
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

健康長寿・笑顔の
まち・京都推進プ
ラン

・「健康長寿のまち・京都いきいきポイ
ント」（平成30年6月～）について，「い
きいきアプリ」を活用し，京都マラソン
などとの事業連携に取り組んだ結果，プ
レゼント応募件数が対前年度比2倍以上の
8,054件に増加
・新たに健康づくり推進者表彰「健康長
寿のまち・京都いきいきアワード」を創
設（平成30年7月）。大賞5組，奨励賞51
組の受賞者を決定し，表彰式を開催（平
成30年11月）したほか，受賞者の活動を
掲載したリーフレットを作成し，健康づ
くりに取り組む好事例として広く市民に
周知
・市民の健康に関するデータを分析し，
地域の健康課題を踏まえたうえで，地域
特性に応じた健康づくりに関する事業を
実施（実施件数1,668回）

2
認知症疾患医療センター
運営事業

「認知症疾患医療センター
（地域型）」を１箇所指
定・設置

第７期京都市民長
寿すこやかプラン

・地域の認知症疾患の保健医療の推進・
向上と認知症医療提供体制の更なる強化
を図るため，「認知症疾患医療センター
（地域型）」を1箇所指定（平成30年9
月）

3
後期高齢者歯科健康診査
「７５歳お口の健診事
業」

後期高齢者歯科健康診査の
実施

京都市口腔保健推
進実施計画「歯ッ
ピー・スマイル京
都」

・オーラルフレイル（口腔機能の虚弱）
の早期発見等を図り，オーラルフレイル
対策や誤嚥性肺炎予防などにつなげるこ
とを目的に，市内在住の７５歳の方を対
象に，歯科健康診査を実施（平成30年9月
～）

生活福祉部
保険年金課

4

在宅医療・介護連携推進
事業～在宅医療・介護連
携支援センターの地域展
開～（在宅医療・介護連
携支援センターの拡充）

「在宅医療・介護連携支援
センター」を市内２箇所か
ら５箇所に増設

・「在宅医療・介護連携支援センター」
を，平成30年6月に新たに2箇所（対象エ
リア：北区・上京区，中京区），平成30
年12月に新たに1箇所（西京区〔洛西含
む〕）設置し，モデル事業を実施

5

～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
中支援チームの拡充）

「認知症初期集中支援チー
ム」を市内３箇所から６箇
所に増設

・「認知症初期集中支援チーム」を，新
たに3箇所（対象エリア：左京区，山科
区，伏見区〔深草・醍醐含む〕）設置
（平成30年8月）し，事業を実施

平成３０年度　　保健福祉局運営の総括表

基本方針・重点方針
平成30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

健康長寿のまち・京都推
進室
健康長寿企画課

第７期京都市民長
寿すこやかプラン



6
障害者24時間相談体制等
構築事業

全市を対象とする障害者休
日・夜間相談受付センター
の設置及び障害者休日・夜
間緊急対応支援事業の創設

・全市を対象として，障害のある方等の
土日祝日等及び早朝・夜間の時間帯にお
ける電話又はFAXでの相談受付を実施する
障害者休日・夜間相談受付センターを設
置（平成30年4月開始）（相談受付件数
304件）
・区役所・支所閉庁の時間帯に生じた緊
急時に，直ちに障害福祉サービス等の報
酬の算定対象となるヘルパー等の利用が
困難な場合でも，障害福祉サービス等と
同等のサービス提供が行える支援員の派
遣費用を支給

7
あんしん生活緊急サポー
ト事業（入院時派遣事業
の充実）

本人の見守りや介護方法等
を看護師等に伝達できるよ
うサービスを充実

入院中の病室において，本人の障害特性
を十分に理解している支援員が，本人と
医療スタッフの間でコミュニケーション
支援や介護方法等の伝達を行う事業を実
施（実施件数93件）

8
視覚障害者の入院中の意
思疎通支援事業

視覚障害者が入院した場合
に意思疎通のサポート（代
筆・代読・音声訳）を行う
ため人員を派遣

平成30年6月から視覚障害者の入院中の意
思疎通支援事業を新たに実施（派遣件数2
件）

9 依存症対策事業の充実
相談窓口の開設及び治療・
回復プログラムの実施

・「薬物依存症・ギャンブル等依存症外
来」を開設（平成30年4月）（参加者延べ
19人）
・「薬物依存症再発予防プログラム」を6
回から16回に拡充（平成30年4月～）（参
加者延べ58人）

こころの健康増進セン
ター

10 難病対策総合推進事業

府市協調により難病相談支
援センターを共同で運営
し，よりきめ細やかな支援
を図る

・平成30年4月に府市協調により京都難病
相談・支援センターを共同設置

障害保健福祉推進室

11
「京（みやこ）・地域福
祉推進指針」の改定

指針の改定
「京（みやこ）・
地域福祉推進指針
2014」

・「京・地域福祉推進指針」の改定（平
成31年3月）

健康長寿のまち・京都推
進室
健康長寿企画課

1
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4施設（204人分）に
整備助成

2
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5施設に整備
助成

3
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1施設（18人
分）に整備助成

4
定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業所整備助
成

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所の整備助成

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所1施設に整備助成

5
特別養護老人ホーム多床
室のプライバシー保護の
ための改修支援

特別養護老人ホーム多床室
の改修支援

特別養護老人ホーム1施設に改修支援

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

第７期京都市民長
寿すこやかプラン

はぐくみ支え合う
まち・京都ほほえ
みプラン

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
介護ケア推進課



6
障害者生活介護事業所等
整備助成

障害者生活介護事業所等の
整備助成

はぐくみ支え合う
まち・京都ほほえ
みプラン

・共同生活援助事業所1施設（10人分）に
整備助成
・生活介護事業所1施設の整備助成につい
て，国の当初予算において国庫補助金が
確保できず，着工時期が遅れたことに伴
い，予算を翌年度に繰越

