
　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

特別養護老人ホーム 5箇所　1,777,500千円 継　続
　　 　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

（1）介護予防安心住まい推進事業

　 　住宅改修助成　14市町村   7,111千円

（2）福祉有償運送支援事業

　 　車両購入助成　8団体   6,031千円

（3）運転協力者講習　7回

継　続

　　 　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

26市町村  22団体 継　続
　　 　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

設置箇所　8箇所 継　続
　　 　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

高齢者あんしんサポートハウス 2箇所 計278,500千円 継　続
　　 　　 

継　続
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（１）男女の生活スタイルやライフステージに応じた保健・医療、福祉の推進

　　　誰もが生涯にわたって心身の健康を保持・増進できるよう、男女の生活スタイルや人生の各

　　時期（ライフステージ）に応じた保健・医療、福祉の体制整備とサービスの充実を図る。

　①　老人福祉施設整備費補助（継続）（高齢者支援課）

　　　特別養護老人ホーム等福祉施設整備に対して助成した。                                        

     

　②　高齢者くらしのサポート事業（継続）（高齢者支援課）

　　　高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に生活し、暮らしに必要なサービス等を利用できるよ

　　う、必要な支援を行った。                                                                        

  

　③　地域包括ケア総合交付金（継続）（高齢者支援課）

　　　地域包括ケアを推進するため、市町村及び京都地域包括ケア推進機構の団体などが実施する

　　「医療・介護・福祉サービスが一体的に受けられる地域包括ケアの実現」に資する事業に対し

　　て支援した。   

　④　認知症疾患医療センターの設置（継続）（高齢者支援課）

　　　認知症の早期発見や専門的な診断、適切な入退院対応など、医療・介護・福祉の連携による

　　支援体制の強化を図るため、認知症疾患医療センターを設置した。                                          

     

　⑤　高齢者あんしんサポートハウス整備事業（継続）（高齢者支援課）

　　　自立生活がやや困難な高齢者が、負担が少なく見守りや食事のサービス提供を受けながら、

　　住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための高齢者福祉施設整備に対して助成した。                         

  

　

１０　生涯を通じた男女の健康支援
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継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

（1）ライトアップの実施

   　（京都タワー・府庁旧本館 ほか）

（2）府健診受診促進キャンペーンと連携した街頭啓

        発等の実施

        子宮頸がん検診プロジェクトを立ち上げ、プロ

        ジェクト名の公募や応援団体の募集等を実施

（3）がん登録事業　5,000千円

（1）乳がんピンクリボン活動ライトアップの実施

　　（京都タワー・府庁旧本館 ほか）

（2）府健診受診促進キャンペーンと連携した街頭啓

        発等の実施

（3）子宮頸がん検診プロジェクト啓発イベントの

        実施

（4）がん登録事業の実施

　　 　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

（1）若者向け予防教育従事者研修会開催　94名

（2）参加型研修会・講習会の開催　28回　

（3）エイズ等予防啓発ボランティアの養成　

　　  養成人数　27名

（4）「京都ヒューマンフェスタ2013」でのブース

　　  出展、啓発資材の配布等

　　 　　 

継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

訪問看護ステーション支援事業の実施　  

対象事業　22事業所　補助額　16,463千円

　　 　　 

　⑥　子育て支援医療費助成事業（継続・再掲）（医療企画課）

　⑦　福祉医療制度の充実等検討（継続・再掲）（医療企画課）

　⑧　がん対策推進事業（継続）（健康対策課）

　　　女性がんについて早期発見・早期治療につなげるための重点的な啓発及びがん登録事業を

　　実施した。

　　　　

　⑨　エイズ・肝炎等対策事業（継続）（健康対策課）

　　　エイズ患者・ＨＩＶ感染者のうち患者・感染者が多い20代、30代の若年層に対する効果

　　的な予防啓発の実施や医療体制の充実、府民の利便性に配慮した検査・相談体制の強化、予

　　防及び早期発見・早期治療を推進した。

　⑩　小児救急医療体制整備事業（継続・再掲）（医療課）

　⑪　在宅医療連携体制整備推進事業（継続）（医療課）

　　　高齢化の進展等に伴い、今後需要の増大が見込まれる在宅医療について地域における体制

　　づくりを推進した。

　



　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

（1）不妊治療　5,213件

　　  助成額  69,910千円

（2）特定不妊治療　 1,369件

　　  助成額　 169,464千円

（1）不妊治療等

　　  ア.　一般不妊治療  イ.　男性不妊治療  ウ.　不育治療

（2）特定不妊治療

　　 　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

相談件数　210件
　　 　　 

継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

助成額　30,092千円

患者数　ＭＦＩＣＵ（母体胎児集中治療室）  8,632名

        　ＮＩＣＵ（新生児集中治療室） 3,224名

        　ＧＣＵ（新生児治療回復室）　 4,559名

　　 　　 

継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

助成額　19,110千円　

システム取扱件数　新生児　983件　母体　403件

　　 　　 

