
目標 計画・条例等 実績 備考 所属等

1
健康長寿のまち・京都推
進プロジェクト

市民の健康寿命を平均寿命
に近づけ，活力ある地域社
会を実現

京都市民健康づく
りプラン（第２
次）

・大塚製薬株式会社と健康長寿のまち・
京都の推進に関する連携協定を締結（平
成29年6月）
・「健康長寿のまち・京都　いきいきポ
イント」の実施（平成29年7月）に当た
り，対象年齢の制限を撤廃するととも
に，いきいきポイント手帳のサイズをA5
からA4サイズに変更し，読みやすさを改
善。小・中学校等でも配布したほか，
「健康長寿のまち・京都いきいきアプ
リ」の配信を開始する（平成30年1月）な
ど事業を充実（「健康長寿のまち・京都
いきいきポイント」プレゼント応募件
数：3,647件）
・市民の身近な場所で生活習慣病予防教
室の実施など健康づくりを通じて市民の
主体的な健康づくり活動を支援

2
健康づくりプランの中間
評価・見直し及び分野別
指針の改定

「健康づくりプラン（第２
次）」の中間評価・見直し
及び分野別指針の改定

京都市民健康づく
りプラン（第２
次）

「健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラ
ン」の策定（平成30年3月）

3
京都市口腔保健推進実施
計画（仮称）の策定

京都市口腔保健推進行動指
針「歯ッピー・スマイル京
都」の評価・見直し及び計
画として位置づけて策定

歯ッピー・スマイ
ル京都（京都市口
腔保健推進行動指
針）

京都市口腔保健推進実施計画「歯ッ
ピー・スマイル京都」の策定（平成30年3
月）

4 胃がん検診の充実
内視鏡検査の導入及びＡＢ
Ｃ検診の実施

-
胃内視鏡検査及び胃がんリスク層別化検
診（ABC検診）を開始（平成29年6月）

5
青年期健康診査の受診機
会の拡充

各区・支所で実施している
青年期健康診査を医療機関
へ委託することにより受診
機会を拡充

-

各区・支所で実施していた青年期健康診
査について，協力医療機関（821機関）へ
の委託により受診機関を拡充（平成29年4
月）（受診者数：1,696名）

6
国際アルツハイマー病協
会国際会議における啓発
支援事業

「第32回国際アルツハイ
マー病協会国際会議」の開
催支援

-

「第32回国際アルツハイマー病協会国際
会議」の開催（平成29年4月）に合わせ
て，世界や日本各地の先駆的取組事例，
あるいは認知症を取りまく医療・介護等
といった，一般市民に対する認知症に関
する知識の普及啓発を図るため，『一般
公開 認知症をめぐる最前線』を，公益社
団法人認知症の人と家族の会，京都府と
共催で実施（参加者986人）

7
老人福祉施設スプリンク
ラー設備等整備助成

老人福祉施設（25箇所）に
対して助成

-
小規模多機能型居宅介護拠点等23箇所に
対して助成

健康長寿のまち・
京都推進室

介護ケア推進課

平成２９年度　　保健福祉局運営の総括表

基本方針・重点方針
平成29年度重点取組

取組名

１　「いのち」
　すべての市民の皆様のかけがえ
のない「いのち」を守ります。

健康長寿のまち・
京都推進室

健康長寿企画課



8
障害者福祉施設スプリン
クラー設備等整備助成

障害者共同生活援助及び短
期入所事業所（18箇所）に
対して助成

-

障害者共同生活援助事業所及び短期入所
事業所に対し，消防法に基づき設置する
消防設備の整備助成を実施（スプリンク
ラー11箇所，自動火災報知設備7箇所）

障害保健福祉推進室

9

在宅医療・介護連携の地
域展開～在宅医療・介護
連携支援センター（仮
称）の開設～

「在宅医療・介護連携支援
センター（仮称）」をモデ
ル事業として市内２箇所に
開設

-

「在宅医療・介護連携支援センター」を
市内2箇所（対象エリア：下京区・南区，
右京区）に設置（平成29年12月）し，モ
デル事業を実施

10
～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」を新たに２箇所設置

-

「認知症初期集中支援チーム」につい
て，新たに2箇所（対象エリア：下京区・
南区，西京区（洛西含む））設置（平成
29年7月）し，モデル事業を実施

11
感染症検査における受診
機会の拡充

肝炎ウイルス検査の委託医
療機関数の大幅な増加やＨ
ＩＶ検査の夜間・土曜検査
の実施回数の拡充

-

・肝炎ウイルス検査の委託医療機関を大
幅に拡大（2箇所→354箇所）するなど，
検査体制を充実（平成29年4月から）
（受検件数）
平成28年度：2,874件→
平成29年度：5,914件
・HIV検査は，夜間検査の回数（月2回→
毎週実施）及び土曜検査を土日検査と
し，実施回数を拡充（月2回→4回）する
など，検査体制を充実（平成29年4月か
ら）
（受検件数）
平成28年度：3,457件→
平成29年度：3,787件

