
子ども若者はぐくみ局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

  本格的な少子化が進行する中，幼児教育・保育の無償化などの国の制度改革が進めら

れるなど，子どもや若者を取り巻く環境は大きく変化してきている。 

  こうした状況の中，平成３１年度予算編成においては，全事務事業にわたる点検，見

直しを行いつつ，保育所等待機児童対策や担い手確保，児童虐待対策などの喫緊の課題

への対応と，平成３１年１０月からの幼児教育・保育の無償化への対応に重点をおいて

予算編成を行った。 

  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さらなる融合，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き，

進行する少子化に立ち向かう。 

   

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞ 

  保育士確保対策事業（京都市民間保育園等見学ツアー） 

               全体事業費    87,652 千円（うち政策分     2,000 千円） 

  保育所等待機児童の解消  全体事業費 1,664,000 千円（うち政策分 1,659,000 千円） 

  児童虐待対策の機能強化事業                                      61,900 千円 

子ども医療費支給制度の拡充   

全体事業費   2,213,299 千円(うち政策分 265,400 千円) 

 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

  病児・病後児保育事業    全体事業費   137,143 千円（うち充実分    28,000 千円） 

  医療的ケア児保育支援事業 全体事業費    64,200 千円（うち充実分    44,900 千円） 

  児童館・学童クラブ職員の処遇改善 

                             全体事業費  4,223,447 千円(うち充実分  31,100 千円) 

  こどもみらい館開館２０周年記念事業                 2,400 千円 

  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 

               全体事業費    17,279 千円(うち充実分     3,600 千円) 

  不妊治療費等助成の拡充  全体事業費   360,947 千円(うち充実分     2,300 千円) 

  放課後等デイサービス事業所等への巡回指導             15,000 千円 

  障害児相談支援の利用促進                              2,000 千円 

    ひとり親家庭支援の拡充 

全体事業費  943,444 千円（うち充実分     75,700 千円）

※うち母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計分 全体事業費 776,000 千円（うち充実分 3,500 千円） 
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３　子ども若者はぐくみ局主要施策の概要　

