０人
　　場所　右京区西院北矢掛町
　　（向上社児童館との合築）
　「まこと幼児園」 <政策枠>

　　定員　９０人→１１０人
　　場所　右京区嵯峨大覚寺門前登リ町
　「つみき保育園」 <政策枠>

　　定員　１５０人→１７０人
　　場所　西京区松室荒堀町
　「醍醐保育園」 <新　規>

　　定員　１２０人→１２５人
　　場所　伏見区醍醐和泉町
　「下鳥羽保育園」 <政策枠>

　　定員　２２０人→２４０人
　　場所　伏見区下鳥羽長田町

（増築）　５か所　
　「上京陵和園」 <政策枠>

　　定員　３０人→４０人
　　場所　上京区二番町
　「朱一保育園」 <政策枠>

　　定員　１８０人→１９０人
　　場所　中京区壬生坊城町
　「塔南保育園」 <政策枠>

　　定員　８０人→１００人
　　場所　南区西九条東御幸田町
　「久世西保育園」 <政策枠>

　　定員　１６０人→２００人
　　場所　南区久世上久世町
　「樫原保育園」 <政策枠>

　　定員　６０人→９０人
　　場所　西京区樫原五反田

（分園）　１か所 <政策枠>

　「陵ヶ岡保育園分園」（債務負担行為設定の
   み）
　　定員　２０人
　　場所　山科区日ノ岡坂脇町

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（子ども若者はぐくみ局－2）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

（継続）　７か所
　「衣笠こども園」
　　老朽改築及び定員増
　　定員　１５０人→１８０人
　　場所　北区衣笠衣笠山町
　「洛南保育園」
　　老朽改築及び定員増
　　定員　６０人→９０人
　　場所　南区東九条北烏丸町
　「吉祥院保育園」
　　老朽改築及び定員増
　　定員　１２０人→１４０人
　　場所　南区吉祥院政所町
　「このしま保育園」
　　老朽改築及び定員増
　　定員　１００人→１３０人
　　場所　右京区太秦森ケ東町
　「蜂ヶ岡保育園」
　　老朽改築及び定員増
　　定員　１５０人→１８０人
　　場所　右京区太秦堀ケ内町
　「梅ノ宮保育園」
　　老朽改築及び定員増
　　定員　２１０人→２４０人
　　場所　右京区梅津フケノ川町
　「川岡保育園」
　　老朽改築及び定員増
　　定員　６０人→９０人
　　場所　西京区川島玉頭町

　小規模保育整備助成
（新設）　６か所
　「とうりん幼稚園小規模保育こみち」 <政策枠>

　　定員　１２人
　　場所　北区紫竹高繩町
　「ゆりかごＷＥＣしおん」 <政策枠>

　　定員　１２人
　　場所　北区小山南上総町
　「洛東幼稚園小規模保育めばえ」 <政策枠>

　　定員　１２人
　　場所　山科区西野広見町
　「アソカ幼稚園小規模保育うめこうじ」<政策枠>

　　定員　１２人
　　場所　下京区朱雀裏畑町
　「葉室幼稚園小規模保育こばと園」 <政策枠>

　　定員　１９人
　　場所　西京区山田葉室町
　「第三あけぼの保育園」 <政策枠>

　　定員　１０人
　　場所　伏見区深草大亀谷岩山町

　保育所等防音壁設置事業
　２か所
　「桂保育園」 <政策枠>

　　場所　西京区桂野里町
　「東桂坂保育園」 <政策枠>

　　場所　西京区御陵峰ケ堂町二丁目

緊急待機児童対策事業 <新　規> - 37,600 36,965 635

　子育て支援事業基金の活用 (37,600)

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（子ども若者はぐくみ局－3）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

(2 子ども若者育 47,242,610 47,434,534 46,261,896 1,172,638

 　成支援) (191,924)

子ども育成支援 児童育成施設運営 3,708,688 3,735,878 3,689,547 46,331

児童館，学童保育所，放課後ほっと広場， (27,190)

地域学童クラブ <政策枠>

　障害のある児童の受入体制の充実

民設児童館整備助成 <政策枠> 41,100 41,958 41,958 -

（移転改築）　１か所 (858)

「山科児童館」
　場所　山科区御陵荒巻町
　（陵ヶ岡保育園との合築）

（老朽改築）　１か所
「向上社児童館」
　場所　右京区西院北矢掛町
　（向上社保育園との合築）

放課後まなび教室 141,624 137,072 137,069 3

全小学校区において，１～６年生の放課後の自 (△ 4,552)

主的な学びの場と安心・安全な居場所の充実

みやこ子ども土曜塾 23,968 24,787 24,785 2

(819)

子どもの体力向上推進 9,876 9,776 9,772 4

こども体育館運営など (△ 100)

子育て支援総合センターこどもみらい館運営 50,634 50,634 49,539 1,095

保育士・幼稚園教諭の資質向上を目指す共同機
構研修・研究
子育てなんでも相談
子育てパワーアップ講座
子育て支援ボランティア養成講座など

京都こども文化会館運営助成 31,744 31,744 29,888 1,856

子どもを共に育む京都市民憲章の推進 6,000 6,000 5,454 546

家庭教育・子育て支援の充実 9,087 9,066 8,858 208

子どもを共に育む「親支援」プログラム・青少 (△ 21)

