
４　所管局別主要施策の概要　

注　前年度予算額は肉付補正後の予算額である。

千円 千円

一般会計合計

特別会計合計

（雇用対策事業特別会計37,600は125ページを参照）

1 児童福祉 57,353,133 56,842,417

保 育 対 策 市営，民間保育所運営 23,311,842 22,701,019

市営保育所　　　　　　　定員　　２，４５５人

民間保育所　　　　　　　定員　２１，８１０人

夜間保育所　　７園　　　定員　　　　２１０人

定員外入所対策                　

　２，４８７人

市営保育所定員外入所受入体制整備

延長保育実施　　　　　１６９か所→１７９か所

<未来枠>

一時保育実施　　　　　　　３７か所→４２か所

<未来枠>

休日保育実施　　　　　　　　　４か所→５か所

<未来枠>

昼間里親運営　　　　　　　定員　　　　３７０人 366,942 366,975

保育所待機児童の解消 119,000 236,000

　保育所整備助成

（老朽改築）　１か所 <未来枠>

　　「東寺保育園」

　　定員　６０人→９０人

　　場所　南区九条町

　認可保育所の新設 <新　規>

  １か所

　（市営，民間保育所運営費で一括計上）

食育の推進を図るための保育所給食業務相談等事業 5,151 5,146

保育料徴収対策の強化 51,677 51,418

民間社会福祉施設単費援護 5,199,318 5,691,186

＜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

243,388,600

212,336,000216,855,000

254,070,000

（保健福祉局－1)



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

児童健全育成対策 児童育成施設運営 2,695,497 2,586,475

児童館　１１２か所→１１６か所 <未来枠>

学童クラブ事業

　児童館・学童クラブ事業の時間延長 <未来枠>

障害のある児童のサマーステイ事業

　２０か所

地域学童クラブ事業補助 31,769 29,927

１２か所

児童館整備等 953,000 532,550

（新設）　６か所 <未来枠>

・「錦林児童館（仮称）」

　場所　左京区岡崎入江町

　　　　学校敷地の利用

・「修学院第二児童館（仮称）」

　場所　左京区一乗寺里ノ西町

　　　　学校敷地の利用

・「西野児童館（仮称）」

　場所　山科区西野櫃川町

　　　　学校敷地の利用

・「祥豊児童館（仮称）」

　場所　南区吉祥院三ノ宮町

　　　　学校敷地の利用

・「宇多野児童館（仮称）」

　場所　右京区宇多野福王子町

・「向島南児童館（仮称）」

　場所　伏見区向島津田町

　　　　学校敷地の利用

（移転）　１か所 <未来枠>

　「京都市太秦児童館」

　場所　右京区太秦桂ヶ原町

　　　　右京保健所跡地に移転

（実施設計）　６か所 <未来枠>

・「朱雀第三児童館（仮称）」

　場所　中京区壬生松原町

　　　　ＪＲ山陰本線高架下敷地の利用

・「音羽児童館（仮称）」

　場所　山科区音羽森廻リ町

　　　　学校余裕教室の活用

・「西京極西児童館（仮称）」

　場所　右京区西京極藪開町

　　　　小学校プールと合築

（保健福祉局－2)



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

・「川岡東児童館（仮称）」

　場所　西京区下津林東大般若町

　　　　学校敷地の利用

・「伏見板橋児童館（仮称）」

　場所　伏見区下板橋町

　　　　伏見福祉事務所北側別館を改修

・「桃山東児童館（仮称）」

　場所　伏見区桃山町伊庭

　　　　学校敷地の利用

（継続）　６か所

・「北白川児童館」

　場所　左京区北白川上別当町

　　　　学校敷地の利用

・「明徳児童館（仮称）」

　場所　左京区岩倉忠在地町

　　　　学校敷地の利用

・「七条第三児童館」

　場所　下京区西七条西石ヶ坪町

　　　　学校敷地の利用

・「唐橋児童館（仮称）」

　場所　南区唐橋西寺町

　　　　学校敷地の利用

・「梅津北児童館（仮称）」

　場所　右京区梅津開キ町

　　　　学校敷地の利用

・「桂徳児童館」

　場所　西京区桂徳大寺南町

　　　　学校敷地の利用

京都こども文化会館運営助成 49,169 45,613

子どものショートステイ事業 53,553 48,721

京（みやこ）・いきいき子育てサポート事業 28,250 27,554

ファミリーサポート事業

子育てボランティアバンク事業

児童虐待対策 10,336 7,040

アセスメントツールの整備など虐待対応業務マニュアル

の改訂 <新　規>

（保健福祉局－3)
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前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