千円 千円

一般会計合計

特別会計合計

1 幼稚園・保育所 54,010,685 49,969,305

子 ど も の た め の 施設型給付費，委託費 37,121,425 35,936,913

教 育 ・ 保 育 給 付 市営保育所，民間保育所，認定こども園，

私立幼稚園（施設型給付移行分）

職員の処遇改善

幼児教育・保育の無償化に伴う給付費の増（平成３１年

１０月から）

地域型保育給付費 4,405,469 3,838,741

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

職員の処遇改善

幼児教育・保育の無償化に伴う給付費の増（平成３１年

１０月から）

教育・保育の充実 子育て支援施設等利用給付（仮称） 2,318,038 -

私立幼稚園，認可外保育施設等

　平成３１年１０月から

多様な保育等の提供 916,993 843,191

時間外保育事業

一時預かり事業

　一般型　　　　　　　　　５７か所→５８か所

　幼稚園型（３歳～５歳児）　　７か所→８か所

　幼稚園型（２歳児）　　　　　　　　１６か所

病児・病後児保育事業

　病児保育（病後児併設型を含む）事業

　　　　　　　　　　　　　　　６か所→８か所

　病後児保育事業　　　　　　　　　　　１か所

１歳児保育における保育士配置体制の充実 109,863 104,976

障害児保育 890,229 869,353

医療的ケア児保育支援事業 64,200 20,900

受入体制の充実

■はぐくみ局所管＞

776,000 810,000

＜子ども若者■■■

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

99,966,000106,265,000

（子ども若者はぐくみ局－1)
-30-



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

実費徴収に係る補足給付事業 113,821 15,133

保育料徴収対策 42,664 42,381

民間社会福祉施設単費援護 4,418,657 4,315,952

私立幼稚園助成 473,585 470,135

私立幼稚園における預かり保育

障害のある幼児の教育振興補助

私立幼稚園等特色ある幼稚園教育事業補助

私立幼稚園運営助成など

私立幼稚園就園奨励・教材費補助 825,717 1,704,867

平成３１年９月まで

市営保育所の民間移管 40,849 44,379

市営保育所民間移管に伴う施設購入費助成　２か所

引継ぎ，共同保育の移管準備　　　　　　　１か所

保育士確保対策事業 87,652 75,400

京都市民間保育園等見学ツアー <政　策>

　　　　　　　　　　　　　など

幼児教育・保育の無償化関連事務費 171,000 -

保育所等待機児童の解消 1,664,000 1,553,800

　民間保育所等整備助成　２６０人分

（新設）　１か所 <政　策>

　「ＹＷＣＡ新設保育園（仮称）」

　　定員　６０人

　　場所　上京区室町通出水上ル近衛町

（老朽改築及び定員増）　

　　　　　２か所分（うち実施箇所確定１か所）

<政　策>

　「二の丸保育園」

　　定員　１８０人→１８５人

　　場所　伏見区向島二ノ丸町

（増築）　２か所分（うち実施箇所確定１か所）

<政　策>

　「きらきら保育園」

　　定員　９０人→１２０人

　　場所　下京区西七条東御前田町

（子ども若者はぐくみ局－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

（分園）　４か所分（うち実施箇所確定１か所）

<政　策>

　「中京みぎわ園分園」

　　定員　１０人

　　場所　中京区壬生神明町

（継続）２か所 <政　策>

　「認定こども園　ももの木学園」

　　定員　９０人→９５人

　　場所　山科区東野八反畑町

　「城之内保育園」

　　定員　９０人→９５人

　　場所　伏見区納所薬師堂

　小規模保育整備助成　３８人分 <政　策>

（新設）　１か所分

（改修）　１か所分

　保育所等防音壁設置事業

　１か所分

　保育所移転整備 <政　策>

　「錦会新設保育園（仮称）」（現崇仁保育所）

　　定員　１１０人

　　場所　下京区若松町

保育所整備及び整備助成 66,757 -

（改築）　１か所分

（実施設計）　１か所

「楽只保育所」

　場所　北区紫野西舟岡町

2 子ども若者育成支援 52,012,401 49,670,477

子 ど も 育 成 支 援 児童育成施設運営 4,223,447 4,158,164

児童館，学童保育所，放課後ほっと広場，

地域学童クラブ

職員の処遇改善

（子ども若者はぐくみ局－3)
-32-



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

児童館整備 62,660 36,300

（移転新築）　１か所

「安井児童館」

　場所　右京区太秦安井柳通町

（実施設計）　１か所

「楽只児童館」

　場所　北区紫野西舟岡町

放課後まなび教室 134,742 138,173

全小学校区において，１～６年生の放課後の自主的な学

びの場と安心・安全な居場所の提供

子どもの体力向上推進 8,596 8,223

こども体育館運営など

子育て支援総合センターこどもみらい館運営 56,976 53,161

開館２０周年記念事業 <新　規>

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

子育て図書館の運営など

京都こども文化会館運営助成 27,744 27,744

子どもを共に育む京都市民憲章の推進 27,017 28,893

京都はぐくみネットワークの運営

みやこ子ども土曜塾

家庭教育・子育て支援の充実 13,967 11,600

子どもを共に育む「親支援」プログラム・青少年のため

の「親学習」プログラム実践など

子育て支援ネットワーク 144,393 143,599

地域子育て支援ステーション事業

子どもはぐくみ室における相談体制の構築

