
保健福祉局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

  保健福祉行政を取り巻く環境は，本格的な少子高齢化と人口減少の進行，国における

社会保障制度改革など，依然，大きな変革の中にある。 

  こうした状況の中，保健福祉局においては，「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計

画（第２ステージ）に掲げる取組の着実な推進はもとより，保健・医療・福祉が連携し

て地域ぐるみ・市民ぐるみで健康長寿を推進するための施策や，市民と観光客の安心・

安全や生活環境との調和を確保するための違法「民泊」への対策など，市民の皆様の「い

のち」と「くらし」を守る施策を継続して実施していく必要がある。  

  これらを踏まえ，全事務事業の点検・見直しを行いつつ，以下の２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

った。 

① すべての市民の皆様の，かけがえのない「いのち」と，障害の有無や年齢などに

かかわらない，安心・安全でいきいきとした「くらし」を守る 

② 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 

 

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞ 

  認知症疾患医療センター運営事業                 2,600 千円 

  介護基盤等整備助成  全体事業費 1,005,014 千円（うち政策分   762,500 千円）   

  後期高齢者歯科健康診査「７５歳お口の健診事業」（仮称）      6,500 千円 

  ２０２０年東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ振興     6,100 千円 

  「障害者芸術」の活性化を契機とした新たな文化芸術の魅力発信   10,000 千円 

  府市協調による難病相談支援センターの共同設置          10,200 千円 

  「民泊」対策事業   全体事業費   131,330 千円（うち政策分   108,000 千円）   

 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

  みんなの健康づくり表彰制度（仮称）の創設             150 千円 

  地域支え合い活動創出事業（地域支え合い活動創出コーディネーターの拡充） 

                 全体事業費（介護保険事業特別会計）  

                            82,068 千円（うち充実分      5,400 千円）   

  あんしん生活緊急サポート事業の充実 

                 全体事業費     6,188 千円（うち充実分      1,300 千円）   

  視覚障害者の入院中の意思疎通支援事業               800 千円 

  依存症対策事業の充実 全体事業費     3,158 千円（うち充実分      1,000 千円）   

  樹木型納骨施設使用者募集等                   17,000 千円 

  「京（みやこ）・地域福祉推進指針」の改定             3,300 千円 
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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