市民・地域ぐるみで進める子育て支援の風土づくり 177,831 154,888

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

　１４か所→２０か所 <未来枠>

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

　１７０か所→１７５か所

「子どもを共に育む京都市民憲章」の推進

　条例制定に向けた検討 <新　規>

子どもネットワークの構築 154,257 151,178

地域での要保護児童支援体制の強化 <新　規>

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 9,770,944 9,820,851

児童扶養手当 6,421,084 6,491,838

出産お祝いレターのお届け事業 5,377 5,377

子ども医療費支給事業 1,413,534 1,589,953

新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」の見直し 9,000 14,220

次期プランの策定

心 身 障 害 児 対 策 入所施設運営 4,082,128 3,890,858

児童福祉センター運営 189,329 180,903

第２児童福祉センター基本構想策定 <未来枠> 1,000 -

児童療育センター運営 56,070 55,358

障害児保育 414,404 351,216

保育園巡回相談等の充実 <新　規>

重度障害児に対する保育士配置基準の充実 <新　規>

障害のある中高生のタイムケア事業 64,011 63,998

４か所

重症心身障害児・者通園事業 87,522 87,761

発達障害児支援事業 23,500 18,800

（保健福祉局－4)
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前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

元気家族リフレッシュ・サポート事業 11,625 11,625

８グループ

在宅心身障害児対策 88,176 104,106

障害児通園施設等運営補助の充実 <新　規>

母子・父子及び寡婦 母子家庭等医療費助成 1,027,540 1,030,201

福祉

母子福祉センター運営 20,298 14,934

ひとり親家庭生活支援事業の拡充

母子家庭等自立支援対策 56,750 25,328

高等技能訓練促進費の支給期間の延長 <未来枠>

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 48,232 65,208

2 母子寡婦福祉資金

貸付事業特別会計 529,000 541,000

貸付金など 529,000

一般会計からの繰入金 48,232 65,208

3 障害者福祉 31,859,051 29,315,212

障害者自立支援給付 障害者介護給付費 11,086,197 10,116,174

身体・知的・精神の３障害に対応する介護給付

　居宅介護

　短期入所

　生活介護

　施設入所支援

　療養介護

　児童デイサービス

　共同生活介護

　旧法施設支援

　　　　　　など

障害者訓練等給付費 1,391,642 913,735

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

　就労継続支援

　自立訓練

　　　　など

（保健福祉局－5)
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前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

補装具交付・修理 268,847 263,963

障害児・者に対する補装具の交付・修理

自立支援医療 6,141,769 5,816,538

育成医療，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」の継続 257,868 325,685

サービス利用者の負担軽減策 <未来枠>

　重度障害児・者に対する負担軽減

　知的障害施設入所者医療費負担軽減

　　　　　　　　　　　　　　　　など

サービス事業者への支援策

　グループホーム・ケアホーム運営安定化支援

<未来枠>

　就労支援等新体系移行支援

障害者自立支援法円滑施行特別対策 206,317 111,213

障害者自立支援法施行事務費 144,757 124,713

障害程度区分認定事務費，サービス支給決定事務費など

障害者就労訓練設備等整備助成 <新　規> 54,000 -

障害者地域生活支援 移動支援事業 1,052,781 611,612

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 721,968 825,616

創作的活動や生産活動の機会の提供等

身体障害者福祉ホーム運営 8,237 3,227

精神障害者福祉ホーム運営 8,197 8,225

障害者地域生活支援センター運営 388,672 390,164

１５か所

日常生活用具給付 354,190 331,068

障害児・者に対する日常生活用具の給付

地域精神保健福祉対策 12,927 13,204

こころのふれあいネットワーク 3,480 3,480

知的障害者社会活動総合推進事業 4,000 4,000

（保健福祉局－6)