児童虐待対策 82,676 20,968

児童虐待対策の機能強化事業 <政　策>

（子ども若者はぐくみ局－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

子育て家庭への支援 135,659 136,038

育児支援家庭訪問事業

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 277,489 281,416

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

　３５か所

子どもの居場所づくり支援事業

ファミリーサポート事業

児童手当 20,974,509 21,360,658

児童扶養手当 7,648,831 6,318,041

支払回数の見直し

子ども医療費支給事業 2,213,299 1,917,559

３歳以上の通院医療費について月の自己負担額上限の

引下げ（３，０００円→１，５００円） <政　策>

学童う歯対策 351,390 311,417

高校進学・修学支援金支給事業 285,387 312,361

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 17,279 14,348

充実

京都市はぐくみ推進審議会運営等 17,256 41,122

子ども・若者に係る総合的な計画の策定

若 者 支 援 青少年育成計画推進 313,807 310,934

青少年活動センター運営

青少年の市政参加の促進など

若者サポートステーション 6,660 6,539

子ども・若者総合支援事業 41,643 40,968

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 17,169 16,876

児童養護施設退所者等支援 31,715 28,112

（子ども若者はぐくみ局－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

母 子 保 健 対 策 妊娠期からの子育て支援 92,957 94,418

母子健康手帳交付時に全妊婦を面接，初妊婦家庭等を

訪問

新生児等訪問指導

京都版ブックスタート事業

　　　　　　　　　　　など

不妊治療費等助成 360,947 420,121

助成を一部拡充

妊産婦健康診査 934,814 983,479

妊娠中及び出産後の妊産婦に対する健康診査費用の助成

など

乳幼児健康診査 113,844 105,817

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 442,328 410,224

次世代はぐくみプロジェクト事業 1,070 1,052

子ども保健医療相談・事故防止センター運営 35,642 35,442

要援護児・心身障害 児童養護施設，障害児通所施設等運営 9,896,610 9,089,719

児対策 職員の処遇改善

障害児通所施設等における幼児教育・保育の無償化に伴

う給付費の増及び事務費（平成３１年１０月から）

児童養護施設等における社会的養育の充実

　 　

民間社会福祉施設単費援護 146,767 149,805

社会的養護関係施設機能強化補助事業 22,500 22,500

児童福祉センター運営 388,671 381,543

児童療育センター運営 17,089 17,073

児童養護施設入所児童等支援事業 17,934 19,160

児童養護施設入所児童等市バス，地下鉄等無料化 3,500 3,649

障害児福祉サービス利用支援策「新京都方式」 118,347 119,405

サービス利用者の負担軽減策など

（子ども若者はぐくみ局－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

自立支援医療 21,841 28,499

育成医療

障害児福祉手当 143,275 142,924

障害のある中高生のタイムケア事業 75,451 75,596

在宅心身障害児対策 29,518 49,955

重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営補助 8,066 8,150

放課後等デイサービス事業所等への巡回指導 <新　規> 15,000 -

障害児相談支援の利用促進 <新　規> 2,000 -

母子・父子及び寡婦 ひとり親家庭等医療費支給事業 1,034,104 1,027,033

福祉

ひとり親家庭支援センター運営 19,445 19,344

ひとり親家庭自立支援対策 123,044 104,592

母子家庭等自立支援給付金の拡充

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付 44,400 -

金（仮称） <新　規>

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 67,920 16,013

3 母子父子寡婦福祉資

金貸付事業特別会計 776,000 810,000

貸付金など 776,000

就学支度資金について修業施設における貸付限度額の

引上げ

児童扶養手当の制度改正に係る新たな資金の創設

一般会計からの繰入金 67,920 16,013

4 災害対策その他 241,914 326,218

災 害 対 策 社会福祉施設等の耐震化の促進 32,200 157,800

民間社会福祉施設耐震改修助成

社会福祉施設ブロック塀等安全対策 66,000 -

（子ども若者はぐくみ局－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

施 設 運 営 そ の 他 社会福祉法人等の指導監督 1,697 1,877

基金積立金 3,048 3,544

社会福祉奨学基金

子ども若者はぐくみ事業基金

桃陽病院運営 108,324 118,028

（子ども若者はぐくみ局－8)
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