障害保健福祉推進室

7

地域支え合い活動創出事
業（地域支え合い活動創
出コーディネーターの拡
充）

地域支え合い活動創出コー
ディネーターを伏見区に新
たに１人追加配置

第７期京都市民長
寿すこやかプラン

・伏見区において，区・支所（計3地区）
のコーディネート業務及び地域支え合い
活動調整会議の運営を1名の地域支え合い
活動創出コーディネーターが担っていた
ことから，1名追加配置（平成30年4月）

健康長寿のまち・京都推
進室
健康長寿企画課

8
2020年東京パラリンピッ
クに向けた障害者スポー
ツ振興

体験会や教室の開催，障害
者スポーツの市民向けＰＲ
などの取組を実施

・平成30年8月25日にパラスポーツフェス
ティバルを開催（延べ参加者数323人）
・パラリンピック正式競技をより深く知
るための機会として，教室や体験会を開
催（84回）

9
「障害者芸術」の活性化
を契機とした新たな文化
芸術の魅力発信

障害者アートの作品展や施
設等への専門家の派遣の実
施

・総合支援学校及び障害保健福祉施設に
対して，芸術活動の専門家を派遣し，施
設職員等をコーディネーターとして育成
することで，障害のある方が継続的に芸
術活動に接する機会を創出
・京都・パリ友情盟約締結６０周年記念
展覧会「描き，紡ぎ，絆ぐ」（平成30年9
月28日～10月14日，来場者1,119人）及び
関連事業を実施

10 「民泊」対策事業

住宅宿泊事業法に基づく届
出受付体制の構築及び違
法・不適切な「民泊」に対
する指導の更なる強化等

京都市住宅宿泊事
業の適正な運営を
確保するための措
置に関する条例等

・「民泊」対策専門チームの体制を強化
（41名の専任職員，その他兼任職員も多
数）（平成30年4月）
・「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
る条例の一部を改正する条例」の制定
（平成30年6月）
・観光庁に対して，住宅宿泊事業法施行
以降も，違法「民泊」を掲載している住
宅宿泊仲介業者へ指導を行うよう要請文
を送付（平成30年6月）
・京都市「民泊」対策等連絡協議会を設
置し，京都府警察との連携強化（平成30
年6月）
・違法，不適正な営業を行った旅館業営
業者に対する業務停止命令及び業務改善
命令の発出（平成30年6月）
・「民泊」に係る地域住民支援事業
（「民泊」地域支援アドバイザー制度）
の実施（平成30年8月）
・旅館業法改正後初となる違法「民泊」
（無許可営業施設）に対する緊急停止命
令の発出（平成30年9月）
・平成31年3月末までに違法「民泊」の疑
いにより通報があった2,454施設のうち，
99%に当たる2,430施設が営業中止等に至
るなど厳正に対処

医療衛生推進室
医務衛生課

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。

はぐくみ支え合う
まち・京都ほほえ
みプラン

障害保健福祉推進室



11 保護施設整備助成 保護施設の整備助成
第３期京都市ホー
ムレス自立支援等
実施計画

救護施設整備に関して，地元調整に時間
を要していることにより，予算を翌年度
に繰越

生活福祉部
生活福祉課

12
中央斎場火葬炉改修（人
体炉及び動物炉）

引き続き整備工事を実施

・人体炉整備工事完了（平成30年10月）
・死獣焼却業務の民間委託開始に伴い，
動物炉整備計画を中止（平成31年3月から
委託開始）

13
樹木型納骨施設使用者募
集等

円滑な使用者の募集を実施
・樹木型納骨施設竣工（平成30年7月）
・初回の使用者募集を実施し（平成30年9
月），500体分の使用者が確定

14
深草墓園における集会室
棟整備事業

深草墓園における集会室棟
の整備（30年度は実施設計
を実施）

当初設計条件からの追加設計により，工
期を延長し，令和元年5月に実施設計完
了。令和元年度内に竣工予定

15
社会福祉施設等の耐震化
の促進

耐震改修等の実施
京都市民間社会福
祉施設等耐震化計
画

・京都市よしだ学園（就労継続支援Ｂ型
事業所，公設民営）について，耐震改修
工事を実施
・すてっぷ糸屋（就労継続支援Ｂ型事業
所，民設民営）について，耐震改修工事
助成を実施

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

1

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
整備事業

３施設の一体化に向けた整
備（平成30年度は埋蔵文化
財調査等各種調査を実施）

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，京都市
児童福祉センター
一体化整備基本計
画

・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
童福祉センター一体化整備の建設予定地
において，平成30年6月に埋蔵文化財の試
掘調査，平成30年7月にアスベスト・ダイ
オキシン調査，平成30年10月から土壌ガ
ス及び土壌試料採取調査を実施
・平成31年4月からの設計業務の着手に向
けて，設計業者選定プロポーザルを実施
し，設計業者を決定（平成31年3月）

障害保健福祉推進室

2
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
けた建設工事の実施

・建物建築工事を実施（平成29年10月着
手，令和元年8月竣工）

医療衛生推進室
医務衛生課

3 各施策の見直し 計画に掲げた取組の推進
「社会福祉施設用地公有財産使用料減免
見直し」をはじめ，各施策の見直しを実
施

各所属

はばたけ未来へ！
京プラン　実施計
画第２ステージ

３　「共助」による保健福祉行政の改
革と創造
　「共助」を基軸として保健福祉行政
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。

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。

医療衛生推進室
医務衛生課