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

身体障害者社会参加促進事業 68,502 69,934

障害者情報バリアフリー化支援事業 2,412 2,412

在宅重度障害児・者療育支援事業 14,771 14,812

発達障害者支援センター運営 58,014 39,641

直接指導プログラムの充実 <未来枠>

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 10,000

障害者職業能力開発等支援事業 3,000 3,000

あんしん生活緊急サポート事業 5,900 -

障害者緊急短期入所事業 <未来枠>

重度障害者入院時コミュニケーション支援等介護人派遣

事業 <新　規>

知的障害者援護施設 知的障害者福祉工場運営 75,463 75,727

２か所

小規模通所授産施設運営助成 110,132 163,770

定員　１５０人→９７人

月額　一般　６５,０００円

醍醐和光寮建替整備助成 <未来枠> 897,700 -

場所　伏見区日野西川頬

２１～２２年度２年計画事業初年度分

身体障害者更生施設 身体障害者リハビリテーションセンター運営 <その他> 295,763 322,539

京都ライトハウス運営 131,844 129,691

精神障害者社会復帰 こころの健康増進センター運営 38,169 37,697

施設

精神障害者通所授産施設運営 101,463 101,463

３か所

社会適応訓練事業     8,552 9,556

こころのふれあい交流サロン運営 38,054 38,054

１１か所

（保健福祉局－7)
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前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

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 3,937 6,183

かかりつけ医・産業医うつ病対応研修 <新　規>

精神障害者小規模通所授産施設運営助成 55,508 73,834

定員　８０人→６０人

月額　６５,０００円

在 宅 福 祉 施 策 重度心身障害児・者医療費助成 1,721,855 1,788,674

重度障害老人健康管理費助成 1,748,113 1,786,182

精神医療対策 51,337 51,340

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 108,256 114,006

いきいきハウジングリフォーム 39,667 54,983

緊急通報システム設置，維持 5,594 6,196

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 218,109 216,862

特別障害者手当 823,860 797,592

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 28,398 27,902

厚生年金との併給の実施 <新　規>

心身障害者扶養共済事業 624,899 650,212

身体障害者等市バス，地下鉄等無料化 1,811,400 1,817,688

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

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 40,567 42,515

京都ほっとはあとセンター運営 17,300 17,300

ハートプラザ京都，ぶらり嵐山

障害者就労支援推進事業 <未来枠> 15,270 -

障害者職業能力開発プロモート事業

障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業

（保健福祉局－8)
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前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

4 高齢者福祉 39,098,098 38,695,621

介 護 基 盤 等 整 備 特別養護老人ホーム建設助成 370,100 310,800

（新設）　６３人 <未来枠>

　「第二洛東園（仮称）」

　定員　６３人（短期入所９人併設）

　場所　東山区上新シ町

（継続）　１２０人　

・「西陣（仮称）」

　定員　８０人

　場所　北区大宮西山ノ前町

・「まほろば」

　定員　５０人→９０人

　場所　西京区大原野上羽町

小規模多機能型居宅介護拠点建設助成 15,000 45,000

（新設）　１か所 <未来枠>

　「小川（仮称）」

　（夜間対応型訪問介護ステーション併設）

　場所　上京区小川通一条上る革堂町

夜間対応型訪問介護ステーション建設助成 35,000 -

（新設）　１か所 <未来枠>

　「小川（仮称）」

　（小規模多機能型居宅介護拠点併設）

　場所　上京区小川通一条上る革堂町

養護老人ホーム建設助成 160,000 160,000

（継続）　１か所

　「水尾寮」（移転）

　定員　７０人→８０人

　場所　右京区嵯峨樒原宮ノ上町

認知症高齢者グループホーム等スプリンクラー設備整備 31,000 -

助成 <新　規>

介護保険関連施策 介護保険事業特別会計繰出金 14,013,244 13,386,000

介護支援専門員支援 2,861 2,836

介護サービス利用者負担軽減対策 9,412 18,226

（保健福祉局－9)
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前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

認知症高齢者等措置 10,994 12,802

介護サービス事業者支援 12,800 117,305

入 所 施 設 養護老人ホーム措置費 1,704,796 1,654,000

８３４人→８４４人

ケアハウス事務費補助 380,192 376,101

１２か所

軽費老人ホーム事務費補助 68,371 66,797

民間社会福祉施設単費援護 162,011 173,540

個室・ユニットケア施設研修等事業 3,664 4,480

在 宅 福 祉 施 策 在宅要支援高齢者生活支援 3,122 3,509

配食サービス事業 <節　減> 140,574 126,587

ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付 55,914 46,946

緊急通報システム設置，維持 206,176 237,030

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　　　　　１１，５７０台→１１，５１６台

新規受付予定台数　　１，２９１台

老人入浴サービス 9,103 9,900

長寿すこやかセンター運営 <節　減> 97,581 100,420

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 1,120 1,120

認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業 2,250 2,250

高齢者虐待シェルター確保事業 1,787 1,787

生きがい・社会参加 老人福祉センター等運営 314,399 318,711

老人福祉センター　１７か所

老人いこいの家　　　５か所

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 185,616 184,478

（保健福祉局－10)



