
 

 

子ども若者はぐくみ局決算の概要 

 

１ 決算総括 

  平成30年度は，本市に息づく「地域ぐるみの子ども・若者支援」を一層推進する

ため，以下の取組を推進してきた。 

  ・ 妊娠・出産，乳幼児から若者までの「切れ目ない支援」を実現するため，「子

ども・若者に係る総合的な計画（仮称）」の策定に向け，新たに「京都市はぐく

み推進審議会」を立ち上げ，調査・審議するとともに，支援施策等の方向性を

検討する基礎資料とするため，市民ニーズ調査・意識調査を実施した。  

  ・ 保育所等の新設や私立幼稚園の預かり保育の充実等により，平成31年度当初

で，保育所等において国定義で6年連続，学童クラブ事業においても8年連続

で待機児童ゼロを達成した。 

  ・ 日常生活を営むために医療を要する状態にある「医療的ケア児」の保育所等

での積極的な受入れや，病気中・病気回復期にある，自宅での保育や集団保育

が困難な児童を一時的に保育する病児・病後児保育受入体制の充実等を図った。 

・ 児童養護施設等に，退所後の自立に向けた支援を行う「自立支援コーディネ

ーター」を配置し，施設等退所者への既存施策への「つなぎ」の支援を充実さ

せるとともに，入所中から退所後まで切れ目のない支援に取り組んだ。 

子ども若者はぐくみ局では，これら子ども・若者と子育て家庭への支援が少子化

対策にも資するとの考えの下，今後とも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 

 （１）将来の改革を見据えた関係団体等と一体となった取組 

取組名 実 績 

子ども・若者に関

する新計画策定に

係る新たな審議会

の運営及び市民ニ

ーズ調査など 

・「子ども・若者に係る総合的な計画（仮称）」の策定に向け，新たに「京

都市はぐくみ推進審議会」を立ち上げ，調査・審議するとともに，子ども・

若者支援施策等の方向性を検討する基礎資料とするため，市民ニーズ調

査・意識調査を実施 

（市民ニーズ調査・意識調査の内容） 

① 子育て支援に関する市民ニーズ調査 

② 家族や家庭生活のあり方に関する意識調査 

③ ひとり親家庭に関する実態調査   

④ 母子保健に関する意識調査 

⑤ 青少年・若者に関する意識行動と思春期保健に関する調査 

⑥ 放課後の過ごし方に関する調査 
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取組名 実 績 

地域学童クラブに

おける受入れ体制

の充実 

・学童クラブ児童数が増加傾向にあり，今後も同様の傾向が見込まれる御

所南学区に「御所の杜学童クラブ」を新規開設した「社会福祉法人あだち

福祉会」に対し，京都市地域学童クラブ補助を実施 

児童館における学

習支援事業の推進 

・「京都市貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画」を踏まえた，

児童館における大学生ボランティアによる学習支援事業を実施（市内 45

箇所の児童館において実施，31の大学等からボランティアが参加） 

「出張型児童館」

等地域の企業等と

住民との協働した

子育て支援事業 

・イオン各店舗で児童館（全13館）が行っている事業（親子で楽しめる

遊び，工作，パネルシアターなど）を実施する「出張児童館」を実施（8

回実施，延べ約605組の親子が参加） 

・子育て支援拠点を充実させるため，イオン各店舗に，「子育て支援情報

コーナー」として，市内で育った檜の木製パンフレット台を常設し，子育

て支援情報を発信（平成30年11月以降，計3箇所に設置） 

木まなびあそびに

よるはぐくみ文化

創造事業 

・西京区で従来から取り組んでいる親子向けのイベント等において，京都

府産木材を素材とした工作のワークショップ等を実施し，木のぬくもりに

親しむ機会を提供（4回実施，延べ約960人が参加） 

・親子を対象とした，松尾周辺の山道や古墳群で自然や歴史に触れる森歩

き等を実施（2回実施，延べ68人が参加） 

小学校と就学前施

設との連携推進検

討チームの設置 

・子ども若者はぐくみ局と教育委員会合同のプロジェクトチームである

「就学前施設と小学校との連携・情報共有推進に向けた検討チーム」を設

置し，18 回にわたり，議論を積み重ね，さらなる連携・情報共有推進の

方策等について検討 

 

