
４　所管局別主要施策の概要　

千円 千円

一般会計合計

特別会計合計

（うち雇用対策事業特別会計292,400）

1 児童福祉 73,445,594 80,771,972

保 育 対 策 市営，民間保育所運営 26,718,207 24,449,967

市営保育所　　　　　　　定員　　２，４５５人

民間保育所　　　　　　　定員　２２，６７０人

夜間保育所　　７園　　　定員　　　　２１０人

定員外入所対策

　３，３９６人

市営保育所定員外入所受入体制整備

京都市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

制定に伴う民間保育所運営費市加配の実施

<新　規>

延長保育実施　　　　　１８５か所→１８８か所

<政策枠>

一時保育実施　　　　　　　４６か所→４８か所

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

280,397,400

269,245,000266,548,000

264,621,800

＜保健福祉局所管＞

<政策枠>

休日保育実施　　　　　　　　　　　　　６か所

昼間里親運営 459,654 394,307

実施箇所増及び取組内容の充実 <政策枠>

　３５か所→３７か所

病児・病後児保育事業 31,485 29,409

病児保育（病後児併設型）実施　１か所→２か所

<政策枠>

病後児保育実施　　　　　　　　５か所→４か所

保育所待機児童の解消

　保育所整備及び整備助成 372,400 701,000

（新設）　１か所 <政策枠>

　「池坊保育園（仮称）」

　定員　６０人

　場所　下京区室町通綾小路上る鶏鉾町

（保健福祉局－1)
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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