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

久多いきいきセンター運営 4,724 4,924

老人クラブ助成 82,160 82,850

老人クラブハウス助成 8,980 8,980

シルバー人材センター運営助成 63,917 59,963

市民すこやかフェア開催 4,020 4,000

全国健康福祉祭派遣 11,790 14,920

北海道大会

高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 50,966 56,892

高齢者市バス，地下鉄等乗車証交付 4,624,317 4,601,016

老人保健･老人医療 老人保健特別会計繰出金 3,821 1,122,000

老人医療費助成 1,223,195 1,207,044

後期高齢者医療特別会計繰出金 2,612,000 3,160,000

後期高齢者医療広域連合負担金 11,684,536 10,142,827

後期高齢者医療制度事務費 452,000 423,403

5 介 護 保 険 事 業

特別会計 91,947,000 87,858,000

保険給付費　　 　　  　　　　　　　　　   86,383,476

地域支援事業費　　　　　　　 　　　　      2,429,485

介護予防事業

　地域介護予防推進事業

　　北区脳トレ・筋トレいきいき教室の融合実施

<新　規>

包括的支援事業・任意事業

　知恵シルバーセンター（仮称）運営事業 <未来枠>

　一人暮らしお年寄りサポーター養成事業 <新　規>

社会福祉事業基金償還金 　　　　 　　　 　　　　1,188

介護給付費準備基金積立金　　　　　　　 　　　287,148

事務費など　　　　　　 　　　　　　　　    2,845,703

（保健福祉局－11)



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

２１年度から２３年度までの第１号被保険者の保険料

（基準額）５４，１２０円／年（４，５１０円／月）

一般会計からの繰入金 14,013,244 13,386,000

6 老人保健特別会計 51,000 15,045,000

医療給付費，審査支払手数料　　　      　　 　51,000

一般会計からの繰入金 3,821 1,122,000

7 後 期 高 齢 者 医 療

特別会計 15,536,000 16,446,000

後期高齢者医療広域連合納付金             15,166,134

事務費など                                  369,866

２１年度の１人当たり平均保険料（軽減後）

　　　　　　　　  　　 　　　 ８２，２００円

　被保険者均等割  　　 　　　 ４５，１１０円

　所得割　２０年中基準総所得金額×８．２９／１００

高限度額　　　　　　　　５００，０００円

一般会計からの繰入金 2,612,000 3,160,000

8 生活保護 64,909,654 64,288,802

生 活 保 護 生活保護扶助費 63,838,000 63,110,000

要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度助成 6,840 77,976

介護扶助制度事務費 40,325 42,325

福祉事務所運営 185,669 208,248

生活保護就労支援事業

　就労支援員（職安ＯＢ等）の配置　３人→４人

面接相談支援員派遣事業 <新　規>

　面接相談支援員（警察官ＯＢ）の配置　２人

（保健福祉局－12)



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

生活保護世帯援護 6,164 6,722

外国人教育扶助，水洗便所設置助成など

要保護者緊急援護資金貸付 7,000 13,000

ホームレス対策 73,740 71,660

ホームレス法律相談事業

自立生活支援事業

　自立支援センター運営（定員３０人）

　自立生活支援員の配置　２人→３人

ホームレス巡回相談事業 <新　規>

中国残留邦人支援事業 302,377 312,469

9 保健対策 7,354,605 6,367,089

健 康 増 進 対 策 京都市民健康づくりプランの推進 3,424 3,606

健康増進センター運営 <その他> 86,920 87,001

生涯を通じた歯の健康づくり <新　規> 3,000 -

切れ目のない虫歯予防対策など

食育推進事業 10,901 11,366

食育指導員養成事業 <新　規>

がん検診 330,546 302,571

胃がん，大腸がん，乳がん，子宮がん，肺がん検診

がんの予防及び早期発見の推進 48,808 62,696

乳がん検診の個別医療機関実施 <新　規>

生活習慣病予防対策 21,215 22,986

健康ウォーキングの推進 <新　規>

青年期健康診査 4,316 6,391

骨粗しょう症予防健康診査 4,187 6,580

歯周疾患予防健康診査 1,589 1,589

難病患者等居宅生活支援事業 8,639 7,417

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

（保健福祉局－13)