年のための「親学習」プログラム実践など

子育て支援ネットワーク 140,603 146,398 139,832 6,566

子ども支援センター (5,795)

地域子育て支援ステーション事業

児童虐待対策 19,334 19,334 17,796 1,538

子育て家庭への支援 147,585 143,747 127,103 16,644

育児支援家庭訪問事業 (△ 3,838)

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 248,115 248,115 246,932 1,183

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

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（子ども若者はぐくみ局－4）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

児童手当 21,561,590 21,485,545 21,259,921 225,624

(△ 76,045)

児童扶養手当 6,448,633 6,448,633 6,432,047 16,586

第２子以降の加算の充実

子ども医療費支給事業 1,855,174 1,914,331 1,912,216 2,115

(59,157)

学童う歯対策 315,841 324,491 324,470 21

(8,650)

高校進学・修学支援金支給事業 415,861 415,861 358,917 56,944

生活保護世帯等生活困窮世帯の子どもに対する学 9,427 9,427 9,427 0

習支援の充実

貧困家庭の子ども等に係る実態調査等 <新　規> - 10,000 9,576 424

(10,000)

子ども・子育て支援新制度関連業務 177,386 177,386 154,109 23,277

若 者 支 援 青少年育成計画推進 315,384 315,384 314,237 1,147

青少年活動センター運営
青少年活動推進協議会運営など

若者サポートステーション 6,539 6,539 6,539 -

子ども・若者総合支援事業 41,968 41,968 41,623 345

ひきこもり地域支援センター運営など

成人の日記念式典及びはたちプロジェクト 16,341 16,068 16,063 5

(△ 273)

母子保健対策 妊娠期からの子育て支援 97,016 99,687 86,780 12,907

母子健康手帳交付時に全妊婦を面接，初妊婦家 (2,671)

庭等を訪問
新生児等訪問指導
京都版ブックスタート事業 <政策枠>

　　　　　　　　　　　など

不妊治療費等助成 413,877 413,877 371,451 42,426

助成を一部拡充 <政策枠>

妊婦健康診査 987,675 987,675 949,708 37,967

乳幼児健康診査 98,904 98,904 94,365 4,539

乳児，１歳６か月児，３歳児

小児慢性特定疾病医療費等医療給付 455,677 455,677 403,230 52,447

次世代はぐくみプロジェクト事業 <政策枠> 1,200 1,200 923 277

子ども保健医療相談・事故防止センター運営 35,442 35,442 35,322 120

要援護児・心身 児童養護施設，障害児通所施設等運営 6,419,631 6,550,431 6,169,061 381,370

障害児対策 (130,800)

民間社会福祉施設単費援護 154,805 154,805 145,113 9,692

児童福祉センター運営 397,732 397,732 356,403 41,329

児童療育センター運営 17,018 17,018 17,017 1

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（子ども若者はぐくみ局－5）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

乳児院整備助成 <政策枠> 29,200 29,664 29,664 -

（老朽改築及び小規模グループケア化）　１か所 (464)

「平安徳義会乳児院」
　定員　２０人
　場所　西京区大原野灰方町

児童養護施設入所児童等支援事業 22,210 22,210 19,273 2,937

児童養護施設退所児童等進学支援事業の
対象拡充など

児童養護施設入所児童等市バス，地下鉄等無料化 4,291 4,291 4,291 0

障害児福祉サービス利用支援策「新京都方式」 87,838 87,857 79,857 8,000

サービス利用者の負担軽減策など (19)

自立支援医療 42,517 42,498 20,431 22,067

育成医療 (△ 19)

障害児福祉手当 157,195 157,195 146,756 10,439

障害のある中高生のタイムケア事業 79,637 79,637 79,627 10

在宅心身障害児対策 48,462 48,462 48,461 1

放課後等デイサービス運営補助等事業 15,900 15,900 11,322 4,578

重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営
補助 <政策枠>

喀痰吸引等研修補助 <新　規>

母子・父子及び ひとり親家庭等医療費支給事業 1,071,482 1,083,454 1,082,159 1,295

寡婦福祉 (11,972)

ひとり親家庭支援センター運営 21,274 21,274 19,959 1,315

ひとり親家庭自立支援対策 121,786 110,478 96,774 13,704

高等職業訓練促進給付金等事業の支給期間の延 (△ 11,308)

長及び対象資格の拡大など

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 16,270 18,520 18,520 0

(2,250)

(3 母子父子寡婦 531,000 531,000 342,082 188,918

   福祉資金貸付 貸付金など
   事業特別会計) 修学資金の貸付限度額の拡充など

一般会計からの繰入金 16,270 18,520 18,520 0

(2,250)

(4 災害対策その 669,268 855,910 640,704 215,206

 　他) (186,642)

災 害 対 策 社会福祉施設等の耐震化の促進 464,077 464,077 357,083 106,994

市有建築物の耐震改修 <政策枠>

民間保育所等耐震改修助成 <政策枠>

施設運営その他 社会福祉法人等の指導監督 1,673 1,673 1,104 569

基金積立金 3,296 68 68 -

(△ 3,228)

桃陽病院運営 140,274 140,274 93,203 47,071

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（子ども若者はぐくみ局－6）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

社会福祉施設における防犯対策強化事業 <新　規> - 207,800 157,709 50,091

(207,800)

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（子ども若者はぐくみ局－7）