（増築）　１か所 <政策枠>

　「西七条保育園」 　

　定員　１５０人→１６０人

　場所　下京区西七条名倉町

（改修）　１か所 <政策枠>

　「このしま保育園」 　

　定員　９０人→１００人

　場所　右京区太秦森ヶ東町

（分園）　２か所 <政策枠>

　・「まごころ保育園分園」

　　定員　６０人→８０人

　　場所　伏見区久我東町

　・「深草保育園分園」 　

　　定員　９０人→１２０人

　　場所　伏見区深草坊町

（耐震改修）　２か所 <政策枠>

　・「椥辻保育園」 　

　　定員　２２０人→２２５人

　　場所　山科区椥辻池尻町

　・「京都市南保育所」 　

　　定員　１２０人

　　場所　南区西九条南田町

（継続）　１か所

　「はなぶさ保育園」 　

　老朽改築及び耐震化

　定員　１８０人→１８５人

　場所　伏見区石田川向町

保育料徴収対策 42,857 51,773

滞納整理嘱託員の増員 <充　実>

民間社会福祉施設単費援護 3,795,797 5,457,429

認可外保育施設研修及び健康診断助成事業 <政策枠> 1,500 -

児童健全育成対策 児童育成施設運営 3,004,038 2,950,566

児童館　１２９か所→１３０か所

学童クラブ事業

障害のある児童のはあとステイ事業（サマーステイ事業

の充実） <政策枠>

（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

地域学童クラブ事業補助 <充　実>

　１０か所

放課後ほっと広場事業 33,410 25,212

７か所→９か所 <政策枠>

児童館整備 54,000 247,500

（新設）　１か所 <政策枠>

「伏見板橋児童館（仮称）」

　場所　伏見区御駕籠町

　　　　旧伏見福祉事務所を改修

京都こども文化会館運営助成 32,635 33,239

子どもを共に育む京都市民憲章の推進 3,000 3,000

子育て支援ネットワーク 128,683 125,700

京都子どもネットワーク連絡会議

子ども支援センター

地域子育て支援ステーション事業

児童虐待対策 31,267 33,856

子育て家庭への支援 111,522 122,520

育児支援家庭訪問事業

第三子以降及び多胎の出産をサポート！産前産後ヘル

パー派遣事業の多胎世帯への拡充

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 190,583 176,534

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

　２６か所→２９か所 <政策枠>

～地域で支える～すくすく子育て応援事業 <政策枠>

ファミリーサポート事業

子どものための手当 23,320,425 30,385,330

児童扶養手当 6,956,280 6,827,988

子ども医療費支給事業 1,635,598 1,447,181

対象年齢の拡充 <政策枠>

訪問看護への制度拡充

要援護児・心身障害 入所施設運営 3,658,601 4,154,664

児対策 　 　

（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

児童福祉センター運営 354,775 192,052

第二児童福祉センター運営 <新　規>

児童発達支援事業所「こぐま園」等の運営委託

<新　規>

児童療育センター運営 54,682 55,806

児童発達支援事業所開設のための施設改修 <政策枠>

障害児保育 464,547 462,018

障害児巡回相談の充実 <充　実>

障害のある中高生のタイムケア事業 <充　実> 78,465 64,468

北総合支援学校区内に分室を設置

発達障害児支援事業 23,500 23,500

在宅心身障害児対策 73,154 80,562

母子・父子及び寡婦 母子家庭等医療費助成 1,170,877 1,085,043

福祉 訪問看護への制度拡充

ひとり親家庭支援センター運営 18,214 16,314

母子福祉センター事業の拡充及びひとり親家庭支援の

充実 <政策枠>

母子家庭等自立支援対策 329,190 260,171

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 19,022 54,072

2 母子寡婦福祉資金

貸付事業特別会計 522,000 530,000

貸付金など 522,000

一般会計からの繰入金 19,022 54,072

3 障害者福祉 40,048,538 37,326,842

障害者自立支援給付 介護給付費，訓練等給付費 20,419,963 17,792,609

補装具交付・修理 354,238 328,800

障害児・者に対する補装具の交付・修理

（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

自立支援医療 7,956,417 7,216,805

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」 220,622 262,986

サービス利用者の負担軽減策など

障害者自立支援法円滑施行特別対策 80,468 93,391

障害者自立支援法施行事務費 209,562 134,791

障害程度区分認定事務費，サービス支給決定事務費など

放課後等デイサービス等設置促進事業 <政策枠> 10,000 -

就労継続支援施設Ａ型事業所整備助成 <政策枠> 33,800 -

（新設）　１か所

「紫野福祉センター（仮称）」

定員　１０人

場所　西京区大枝東長町

生活介護事業所等整備助成 <政策枠> 61,500 -

生活介護事業所

（新設）　１か所

　「えのき会ＤＡＹ（仮称）」

　定員　２０人

　場所　伏見区桃山町

共同生活介護事業所

（新設）　１か所

　「えのき会ＣＨ（仮称）」

　定員　　６人

　場所　伏見区桃山町

身体障害者リハビリテーションセンター運営 278,467 288,855

京都ライトハウス運営 131,844 131,844

次期京都市障害保健福祉推進計画の策定 <新　規> 6,008 -

権限移譲に伴う障害福祉サービス事業所指定等の実施 2,500 -

障害者地域生活支援 移動支援事業 1,127,008 1,355,925

事業 移動が困難な障害児・者に対する外出のための支援

重度視覚障害者の移動支援が介護給付費に移行

地域活動支援センター運営 57,940 525,339

創作的活動・機能訓練・社会適応訓練の機会の提供等

（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

障害者地域生活支援センター運営 393,423 381,141

１５か所

日常生活用具給付 402,675 410,400

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 10,138 10,490

障害者権利擁護推進事業 3,950 3,985

申立等に係る本市負担の対象者の範囲の拡充 <充　実>

障害者虐待防止対策事業 <政策枠> 6,600 -

法人後見実施に係る補助 <政策枠> 1,600 -

身体障害者社会参加促進事業 69,399 66,222

在宅心身障害児・者療育支援事業 21,705 22,106

発達障害者支援センター運営 71,036 64,247

精神障害者保健福祉 こころの健康増進センター運営 39,380 35,445

施策

こころのふれあい交流サロン運営 38,747 38,747

１１か所

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 23,737 23,737

緊急自殺防止対策（ワンストップ相談会など）

こころのサポート地域活動助成事業 <政策枠> 51,900 -

在 宅 福 祉 施 策 重度心身障害児・者医療費助成 2,127,595 2,010,085

訪問看護への制度拡充 <政策枠>

重度障害老人健康管理費助成 1,523,702 1,493,948

訪問看護への制度拡充 <政策枠>

精神医療対策 62,895 71,337

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 99,879 102,495

いきいきハウジングリフォーム 41,422 38,697

（保健福祉局－6)
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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