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

難病患者地域支援対策推進 4,658 4,658

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

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 50,536 51,189

子どもの事故防止実践マニュアルお届け事業 2,558 2,558

地域における不妊相談 1,426 908

不妊治療費助成 116,215 109,574

妊婦健康診査 1,239,623 235,613

公費負担回数を１４回に拡充 <未来枠>

母子健康手帳 6,485 6,485

Ｂ型肝炎母子感染防止事業 12,594 12,915

先天性代謝異常等検査 23,388 22,959

新生児等訪問指導 47,245 35,895

生後４か月までの乳児のいる家庭を全戸訪問

乳幼児健康診査 87,165 86,532

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 8,253 8,532

育児支援家庭訪問事業

幼児う歯予防対策 11,482 10,153

乳幼児健康支援デイサービス事業 22,427 23,956

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 10,177 13,057

小児慢性特定疾患治療研究事業等医療給付 518,015 482,755

すくすく育児総合支援事業 10,240 11,237

（保健福祉局－14)



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

医 療 対 策 急病診療所運営 <その他> 69,978 79,155

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 <縮　小> 68,552 114,712

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 66,881 93,936

京都第一赤十字病院建設費利子補給 17,278 17,851

京都府医師会館移転整備助成 <未来枠> 144,000 -

医務，薬務許可，監視指導 <その他> 12,941 12,332

医療安全相談 935 935

京都市病院事業独立行政法人設立準備 <新　規> 20,000 -

病院事業特別会計繰出金 2,428,000 2,562,000

感 染 症 予 防 対 策 予防接種 1,316,460 1,316,669

感染症その他疾病予防対策 60,659 65,346

Ｏ１５７等腸管出血性大腸菌予防対策 6,599 7,567

エイズ対策 34,311 34,327

新型インフルエンザ対策 <未来枠> 8,000 -

結核医療費公費負担 64,992 91,698

結核予防対策 76,178 78,667

10 生活衛生対策 494,815 474,604

生 活 衛 生 対 策 環境衛生関係営業施設対策 <その他> 21,071 22,118

飲用水衛生管理指導 3,811 3,812

家庭用品衛生対策 1,996 1,996

そ族昆虫駆除対策 25,017 25,020

街のお風呂屋さんサポート事業 2,250 2,250

（保健福祉局－15)



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

食品営業許可，監視指導 <その他> 79,249 78,337

食鳥検査 <その他> 28,115 28,115

食の安全・安心対策 1,000 1,000

牛海綿状脳症対策 16,239 18,073

狂犬病等予防対策 <その他> 19,492 19,492

家庭動物相談所運営 <その他> 14,149 14,849

中央斎場運営 <その他> 227,239 201,355

墓地，墓園運営 <その他> 47,202 47,202

11 施設運営 487,547 424,540

施 設 運 営 衛生公害研究所運営 <その他> 128,043 135,028

保健所運営 <その他> 106,785 106,743

児童虐待防止に向けた保健所と医療機関の連携強化

<新　規>

桃陽病院運営 <その他> 105,197 90,224

看護短期大学運営 70,274 72,197

12 地域福祉その他 15,298,097 15,927,715

地 域 福 祉 社会福祉協議会助成 416,287 427,877

福祉ボランティアセンター運営 246,855 248,200

区ボランティアセンター運営 23,463 23,463

地域福祉権利擁護事業 85,398 77,178

自立生活支援専門員　１２人→１４人

地域福祉推進指針事業 <新　規> 5,000 -

東九条福祉対策 11,115 15,465

（保健福祉局－16)