 （２）保育所待機児童等，喫緊の課題への的確な対処 

取組名 実 績 

保育所待機児童の

解消 

・保育所等の新設3箇所，増改築等6箇所及び小規模保育事業等の14箇

所の整備により，375人分の児童受入枠を拡大 

一時預かり事業 ・新たに2箇所で実施（計57箇所）し，受入枠を拡充 

病児・病後児保育

事業 

・7箇所で実施（うち，病児型1箇所，病後児型1箇所，病児・病後児併

設型5箇所） 

・平成30年8月から，併設型の既存施設1箇所で受入枠を3名増 

・平成30年12月から，病児型1箇所で新規受入を開始（定員3名） 

医療的ケア児保育

支援事業 

・7箇所で実施し，11名を受入（うち，民間保育園等では，5箇所，8名） 

保育の担い手確保

対策事業の充実 

・保育人材サポートセンターのコーディネーターを増員（1名→2名） 

・京都市内の民間保育園等の魅力や保育士支援制度を紹介し，就職に結び

つけるため，府外の保育士養成校18校を訪問するPR事業の実施  

・京都市内の民間保育園等で働く魅力を発信するリーフレットを京都市保

育園連盟と連携して作成 
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取組名 実 績 

保育所職員の資質

向上のための研修

の充実 

・多様な保育ニーズに対応するための人材の育成及び資質向上を図ること

を目的に障害児保育研修会，保健衛生研修会，園長研修会等の研修を実施 

・職員のキャリアアップのための短期集中パッケージ型研修を実施 

保育所等における

事故防止対策推進

事業 

・民間保育園等において，重大事故防止のために必要な備品等の購入費を

補助（84施設で実施） 

・市営保育所において，重大事故防止のために必要な備品等を購入 

 

 （３）真に支援を必要とする子ども・若者への切れ目のない支援 

取組名 実 績 

社会的養護自立支

援事業 

・本市所管の8施設に自立支援コーディネーターを配置し，入所中から退

所後を見据えた計画的な支援を実施（継続支援計画の策定件数117件） 

・青少年活動センターを拠点とし相談窓口を設けるとともに，毎月1回，

「食」をテーマとした居場所づくり兼交流事業を実施 

・退所者だけでなく，入所中児童も対象とした社会的に必要な知識を身に

付けるための講習会を実施し，また，生活ハンドブック「船出のためのナ

ビ」（平成29年度発行）を配布 

社会的養護関係施

設機能強化補助事

業 

・児童養護施設等において，自立に向けた準備施設の整備や施設の小規模

化・地域分散化のための改修を実施（補助率3/4，上限7,500千円） 

 ①施設のユニット化のための改修工事（児童養護施設積慶園） 

 ②グループホームの改修，自立に向けた準備施設の整備（つばさ園） 

 ③地域小規模児童養護施設の設置に向けた備品購入経費（京都聖嬰会） 

児童扶養手当の拡

充 

・全額支給に係る所得制限限度額を収入ベースで130万円から160万円（扶

養親族等の数が1人の場合）に引上げ（平成30年8月分から実施） 

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1箇所（伏見区醍醐支所管内）開設し，市内18箇所（全

区役所・支所）で実施 

・5 箇所（中京，山科，西京区洛西支所，伏見（向島を含む 2 箇所））で

の長期休業中の集中学習会の実施 

・5箇所（中京，南，右京，西京，伏見）で週2回実施に拡充（下半期） 

高等職業訓練促進

給付金等事業の対

象拡充 

・平成30年度から，高等職業訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養

成機関を卒業した者が，引き続き，看護師の資格を取得するために養成機

関で修学する場合には，通算3年分の給付金を支給できるよう支援を拡大 

母子父子寡婦福祉

資金貸付の対象拡

充 

・ひとり親家庭等の親や子に各種資金の貸付を行っている当事業につい

て，就学支度資金及び修学資金貸付の対象を大学院生まで拡充 

貧困家庭の子ど

も・青少年対策 

・「貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画」に掲げる計133の

施策を推進 
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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