重度障害者タクシー料金助成 208,189 205,530

特別障害者手当 904,163 887,480

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 25,276 26,763

心身障害者扶養共済事業 679,290 668,240

身体障害者等市バス，地下鉄等無料化 1,670,939 1,752,625

社 会 参 加 促 進 障害者スポーツセンター運営 206,000 206,000

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 36,130 39,880

障害者就労支援推進事業 19,293 23,759

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

障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業

はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業　11,047

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

就労移行支援事業等ネットワーク形成促進事業　31,000

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

ヘルスキーパー普及支援フォローアップ事業　11,671

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

就労支援連携コーディネート事業　4,122

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

4 高齢者福祉 43,715,355 42,718,072

介 護 基 盤 等 整 備 特別養護老人ホーム建設助成 <政策枠> 520,100 1,122,000

（新設）　９０人 　

「そらの木（仮称）」

　定員　９０人（短期入所１８人併設）

　場所　山科区大宅打明町

地域密着型特別養護老人ホーム建設助成 <政策枠> 364,300 683,600

（新設）　５８人

・「豊和園サテライト（仮称）」

　定員　２９人（短期入所１０人併設）

　場所　右京区京北周山町

（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

・「香東園（仮称）」

　定員　２９人

　（介護老人保健施設１２０人・小規模多機能型居宅

　　介護拠点・認知症高齢者グループホーム１８人・

　　短期入所２９人併設）

　場所　山科区西野野色町

介護老人保健施設建設助成 <政策枠> 144,000 46,800

（新設）　２４０人

・「香東園（仮称）」

　定員　１２０人

　（地域密着型特別養護老人ホーム２９人・小規模

　　多機能型居宅介護拠点・認知症高齢者グループ

　　ホーム１８人・短期入所２９人併設）

　場所　山科区西野野色町

・「マリアンヌ（仮称）」

　定員　１２０人

　場所　右京区梅津中倉町

小規模多機能型居宅介護拠点建設助成 <政策枠> 38,400 -

（新設）　２か所

・「香東園（仮称）」

　場所　山科区西野野色町

　（地域密着型特別養護老人ホーム２９人・介護老人

　　保健施設１２０人・認知症高齢者グループホーム

　　１８人・短期入所２９人併設）

・「京都淀の家（仮称）」

　（認知症高齢者グループホーム１８人併設）

　場所　伏見区納所北城堀

認知症高齢者グループホーム建設助成 <政策枠> 51,600 73,200

（新設）　２か所

・「香東園（仮称）」

　定員　１８人

　（地域密着型特別養護老人ホーム２９人・介護老人

　　保健施設１２０人・小規模多機能型居宅介護拠点・

　　短期入所２９人併設）

　場所　山科区西野野色町

・「京都淀の家（仮称）」

　定員　１８人

　（小規模多機能型居宅介護拠点併設）

　場所　伏見区納所北城堀

社会福祉施設スプリンクラー設備等整備助成 <政策枠> 6,000 19,000

認知症高齢者グループホーム　３か所

（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

介護保険関連施策 介護保険事業特別会計繰出金 16,094,000 15,300,000

認知症高齢者等措置 13,764 17,784

地域密着型施設等普及促進事業 <新　規> 1,000 -

地域包括支援センター運営委託事業　59,100

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

介護給付費の医療情報との突合，縦覧点検　2,508

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

入 所 施 設 養護老人ホーム措置費  1,753,788 1,745,668

８６０人→８５９人

ケアハウス事務費補助 380,454 364,254

１２か所→１３か所

軽費老人ホーム事務費補助 70,889 70,023

民間社会福祉施設単費援護 126,909 138,486

在 宅 福 祉 施 策 ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付  25,805 29,973