医療衛生推進室
健康安全課

12
ペットの防災対策推進事
業

避難所運営者，ペットの飼
い主及び飼い主以外の市民
それぞれに対する啓発等

-

・避難所施設管理者への働きかけ（小学
校，中学校，高等学校及び総合支援学校
校長会）（平成29年4月～5月）
・自主防災会や保健協議会等の地域組織
への働きかけ（平成29年4月～）
・動物愛護センターや区役所において，
ペットの避難対策に係るリーフレットを
配布（平成29年4月～）
・避難所運営訓練等における啓発の実施
（平成29年6月～）
　ペット同行避難訓練や啓発ブースの設
置
・京都市総合防災訓練においてペット同
行避難訓練の実施（平成29年9月2日）
【ペット受入可能な避難所数】
平成28年度：57箇所，平成29年度：69箇
所

13 中央斎場火葬炉改修 引き続き整備工事を実施 - 平成30年11月末改修完了予定

14
深草墓園における樹木葬
事業

深草墓園内における樹木葬
事業にための整備（平成29
年度は整備工事を実施）

- 平成29年11月着工，平成30年7月竣工

１　「いのち」
　すべての市民の皆様のかけがえ
のない「いのち」を守ります。

健康長寿のまち・
京都推進室

健康長寿企画課

医療衛生推進室
医務衛生課



15 市有建築物の耐震改修
市有の障害者福祉施設につ
いて耐震改修のための設計
を実施

京都市社会福祉施
設等耐震化計画

耐震改修工事の実施設計を実施
（平成29年8月契約締結，平成29年12月契
約完了）

障害保健福祉推進室

1
地域支え合いボランティ
ア活動助成事業

地域の高齢者が担い手とな
り，在宅高齢者を支援する
ボランティア活動に対して
助成

-
地域の高齢者が担い手となり，在宅高齢
者を支援するボランティア活動に対して
助成（平成29年4月～）（助成件数）18件

健康長寿のまち・
京都推進室

健康長寿企画課

2
特別養護老人ホーム整備
助成

特別養護老人ホームの整備
助成

特別養護老人ホーム6施設266人分を整備
助成

3
介護老人保健施設整備助
成

介護老人保健施設の整備助
成

整備助成件数0件

4
小規模多機能型居宅介護
拠点整備助成

小規模多機能型居宅介護拠
点の整備助成

小規模多機能型居宅介護拠点8施設に整備
助成

5
認知症高齢者グループ
ホーム整備助成

認知症高齢者グループホー
ムの整備助成

認知症高齢者グループホーム9施設189人
分に整備助成

6 介護職員の処遇改善
キャリアアップの仕組みを
構築した場合，月額平均１
万円相当の処遇改善を実施

介護報酬改定において，キャリアパス要
件の見直しが行われ，介護職員の技能・
経験等に応じた昇給の仕組を構築した事
業者に対して，新たな上乗せ評価行う加
算が創設

7
京都市民長寿すこやかプ
ラン策定

次期プランの策定
「第7期京都市民長寿すこやかプラン」の
策定（平成30年3月）

8
障害者福祉施設職員等の
処遇改善

キャリアアップの仕組みを
構築した場合，月額平均1万
円相当の処遇改善を実施

-

障害福祉サービス等報酬改定において，
キャリアパス要件の見直しが行われ，福
祉職員の技能・経験等に応じた昇給の仕
組を構築した事業者に対して，新たな上
乗せ評価行う加算が創設

9
次期京都市障害者施策推
進計画及び第５期京都市
障害福祉計画策定

次期計画の策定

支えあうまち・京
都ほほえみプラン
及び第４次障害者
福祉計画

「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみ
プラン～京都市障害者施策推進計画・第5
期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画
～」を策定（平成30年3月）

10

京都市手話言語条例の施
行に伴う手話の普及啓
発，聴覚障害者の社会参
加に関する事業の実施・
拡充

京都市広報番組（手話紹
介・学習番組）の制作・放
送，市民向け手話講座の拡
充，中途失聴・難聴者向け
手話講座の実施，手話通訳
者等派遣事業の拡充

京都市手話言語条
例

・インターネット議会中継への手話通訳
の導入（平成29年5月）
・手話を学べる啓発番組の製作及び放映
（平成29年7月～同年9月）
・中途失聴者・難聴者向け手話講座を新
たに実施
・京都市手話言語条例の啓発リーフレッ
トの作成及び配布

11
企業で働く精神障害者定
着支援重点事業

障害者職場定着支援等推進
センター及び障害者職場定
着支援等推進センター南部
分室の体制拡充

-

・障害者職場定着支援等推進センター
　支援員３名（１名増）
・障害者職場定着支援等推進センター南
部分室
（平成２９年４月３日京都テルサ内に新
設）
　支援員を新たに１名配置
　登録者（精神）
　平成28年度595件→平成29年度1,084件
　就職件数（精神）
　平成28年度55件→平成29年度122件