子ども若者はぐくみ総務費

子ども若者はぐくみ事業費

子ども若者はぐくみ施設整備費

子ども若者はぐくみ施設災害復旧費

（２）母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

※歳入における翌年度繰越額は，未収入特定財源である。

100,387,000 95,470,802 399,100 4,517,098

災 害 対 策 費 96,000 7,256 82,000 6,744

96,000 7,256

歳　　入 810,000 1,110,253 -

差引

△ 300,253

歳　　出 810,000 710,989 -

計

予算現額 決算額 翌年度繰越額

99,011

82,000 6,744

13,779,234

131,983 71,807

1,342,0361,396,298

275,600

-

41,500

26,733

30,380

196,403

翌年度繰越額

3,260,539

寄 附 金

（単位：千円）

予算現額 収入済額 差引翌年度繰越額
款

Ｂ

分 担 金 及 び 負 担 金

30,316

府 支 出 金

国 庫 支 出 金 39,015,683

使 用 料 及 び 手 数 料 1,210,669

財 産 収 入

6,050,2386,081,632

37,192,328

15,096,868

Ａ-Ｂ-Ｃ

4,927

計 62,099,000

28,275

繰 入 金 233,886 207,153 -

-393,849

子ども若者はぐくみ費 100,291,000 95,463,546

款項

58,642,058

諸 収 入 422,124

317,100

18,676

54,262

98,762,719

支出済額予算現額

4,437,416

不用額

4,510,354

-

94,049,703

31,394

Ａ

983,949 226,720

- 2,895

△ 64-

Ｃ

1,317,634

7,822

1,626,952

-

-

196,403
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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 100,387,000 95,470,802 4,517,098

(421,000) (399,100)

特別会計合計 810,000 710,989 99,011

(1 幼稚園・保育 49,969,305 49,948,906 47,373,861 2,552,745

 　所) (△ 20,399) (22,300)

子どものための 施設型給付費，委託費 35,936,913 35,727,709 34,598,161 1,129,548

教育・保育給付 市営保育所，民間保育所，認定こども園， (△ 209,204)

私立幼稚園（施設型給付移行分）
幼児教育無償化に向けた取組の段階的推進

地域型保育給付費 3,838,741 4,050,134 4,046,018 4,116

小規模保育事業所，事業所内保育事業所， (211,393)

家庭的保育事業所

教育・保育の充 多様な保育等の提供 843,191 833,485 684,032 149,453

実 時間外保育事業 (△ 9,706)

一時預かり事業
　一般型　　　　　　　５５か所→５７か所
　幼稚園型（３歳～５歳児）　　　　７か所
　幼稚園型（２歳児）　　　　　　　５か所

<新　規>

病児・病後児保育事業
　病児保育（病後児併設型を含む）事業
　　　　　　　　　　　　　５か所→６か所
　　受入体制の充実 <政　策>

　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 104,976 104,976 96,515 8,461

障害児保育 869,353 893,083 883,331 9,752

(23,730)

医療的ケア児保育支援事業 <政　策> 20,900 20,900 17,688 3,212

実費徴収に係る補足給付事業 15,133 15,133 11,336 3,797

保育料徴収対策 42,381 42,381 38,454 3,927

民間社会福祉施設単費援護 4,315,952 4,315,952 3,826,876 489,076

私立幼稚園助成 470,135 470,135 456,880 13,255

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・教材費補助の充実 1,704,867 1,629,867 1,613,274 16,593

幼児教育無償化に向けた取組の段階的推進 (△ 75,000)

市営保育所の民間移管 44,379 42,190 41,153 1,037

市営保育所民間移管に伴う施設購入費助成　 (△ 2,189)

　　　　　　　　　　　　　　　　　１か所
引継ぎ，共同保育の移管準備　　　　２か所

99,966,000

810,000

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）
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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

保育士確保対策事業 75,400 53,964 44,320 9,644

保育士宿舎借り上げ支援事業 (△ 21,436)

保育の担い手確保対策事業の充実　 <政　策>

保育所職員の資質向上のための研修の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

保育所等における事故防止対策推進事業 <政　策> 24,500 24,500 10,135 14,365

保育所待機児童の解消 1,553,800 1,553,800 839,691 691,809

　民間保育所等整備助成 (22,300)