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

国 民 年 金 事 務 国民年金事務 80,694 85,694

福 利 事 業 そ の 他 夏季歳末特別生活資金貸付 151,305 161,337

ホームレス緊急福祉対策 6,774 6,774

教育扶助資金給付 328,177 312,846

みやこユニバーサルデザインの推進 9,819 11,196

ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣

みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰

バリアフリー上映の推進

　　　　　　　　　  など

保健福祉サービスアセスメント事業 1,000 1,000

民間社会福祉施設耐震診断助成 12,000 12,000

国 民 健 康 保 険 国民健康保険事業特別会計繰出金 13,393,500 14,095,000

○ 13,393,500 基盤安定分

　７，２４３百万円→６，０３２百万円

財政支援分 <未来枠>

　６，８５２百万円→７，３６２百万円

13 国民健康保険事業

特別会計 134,180,000

保険給付費              　     　        109,274,014

老人保健拠出金　   　 　     　　　 　　　   934,000

後期高齢者支援金                          15,766,000

前期高齢者納付金                              52,000

介護給付費納付金　 　    　　　　 　 　　　5,921,000

事務費など 　                   　         3,340,986

一般被保険者１人当たり平均医療分保険料（軽減後）

　６０，９４５円→６１，０３６円

　被保険者均等割  　　 　　　 ２５，５２０円

　世帯別平等割　　　　　　　　１９，１１０円

　所得割　２０年中基準総所得金額×７．７２／１００

高限度額　　　　　　　　４７０，０００円

135,288,000

（保健福祉局－17)



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

一般被保険者１人当たり平均後期高齢者支援分保険料

（軽減後）

　１６，９１６円→１９，７１６円

　被保険者均等割  　　 　　　 　８，２７０円

　世帯別平等割　　　　　　　　　６，２００円

　所得割　２０年中基準総所得金額×２．７７／１００

高限度額　　　　　　　　１２０，０００円

一般被保険者１人当たり平均介護納付金分保険料

（軽減後）

　２０，１９３円→２０，６２１円

　被保険者均等割　　　　　　　　８，５１０円

　世帯別平等割　　　　　　　　　４，５８０円

　所得割　２０年中基準総所得金額×２．１５／１００

高限度額　　　　　　　　１００，０００円

一般会計からの繰入金 13,393,500 14,095,000

（保健福祉局－18)



千円 千円

744,000 50,000

1 ふるさと雇用再生

特別事業 236,000 -

産 業 観 光 局 所 管 京都伝統産業ふれあい館における製作実演・体験教室の開 20,000 -

催

伝統産業に対する道具類貸与制度の創設 10,000 -

農業サポート人材対策 20,100 -

公有林環境整備対策事業 67,900 -

森林病害虫被害放置木処理対策 54,000 -

北山美林再生対策 46,800 -

市内産木材販路拡大事業 17,200 -

2 緊急雇用創出事業 508,000 50,000

保 健 福 祉 局 所 管 保育所施設改修事業（遊具等のペンキ・ニス塗り） 25,500 -

保育所保育料等の滞納に関する事務補助 2,000 -

障害者情報ＩＴ化検討事業 10,100 -

環 境 局 所 管 回収困難地域における不法投棄対策事業 21,800 -

観光地等における重点的美化活動事業 9,400 -

産 業 観 光 局 所 管 都市部における工場立地環境等調査事業 10,000 -

京都市商店街にぎわい創出事業 5,000 -

伝統産業のＰＲ用記念品及び京都伝統産業ふれあい館展示 38,000 -

品の作成

中小企業融資制度における新制度創設に伴う相談体制の強 7,200 -

化

特 別 会 計 ＞

本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

＜ 雇 用 対 策 事 業

（雇用対策事業－1）



千円 千円

本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

ロケ地情報のデータベース化に向けた実地調査 5,000 -

桂川源流域環境保全対策 8,700 -

猿害防止対策事業（西山地区） 2,600 -

農業用水路の浚渫 31,500 -

山林の未搬出木材利用促進事業 37,100 -

山村都市交流の森における散策道等の整備事業 30,300 -

野生クマによる森林被害防止対策事業 7,800 -

都 市 計 画 局 所 管 古都特別保存地区買入地等における伐採木竹活用促進事業 11,500 -

古都特別保存地区買入地等における危険木調査事業 10,500 -

京都市建築行政システム入力等業務 4,000 -

市営住宅における将来のまちづくりのための入居実態把握 81,900 -

建 設 局 所 管 自転車マナー啓発事業 13,000 -

教 育 委 員 会 所 管 学校アシスタント 50,000 -

文 化 市 民 局 所 管 京都市内埋蔵文化財考古資料の電子化作業 20,000 -

世界遺産二条城城郭景観保全事業 8,600 -

戸籍事務電算化に伴う戸籍等の点検 6,500 -

総 務 局 所 管 臨時的任用職員の雇用 50,000 10,000

（雇用対策事業－2）
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