２　「くらし」
　すべての市民の皆様が，年齢や
障害の有無に関わらず，いきいきと
暮らすことができるまちづくりを進め
ます。

第６期京都市民長
寿すこやかプラン

１　「いのち」
　すべての市民の皆様のかけがえ
のない「いのち」を守ります。

障害保健福祉推進室

健康長寿のまち・
京都推進室

介護ケア推進課



12
違法な「民泊」施設の適
正化指導の強化

無許可営業等違法な「民
泊」施設に係る基礎的な調
査を外部委託し適正化に向
けた指導を強化

-

・医療衛生センター内に，18名の「民
泊」対策専門チームを設置（平成29年4
月）
・違法な「民泊」施設の適正化指導の強
化に向けた調査業務の開始（平成29年6
月）
・「民泊」対策専門チームを20名に体制
強化（平成29年10月）
・京都市の「民泊」の適正な運営等に係
る新たなルール（案）に関する市民意見
募集の開始（平成29年12月）
・「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を
確保するための措置に関する条例」及び
「京都市旅館業法の施行及び旅館業の適
正な運営を確保するための措置に関する
条例」の制定（平成30年3月）
・住宅宿泊事業法届出受付窓口の開設
（平成30年3月）
・平成30年3月末までに，旅館業法におけ
る無許可営業施設に対し，延べ5,139回の
現地調査・指導を実施し，498施設の違法
営業を中止

医療衛生推進室
医務衛生課

医療衛生センター

13
地域あんしん支援員によ
る支援体制の充実

地域あんしん支援員の増員
による支援体制の拡充

京・地域福祉推進
指針

地域あんしん支援員を3名増員したことに
より，全区配置が完了し，計12名による
支援を実施（計148世帯）

14
民生委員制度創設１００
周年記念活動促進事業

記念大会の開催や活動の手
引きの作成等の実施

-

・京都市民生児童委員連盟との連携によ
り，民生委員制度創設100周年記念京都市
民生委員・児童委員大会の開催（平成29
年8月），民生委員制度創設100周年記念
誌「京」の刊行（平成29年12月）等の記
念事業を実施
・民生児童委員活動の手引きの作成（平
成30年3月）

15
社会福祉法人等の指導監
査体制の充実

介護・障害施設に対する指
導監査体制を充実・強化

-
社会保険労務士と税理士等の資格を有す
る専門スタッフを，それぞれ１名配置

保健福祉部監査指導課

16
京都市障害者教養文化・
体育会館の空調設備導入

京都市障害者教養文化・体
育会館への空調の設置

-
・平成29年12月11日～平成30年1月31日
休館し，設置工事実施
・平成30年2月28日　設置工事終了

障害保健福祉推進室

17
臨時福祉給付金（経済対
策分）支給事業

支給対象者1人当たり1万5千
円の支給

-
支給人数343,066人
（28年度：13万6千人，29年度20万7千
人）

生活福祉部生活福祉課

２　「くらし」
　すべての市民の皆様が，年齢や
障害の有無に関わらず，いきいきと
暮らすことができるまちづくりを進め
ます。

健康長寿のまち・
京都推進室

健康長寿企画課



1
保健と福祉の融合に向け
た区役所・支所の窓口再
編

各区役所・支所において，
福祉部と保健部等の垣根を
取り払った「保健福祉セン
ター」を設置

-

・福祉部，保健部を，福祉と保健の垣根
を取り払い，保健福祉センターとして新
たに位置付け，市民に分かりやすく，よ
り質の高いサービスを提供できるよう6つ
の窓口（「子どもはぐくみ室，障害保健
福祉課，健康長寿推進課，生活福祉課，
保険年金課，医療衛生コーナー」）に再
編し，全区役所・支所に設置
・地域に根差した取組となるよう，健康
長寿の取組を中心に，他の分野において
も，地域に出向いて講座等を実施するア
ウトリーチ型の事業への転換を推進

保健福祉部
保健福祉総務課

2

地域リハビリテーション
推進センター，こころの
健康増進センター及び児
童福祉センターの一体化
に向けた基本計画の策定

3施設の一体化に向けた基本
計画の策定

-

有識者ヒアリング及び関係団体等への意
見聴取，市民意見募集の結果を踏まえ，3
施設一体化整備に当たっての基本理念，
整備の目的，基本的な考え方，施設の機
能，規模，整備スケジュール等を定める
「京都市地域リハビリテーション推進セ
ンター，京都市こころの健康増進セン
ター及び京都市児童福祉センター一体化
整備基本計画」を策定（平成30年3月）

障害保健福祉推進室

3
衛生環境研究所と京都府
保健環境研究所の共同化
による整備事業

衛生環境研究所と京都府保
健環境研究所の共同化に向
けた建設工事の着手

-

・京都府を契約主体として，工事請負契
約を締結（平成29年10月）
・契約締結後，建物建築工事に着手（平
成31年度竣工予定）

医療衛生推進室
医務衛生課

医療衛生センター

4 各施策の見直し 計画に掲げた取組の推進
はばたけ未来へ！
京プラン　実施計
画第２ステージ

「中央斎場使用料の見直し」をはじめ，
各施策の見直しを実施

各所属

３　「改革と創造」
　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」を推進します。