1 健康長寿推進 51,938,465 52,230,888

健 康 増 進 対 策 健康長寿のまち・京都推進プロジェクト 32,580 48,750

みんなの健康づくり表彰制度（仮称）の創設 <新　規>

がん対策 531,909 527,005

生活習慣病予防対策 8,020 10,226

食育推進事業 13,685 16,107

健康増進センター運営 57,728 57,728

生きがい・社会参加 老人福祉センター等運営 277,970 292,041

老人福祉センター　１７か所

老人保養センター

すこやかクラブ京都（老人クラブ）助成 76,315 78,541

シルバー人材センター運営助成 51,423 52,348

全国健康福祉祭派遣 14,221 14,926

富山大会

高齢者市バス，地下鉄等乗車証交付 5,496,289 5,270,245

在 宅 福 祉 施 策 ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付 9,605 8,884

緊急通報システム設置，維持 102,695 112,801

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　５７８台

長寿すこやかセンター運営 162,720 162,825

成年後見制度の推進 20,057 20,071

高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 10,812 13,668

305,284,000 335,025,000

＜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

206,307,000208,648,000

（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

～地域で気づき・つなぎ・支える～ 認知症総合支援事業 6,276 5,256

認知症疾患医療センター運営事業 <政　策> 2,600 -

介 護 基 盤 等 整 備 特別養護老人ホーム整備助成 778,988 980,190

 広域型

（新設）　１か所分（８０人分，短期入所１０人分併設）

　　　　　　　　　　 <政　策>

（継続）　１か所

「すないの家 御陵（仮称）」

　定員　８０人

　場所　西京区御陵塚ノ越町

 地域密着型

（新設）　３か所分（８７人分，短期入所３０人分併設）

<政　策>

（継続）　１か所

「鷹匠の家ほっこり（仮称）」

　定員　２２人

　（小規模多機能型居宅介護拠点併設）

　場所　伏見区鷹匠町，紺屋町

小規模多機能型居宅介護拠点整備助成 101,326 229,680

（新設）　２か所分 <政　策>

（継続）　１か所

「鷹匠の家ほっこり（仮称）」

　（地域密着型特別養護老人ホーム２２人併設）

　場所　伏見区鷹匠町，紺屋町

認知症高齢者グループホーム整備助成 86,400 375,830

（新設）　２か所分 <政　策>

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所整備助成 10,300 -

（新設）　１か所 <政　策>

「あんしんサポート七瀬川（仮称）」

　場所　伏見区深草小久保町

特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護のための 28,000 -

改修支援 <政　策>

１か所

「洛翠園」

　場所　左京区岩倉村松町

（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

介護保険関連施策 介護保険事業特別会計繰出金 20,482,000 20,610,000

認知症高齢者等措置 13,740 15,370

入 所 施 設 養護老人ホーム措置費 1,975,278 1,953,299

ケアハウス事務費補助 392,175 390,551

１３か所

民間社会福祉施設単費援護 124,030 74,765

後 期 高 齢 者 医 療 後期高齢者医療特別会計繰出金 3,957,000 3,712,000

そ の 他

後期高齢者医療広域連合負担金 15,121,856 14,948,379

後期高齢者歯科健康診査「７５歳お口の健診事業」 6,500 -

（仮称） <政　策>

老人医療費支給事業 852,193 1,062,342

2 介 護 保 険 事 業

特別会計 138,847,000 136,290,000

保険給付費　　 　　 　 　 　　　　　　　127,375,157

地域支援事業費　　　　　　　 　 　　      7,093,338

介護予防・日常生活支援総合事業

包括的支援事業・任意事業

　在宅医療・介護連携推進事業～在宅医療・介護連携

　支援センターの地域展開～（在宅医療・介護連携

　支援センターの拡充） <政　策>

　～地域で気づき・つなぎ・支える～ 認知症総合支援

　事業（認知症初期集中支援チームの拡充） <政　策>

　地域支え合い活動創出事業（地域支え合い活動創出

　コーディネーターの拡充）

介護給付費準備基金積立金　　　   　 　    1,116,425

事務費など　　　　　　 　　　　　　　　   3,262,080

３０年度から３２年度までの第１号被保険者の保険料

（基準額）７９，２００円／年（６，６００円／月）

一般会計からの繰入金 20,482,000 20,610,000

（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

3 後 期 高 齢 者 医 療

特別会計 19,285,000 18,543,000

後期高齢者医療広域連合納付金             18,858,547

事務費など                                  426,453

３０年度及び３１年度の１人当たり保険料

　　　　　　　　  　　 　　　 ７５，９２０円

　被保険者均等割  　　 　　　 ４７，８９０円

　所得割　２９年中基準総所得金額×９．３９／１００