緊急通報システム設置，維持  181,150 189,930

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　　　　　１０，４２５台→１０，１４０台

新規受付予定台数　　　　９７３台

長寿すこやかセンター運営 93,838 92,487

成年後見制度の推進 <政策枠> 17,200 -

成年後見支援センター（仮称）の設置

市民後見人の養成

法人後見実施に係る補助

認知症地域支援推進員の配置 <政策枠> 10,000 -

認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業 4,172 2,832

認知症サポート医フォローアップ研修の実施 <新　規>

かかりつけ医認知症対応力向上研修の拡充 <充　実>

地域における高齢者の居場所づくり支援事業 <政策枠> 6,600 -

（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

生きがい・社会参加 老人福祉センター等運営 313,012 310,060

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 188,251 184,500

老人クラブ助成 82,328 82,163

シルバー人材センター運営助成 43,996 48,631

全国健康福祉祭派遣 11,585 10,515

宮城大会

高齢外国籍市民福祉給付金支給事業 34,024 40,970

高齢者市バス，地下鉄等乗車証交付 4,867,020 4,746,170

老 人 医 療 等 老人医療費支給事業 1,486,626 1,494,890

訪問看護への制度拡充

後期高齢者医療特別会計繰出金 2,970,000 2,707,000

後期高齢者医療広域連合負担金 13,074,555 12,385,933

5 介 護 保 険 事 業

特別会計 108,513,000 101,231,000

保険給付費　　 　　 　 　 　　　　　　　101,853,397

地域支援事業費　　　　　　　 　 　　      2,700,022

介護予防事業

包括的支援事業・任意事業

　地域包括支援センターの体制強化

　　職員体制の拡充 <政策枠>

　　センター職員の研修プログラム開発 <新　規>

　成年後見制度利用支援事業

　　申立等に係る本市負担の対象者の範囲の拡充

　一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業の充実

財政安定化基金償還金　　　　　　　　　　　　 13,347

介護給付費準備基金積立金　　　   　 　　 　 917,973

事務費など　　　　　　 　　　　　　　　   3,028,261

介護保険給付費チェックシステムの更新 <新　規>

権限移譲に伴う介護サービス事業所指定等の実施

（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

２４年度から２６年度までの第１号被保険者の保険料

（基準額）６５，２８０円／年（５，４４０円／月）

一般会計からの繰入金 16,094,000 15,300,000

6 後 期 高 齢 者 医 療

特別会計 16,294,000 15,411,000

後期高齢者医療広域連合納付金             15,976,585

事務費など                                  317,415

２４年度及び２５年度の１人当たり平均保険料（軽減後）

　　　　　　　　  　　 　　　 ７５，０３３円

　被保険者均等割  　　 　　　 ４６，３９０円

　所得割　２３年中基準総所得金額×９．１２／１００

最高限度額　　　　　　　　５５０，０００円

一般会計からの繰入金 2,970,000 2,707,000

7 生活保護 81,002,649 80,222,724

生 活 保 護 生活保護扶助費 78,888,000 78,162,000

福祉事務所運営 569,302 520,739

生活保護就労意欲喚起等支援事業の充実 <政策枠>

年金検討員派遣事業の充実 <政策枠>

生活保護心理ケア相談支援モデル事業 <政策枠>

生活保護適正化推進事業 <政策枠>

長期入院患者退院促進モデル事業の充実 <充　実>

中央保護所等運営 142,938 145,634

ホームレス自立支援事業 291,793 278,355

自立支援センター運営（定員３０人）

自立生活推進員の配置　６人→８人 <充　実>

中国残留邦人支援事業 395,573 357,293

住宅手当緊急特別措置事業 237,000 291,422

（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

ホームレス緊急雇用創出事業　5,931

　　（雇用対策事業特別会計再掲）

8 保健対策 10,133,953 10,106,226

健 康 増 進 対 策 健康増進センター運営 67,026 67,555

食育推進事業 11,066 12,822

がん対策 703,078 648,385

前立腺がん検診の一部公費負担 <政策枠>

大腸がん検診の個別医療機関実施 <充　実>

休日がんセット検診の拡充 <充　実>

　　　　　　　　　　　など

生活習慣病予防対策 20,098 21,086

京都市民健康づくりプランの推進 6,268 7,568

新たな行動指針の策定 <充　実>

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 46,309 45,984

不妊治療費助成 272,700 299,332

妊婦健康診査 985,259 1,031,294

乳幼児健康診査 89,162 88,752

乳児，１歳６か月児，３歳児

妊娠期からの子育て支援 100,009 96,006

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

育児支援家庭訪問事業

母子保健通訳派遣事業の充実 <充　実>

妊娠・不妊・不育に関する相談体制の充実 <充　実>

   　　　　　　　　　　　　　　　　 など

小児慢性特定疾患治療研究事業等医療給付 466,560 529,655

医 療 対 策 急病診療所運営 409,787 369,265

内科，小児科，耳鼻咽喉科，眼科，歯科　３か所

休日・夜間救急患者受入体制確保 67,672 67,800

夜間，日祝日，年末年始の空床確保

（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

看護師等養成所運営助成 58,206 58,206

看護師確保対策事業 8,706 16,156

資質向上及び定着確保事業の充実 <充　実>

医務，薬務許可，監視指導 22,333 12,286

市立病院機構運営費交付金 　 2,015,000 2,179,000

（内訳）

市立病院分 1,796,000 1,987,000

感染症医療負担金 248,766 255,880

救急医療負担金 403,429 414,644

保健衛生行政負担金 54,692 60,207

看護短期大学生養成負担金 5,971 16,929

高度・特殊医療負担金 415,744 488,007

企業債元利償還金負担金 597,804 658,146

小児医療負担金 36,594 60,187

運営費交付金 33,000 33,000

京北病院分 219,000 192,000

へき地医療負担金 5,114 4,897

救急医療負担金 49,286 39,715

特殊医療負担金 12,130 19,570

企業債元利償還金負担金 26,631 25,963

不採算地区病院負担金 119,675 91,855

医師確保対策負担金 564 -

運営費交付金 5,600 10,000

感 染 症 予 防 対 策 予防接種 4,101,403 3,893,753

成人用肺炎球菌ワクチン接種の一部公費負担 <政策枠>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

感染症その他疾病予防対策 71,082 72,595

エイズ対策 34,886 34,965

結核対策 139,307 139,777

　