（新設）　３か所 <政　策>

　「認可保育園　こども芸術大学」
　　定員　６０人
　　場所　左京区北白川瓜生山町
　「幼稚園型認定こども園天授ヶ岡幼稚園」
　　定員　２０人
　　場所　右京区花園天授ケ岡町
　「かつらのもり保育園」
　　定員　６０人
　　場所　西京区桂乾町

（老朽改築及び定員増）　５か所 <政　策>

　「さつき保育園」
　　定員　８０人→９０人
　　場所　北区大北山原谷乾町
　「一乗寺保育園」

　　定員　９０人→１２０人
　　場所　左京区一乗寺御祭田町
　「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
　「安井保育園」
　　定員　９０人→１２０人
　　場所　右京区太秦安井北御所町
　「城之内保育園」
　　定員　９０人→９５人
　　場所　伏見区納所薬師堂

（増築）　４か所 <政　策>

　「だん王保育園」
　　定員　１２０人→１４０人
　　場所　左京区法林寺門前町
　「久世西保育園」
　　定員　２００人→２１０人
　　場所　南区久世上久世町
　「蜂ヶ岡けやき保育園」
　　定員　９０人→１００人
　　場所　右京区嵯峨野芝野町
　「桂東こども園」
　　定員　９０人→１１０人
　　場所　西京区桂北滝川町

　小規模保育整備助成 <政　策>

（新設）　４か所
　「自然幼稚園小規模保育こみのりくらぶ」
　　定員　１２人
　　場所　右京区太秦東蜂岡町
　「塔南学園西院園」
　　定員　１２人
　　場所　右京区西院太田町

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）
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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

　「かつらのさとナースリースクール」
　　定員　１９人
　　場所　西京区桂乾町
　「第二かがやき保育園」
　　定員　６人
　　場所　伏見区深草柴田屋敷町

(2 子ども若者育 49,670,477 49,716,876 47,844,546 1,872,330

 　成支援) (46,399)

子ども育成支援 児童育成施設運営 4,158,164 4,153,292 4,060,200 93,092

児童館，学童保育所，放課後ほっと広場， (△ 4,872)

地域学童クラブ
受入れ体制の充実
児童館における学習支援事業の推進 <新　規>

児童館整備 36,300 37,995 37,774 221

（移転新築）　１か所 (1,695)

「安井児童館」
　場所　右京区太秦安井柳通町

放課後まなび教室 138,173 138,173 131,899 6,274

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 8,223 8,223 7,956 267

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 53,161 53,161 48,918 4,243

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 27,744 -

子どもを共に育む京都市民憲章の推進 28,893 28,893 26,320 2,573

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 11,600 11,600 10,802 798

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 143,599 150,820 142,291 8,529

地域子育て支援ステーション事業 (7,221)

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 20,968 20,968 18,835 2,133

子育て家庭への支援 136,038 136,038 128,903 7,135

育児支援家庭訪問事業
子どものショートステイ事業

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－3）
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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

子育てを支え合える地域社会づくり 281,416 281,660 266,364 15,296

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広 (244)

場）
　３４か所
子どもの居場所づくり支援事業
「出張型児童館」等地域の企業等と住民との協
働した子育て支援事業 <政　策>

木まなびあそびによるはぐくみ文化創造事業
<政　策>

ファミリーサポート事業

児童手当 21,360,658 21,289,813 20,959,849 329,964

(△ 70,845)

児童扶養手当 6,318,041 6,318,041 6,206,063 111,978

所得制限限度額の引上げ

子ども医療費支給事業 1,917,559 1,893,967 1,889,498 4,469

(△ 23,592)

学童う歯対策 311,417 348,263 347,026 1,237

(36,846)

高校進学・修学支援金支給事業 312,361 296,039 283,688 12,351

(△ 16,322)

生活保護世帯等生活困窮世帯の子どもに対する学 14,348 14,348 14,348 -

習支援の充実

京都市はぐくみ推進審議会運営等 41,122 37,605 36,011 1,594

子ども・若者に関する次期計画策定に係る新た (△ 3,517)