最高限度額　　　　　　　　６２０，０００円

（最終的な保険料率は京都府後期高齢者医療広域連合

　の条例で規定）

一般会計からの繰入金 3,957,000 3,712,000

4 障害者福祉 55,530,033 49,309,057

障害者自立支援給付 介護給付費・訓練等給付費 32,482,941 28,282,489

補装具交付・修理・貸与 354,288 332,750

障害児・者に対する補装具の交付・修理・貸与

自立支援医療 8,901,586 8,930,460

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」 216,097 203,220

サービス利用者の負担軽減策など

民間社会福祉施設単費援護 348,648 348,180

障害者総合支援法施行事務費 511,189 531,995

障害支援区分認定事務費，サービス支給決定事務費など

障害者生活介護事業所等整備助成 <政　策> 85,600 -

生活介護事業所

（新設）　１か所

　「ＨＯＬＹＬＡＮＤ（仮称）」

　　定員　２０人（短期入所２人併設）

　　場所　左京区山端滝ケ鼻町

（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

共同生活援助事業所

（新設）　１か所

　「エリヤ館（仮称）」

　　定員　１０人

　　場所　右京区梅ケ畑古田町

地域リハビリテーション推進センター運営 161,826 163,876

京都ライトハウス運営 129,984 129,984

地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進 21,400 -

センター及び児童福祉センターの一体化整備事業

<政　策>

障害者地域生活支援 移動支援事業 1,371,681 1,386,597

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 67,876 73,394

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 66,466 50,650

障害者地域生活支援センター運営 409,523 410,915

１５か所

２４時間相談体制の構築 16,618 5,818

障害者２４時間相談体制等構築事業 <政　策>

日常生活用具給付 395,607 399,670

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 38,141 30,461

身体障害者社会参加促進事業 99,197 100,026

在宅心身障害児・者療育支援事業 32,395 35,665

発達障害者支援センター運営 72,957 73,245

あんしん生活緊急サポート事業 6,188 8,272

入院時派遣事業の充実

視覚障害者の入院中の意思疎通支援事業 <新　規> 800 -

（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

精神障害者保健福祉 こころの健康増進センター運営 33,534 33,007

施策 依存症対策事業の充実

こころのふれあい交流サロン運営 48,359 48,708

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 13,712 13,510

こころのサポート地域活動助成事業 17,772 24,035

在 宅 福 祉 施 策 重度心身障害者医療費支給事業 2,354,274 2,389,560

重度障害老人健康管理費支給事業 1,429,156 1,419,681

精神医療対策 59,707 58,733

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 94,577 82,965

いきいきハウジングリフォーム 29,047 24,929

重度障害者タクシー料金助成 183,619 192,900

特別障害者手当 804,344 816,628

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 16,851 16,851

心身障害者扶養共済事業 593,650 588,599

身体障害者等市バス，地下鉄等無料化 1,349,957 1,418,082

社 会 参 加 促 進 障害者スポーツセンター運営 195,450 195,450

障害者教養文化・体育会館運営 22,704 21,004

障害者スポーツ振興 50,612 37,657

２０２０年東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ

振興　 <政　策>

「障害者芸術」の活性化を契機とした新たな文化芸術の 10,000 -

魅力発信（京都・パリ友情盟約締結６０周年記念事業）

<政　策>

障害者就労支援推進事業 59,508 58,118

（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

難 病 対 策 特定医療費 2,086,441 54,295

府市協調による難病相談支援センターの共同設置

<政　策>

5 生活保護 74,674,099 77,210,761

生 活 保 護 生活保護扶助費 73,104,000 75,652,000

生活保護等自立支援事業 280,861 290,625

中央保護所等運営 114,539 114,440

ホームレス自立支援事業 241,678 241,480

中国残留邦人支援事業 341,762 344,725

保護施設整備助成 <政　策> 125,200 -

6 保健衛生対策 8,839,273 8,354,815

医 療 対 策 急病診療所運営 438,127 438,240

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 68,184 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 57,406 58,606