（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

9 市立病院機構病院

事業債特別会計 8,018,000 4,866,000

貸付金         　  　　 　　　　　 　　　 6,982,000

公債費                    　  　　　      1,036,000

10 生活衛生対策 539,216 632,358

生 活 衛 生 対 策 環境衛生関係営業施設対策 29,251 24,703

お風呂屋さん再発見事業 <新　規> 2,300 -

食品営業許可，監視指導 80,294 78,893

家庭動物相談所運営 15,297 14,604

動物愛護センター（仮称）整備事業 <政策枠> 37,600 -

実施設計

場所　南区上鳥羽仏現寺町

中央斎場運営 205,776 363,534

中央斎場の将来構想策定 <政策枠> 2,600 -

墓地，墓園運営 48,670 48,751

深草墓園・宝塔寺山墓地再整備事業 <政策枠> 15,000 -

実施設計

場所　伏見区深草石峰寺山町，宝塔寺山町

市営共葬墓地の無縁改葬のための縁故者調査 <政策枠> 1,400 -

11 施設運営 392,367 446,969

施 設 運 営 衛生環境研究所運営 128,903 127,353

保健所運営 113,240 109,540

桃陽病院運営 98,055 98,046

看護短期大学運営 40,169 58,030

12 地域福祉その他 17,270,328 17,019,837

地 域 福 祉 社会福祉協議会助成 378,875 376,806

（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

福祉ボランティアセンター運営 238,681 239,773

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 105,640 99,179

専門員　１８人 ＜充　実＞

地域・多文化交流ネットワーク促進事業 20,000 20,000

国 民 年 金 事 務 国民年金事務 73,450 75,450

福 利 事 業 そ の 他 夏季歳末特別生活資金貸付 131,253 155,037

高校進学・修学支援支給事業 579,586 519,432

みやこユニバーサルデザインの推進 8,976 9,494

みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰

ユニバーサル上映の推進

　　　　　　　　　　など

災害対策の充実 <政策枠> 45,400 -

要援護者避難支援事業

福祉避難所運営支援事業

民間社会福祉施設への耐震アドバイザー派遣事業

市有建築物の耐震改修

社会福祉法人等の指導監督 9,422 1,653

権限移譲に伴う障害福祉及び介護サービス事業所の指導

監査の実施

子ども医療等の業務集約化事業　167,021

（雇用対策事業特別会計再掲）

国 民 健 康 保 険 国民健康保険事業特別会計繰出金 14,780,000 14,800,000

基盤安定分

　７，０５９百万円→７，０８４百万円

財政支援分等

　７，７４１百万円→７，６９６百万円

（システム改修経費含む）

（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

13 国民健康保険事業

特別会計 146,758,000 142,277,000

保険給付費　　             　     　    118,025,540

特定健診の休日実施 <充　実>

老人保健拠出金　   　 　     　　　 　　　    1,000

後期高齢者支援金                         18,034,000

前期高齢者納付金                             23,000

介護給付費納付金　 　    　　　　 　 　　 7,429,000

事務費など 　                   　        3,245,460

一般被保険者１人当たり平均医療分保険料（軽減後）

　６１，６２８円→６１，３９９円

　被保険者均等割  　　 　　２６，２７０円（据置き）

　世帯別平等割　　　　　　 １９，３３０円（据置き）

　所得割　２３年中基準総所得金額×８．９９／１００

                                          (据置き）

  最高限度額　　　　　　 ５１０，０００円

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）

　１９，２０７円→１９，１５５円

　被保険者均等割  　　 　　　８，２１０円（据置き）

　世帯別平等割　　　　　　　 ６，０４０円（据置き）

　所得割　２３年中基準総所得金額×２．９３／１００

                                          (据置き）

  最高限度額　　　　　　 １４０，０００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）

　２１，６４４円→２１，６２０円

　被保険者均等割　　　　　　 ９，２６０円（据置き）

　世帯別平等割　　　　　　　 ４，９７０円（据置き）

　所得割　２３年中基準総所得金額×２．７６／１００

                                          (据置き）

 最高限度額　　　　　　１２０，０００円

一般会計からの繰入金 14,780,000 14,800,000

（保健福祉局－16)