な審議会の運営及び市民ニーズ調査など <新　規>

若 者 支 援 青少年育成計画推進 310,934 310,934 310,268 666

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 6,539 6,539 6,539 -

子ども・若者総合支援事業 40,968 40,968 39,653 1,315

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 16,876 17,076 16,892 184

(200)

児童養護施設退所者等支援の充実 28,112 31,112 28,327 2,785

社会的養護自立支援事業 <政　策> (3,000)

児童養護施設等退所者修学費支給事業 <新　規>

母子保健対策 妊娠期からの子育て支援 94,418 91,249 79,483 11,766

母子健康手帳交付時に全妊婦を面接，初妊婦家 (△ 3,169)

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 420,121 379,499 343,093 36,406

(△ 40,622)

妊産婦健康診査 983,479 971,479 950,778 20,701

妊娠中及び出産後の妊産婦に対する健康診査費 (△ 12,000)

用の助成など

乳幼児健康診査 105,817 107,022 102,801 4,221

乳児，１歳６か月児，３歳児 (1,205)

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

決算額(D)
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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

小児慢性特定疾病医療費等医療給付 410,224 466,105 463,549 2,556

(55,881)

次世代はぐくみプロジェクト事業 1,052 1,052 948 104

子ども保健医療相談・事故防止センター運営 35,442 35,442 35,289 153

要援護児・心身 児童養護施設，障害児通所施設等運営 9,089,719 9,089,719 8,120,021 969,698

障害児対策
民間社会福祉施設単費援護 149,805 149,805 98,754 51,051

社会的養護関係施設機能強化補助事業 <新　規> 22,500 22,500 18,885 3,615

児童福祉センター運営 381,543 381,543 362,206 19,337

児童療育センター運営 17,073 17,073 17,072 1

児童養護施設入所児童等支援事業 19,160 19,181 16,265 2,916

(21)

児童養護施設入所児童等市バス，地下鉄等無料化 3,649 3,649 3,648 1

障害児福祉サービス利用支援策「新京都方式」 119,405 119,683 117,645 2,038

サービス利用者の負担軽減策など (278)

自立支援医療 28,499 15,334 13,825 1,509

育成医療 (△ 13,165)

障害児福祉手当 142,924 143,724 143,536 188

(800)

障害のある中高生のタイムケア事業 75,596 75,596 75,595 1

在宅心身障害児対策 49,955 49,955 30,866 19,089

重症心身障害児放課後等デイサービス事業運営補 8,150 7,995 4,882 3,113

助 (△ 155)

母子・父子及び ひとり親家庭等医療費支給事業 1,027,033 1,040,830 1,039,610 1,220

寡婦福祉 (13,797)

ひとり親家庭支援センター運営 19,344 19,344 18,916 428

ひとり親家庭自立支援対策 104,592 104,866 95,475 9,391

高等職業訓練促進給付金等事業の対象拡充 (274)

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 16,013 16,013 12,634 3,379

(3 母子父子寡婦
   福祉資金貸付 貸付金など 810,000 810,000 710,989 99,011

   事業特別会計) 修学資金等貸付について大学院生を対象に拡充

一般会計からの繰入金 16,013 16,013 12,634 3,379

(4 災害対策その 326,218 721,218 252,395 92,023

 　他) (395,000) (376,800)

災 害 対 策 社会福祉施設等の耐震化の促進 157,800 157,800 65,244 42,256

民間社会福祉施設耐震改修助成 (50,300)

公共施設ブロック塀の撤去・フェンス等の再設置 - 54,000 12,477 23

<新　規> (54,000) (41,500)

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）
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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

民間社会福祉施設に対するブロック塀撤去等に係 - 245,000 33,754 8,246

る補助制度の創設 <新　規> (245,000) (203,000)

民間社会福祉施設災害復旧補助 <新　規> - 96,000 7,256 6,744

(96,000) (82,000)

施設運営その他 社会福祉法人等の指導監督 1,877 1,877 1,527 350

基金積立金 3,544 3,544 115 3,429

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 118,028 118,028 104,047 13,981

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）
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