看護師確保対策事業 21,430 17,695

医務，薬務許可，監視指導 23,195 18,753

市立病院機構運営費交付金 　 1,884,000 2,246,000

（内訳）

市立病院分 1,683,000 2,044,000

感染症医療負担金 155,205 183,976

救急医療負担金 202,881 243,116

保健衛生行政負担金 36,792 35,959

高度・特殊医療負担金 184,104 224,774

企業債元利償還金負担金 1,081,368 1,333,525

運営費交付金 22,650 22,650

（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

京北病院分 201,000 202,000

へき地医療負担金 5,658 5,203

救急医療負担金 32,911 41,168

特殊医療負担金 19,767 13,046

企業債元利償還金負担金 37,244 38,629

不採算地区病院負担金 99,359 97,893

医師確保対策負担金 561 561

運営費交付金 5,500 5,500

感 染 症 予 防 対 策 予防接種 3,639,409 3,593,031

感染症その他疾病予防対策 100,724 84,531

エイズ対策 34,379 37,391

結核対策 124,617 152,234

生 活 衛 生 対 策 環境衛生関係営業施設対策 154,360 48,555

「民泊」対策事業 <政　策>

食品営業許可，監視指導 78,878 77,371

衛生環境研究所運営 117,890 118,185

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整 995,242 192,000

備事業

府市共同実施

京都動物愛護センター運営等 55,925 45,552

中央斎場運営 263,467 250,521

中央斎場火葬炉改修 572,793 563,945

墓地，墓園運営 84,919 62,373

樹木型納骨施設使用者募集等 <新　規>

深草墓園における礼拝施設整備事業 <政　策> 7,100 -

　

7 市立病院機構病院

事業債特別会計 2,572,000 3,042,000

貸付金         　  　　 　　　　　 　　　　 534,000

（保健福祉局－8)
-83--83--83--83-



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

公債費                    　  　　　      2,038,000

8 地域福祉その他 17,666,130 19,201,479

地 域 福 祉 社会福祉協議会助成 391,181 393,949

福祉ボランティアセンター運営 235,192 235,167

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 163,768 159,665

専門員　３１人

地域支援・生活支援の強化・推進 69,154 68,500

「京（みやこ）・地域福祉推進指針」の改定 <新　規> 3,300 -

不良な生活環境を解消するための支援及び措置 5,200 5,800

災 害 対 策 地域における見守り活動促進事業 6,607 6,622

社会福祉施設等の耐震化の促進 49,600 2,200

国 民 年 金 事 務 国民年金事務 94,679 119,966

そ の 他

夏季歳末特別生活資金貸付 72,061 82,606

みやこユニバーサルデザインの推進 6,337 6,503

社会福祉法人等の指導監督 11,708 11,647

国 民 健 康 保 険 国民健康保険事業特別会計繰出金 15,731,518 17,176,846

基盤安定分

　９，８３２百万円→９，２２７百万円

財政支援分等

　７，３４５百万円→６，５０５百万円

（うち，システム改修経費　３６８百万円→２６８百万

　円）

9 国民健康保険事業

特別会計 144,580,000 177,150,000

保険給付費　　             　     　    103,476,999

国民健康保険事業費納付金

　医療分　　　　　　　　　　　　　 　 　 25,605,000

（保健福祉局－9)
-84--84--84--84-



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

　後期高齢者支援金分 　　　               8,731,000

　介護納付金分   　　　　　　　　　　 　　3,046,000

　退職者分　　　　　　　　　 　　　　　 　　153,000

事務費など 　                   　        3,568,001

一般被保険者１人当たり医療分保険料

　５８，８６４円→５４，９８８円

　被保険者均等割  　　 　　２４，３６０円

　世帯別平等割　　　　　　 １６，４９０円

　所得割　２９年中基準総所得金額×７．５６／１００

  最高限度額　５４０，０００円 → ５８０，０００円

一般被保険者１人当たり後期高齢者支援金分保険料

　１８，５９２円→１９，９６６円

　被保険者均等割  　　 　　　８，８７０円

　世帯別平等割　　　　　　　 ６，０００円

　所得割　２９年中基準総所得金額×２．８３／１００

  最高限度額　１９０，０００円

一般被保険者１人当たり介護納付金分保険料

　２１，０３３円→２１，４１２円

　被保険者均等割　　　　　　 ９，４１０円

　世帯別平等割　　　　　　　 ４，７５０円

　所得割　２９年中基準総所得金額×２．５３／１００

最高限度額　１６０，０００円

一般会計からの繰入金 15,731,518 17,176,846

（保健福祉局－10)
-85--85--85--85-