継　続
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（２）　安心・安全な妊娠・出産の支援

安心・安全に妊娠・出産ができるように、周産期医療や相談体制の整備、経済的負担の軽減

　　等を進める。

　①　不妊治療等給付事業助成（継続）（子育て政策課）

　　　不妊治療及び不育治療を受けている方に対して、その治療に要する経費の一部を助成した。

　　　

　②　妊婦出産・不妊ほっとコール（継続）（子育て政策課）

　　　「妊婦出産・不妊ほっとコール」の運営を実施した。

　③　少子化対策総合戦略事業（新規・再掲）

　　　（男女共同参画課・医療企画課・少子化対策課・子育て政策課・家庭支援課・社会教育課）

　④　総合周産期母子医療センター運営助成（継続）（医療課）

　　　京都第一赤十字病院に設置された「総合周産期母子医療センター」の運営に対して助成した。

　⑤　周産期医療システム運営（継続）（医療課）

　　　総合周産期母子医療センターの運営に併せ、周産期医療情報システムの運営に対して助成した。

　　　

　⑥　地域周産期母子医療センター運営助成（継続）（医療課）

　　　府内各地域における周産期医療を確保するため、地域周産期母子医療センターの運営に要す

　　る経費を助成し、周産期医療体制の充実・強化を図った。
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継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

助成額　4,300千円　

実施競技数　11競技　参加者数　約5,000名

　　 　　 

継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

実施主体　島津アリーナ京都（府立体育館）

実施回数　11事業　延べ288回

参加者数　延べ18,828名

(府立体育館はH24.10月～H25.5月はﾘﾆｭｰｱﾙのため休館)

　　 　　 

継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

送付先数　25市町村　105団体
　　 　　 

継　続

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

（1）講演会、シンポジウム等の開催　27回

（2）たばこ対策に関する健康教育への講師派遣 35回

（3）食情報提供事業協力店数　555店

　　 　　 

（３）心身と健康についての正しい知識の普及・啓発

　　　性別にかかわらず誰もが生涯にわたって健康を保持・増進できるように、心身と健康につい

　　ての正しい知識の普及・啓発を進める。

　①　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業（継続）（スポーツ振興課）

　　　「KYO のあけぼのプラン」の趣旨を生かし、女性スポーツの振興と健康の増進を図るため、

　　京都女性スポーツフェスティバル事業に助成した。                                                      

    

　②　スポーツ振興事業（継続）（スポーツ振興課）                                                

    

                             

　③　きょうとお達者呼びかけ隊事業（継続）（高齢者支援課）

　　　「きょうとお達者情報」第 28 号～第 29 号を送付し、介護予防事業等の啓発活動を実施した。        

   

　④　府民健康づくり運動推進事業（継続）（健康対策課）

　　　生活習慣病の増加など府民の健康課題解決のため、「きょうと健やか 21」（総合的な府民の

　　健康づくり指針）を基に、府民の自主的な健康づくり運動を推進した。                                        



　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

開催日　平成25年5月8日

議　題　「平成25年度施策について」

　　　　「KYOのあけぼのプラン（第3次）の平成

　　　　　23年度実績の評価について」

　　　　「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の

　　　　　保護・自立支援に関する計画」の改定につ

　　　　　いて」

　　　　「「京都　仕事と生活の調和（ワーク・ラ

　　　　　イフ・バランス）行動計画（第2次）」の

　　　　　策定について」

開催日　平成26年3月18日

議　題　「KYOのあけぼのプラン（第3次）平成24年

　　　　　度実績の評価について」

　　　　「「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の

　　　　　保護・自立支援に関する計画」の改定につ

　　　　　いて」

　　　　「平成26年年度施策」

開催日　平成26年2月17日

議　題　「「輝く女性応援京都会議」（仮称)発足につ

        　　  いて」

 　　　　「KYOのあけぼのプラン（第3次）の平成

　　　　　W5年度実績の評価について」

　　　　「平成27年度施策について」

　　 　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

開催日　平成25年6月11日

講　演　組織戦略としてのワーク・ライフ・バランス

議　題　「女性の活躍推進のための提言について」

　　　　「審議会等の女性委員登用の推進について」

　　　　「KYOのあけぼのプラン（第3次）の評価に

　　　　　ついて」

　　　　「人材育成について」

　　　　「ワーク・ライフ・バランスの推進について」

平成２６年度実施状況

開催日　平成26年12月9日

講　演　女性が輝く社会の実現に向けて

議　題　｢女性の活躍促進に関する国の方向性」

　　　　｢京都府の取組｣

　　　　･輝く女性応援会議in京都

　　　　･｢輝く女性応援京都会議（仮称）」の設置

　　　　･審議会等への女性登用
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（１）　推進体制の整備

　　　府における男女共同参画の推進体制や市町村等との連携体制を整備する。

　①　男女共同参画審議会（継続）（男女共同参画課）

　　　男女共同参画に関する重要事項の調査審議等を行う男女共同参画審議会を開催した。              

    

    

  

　②　男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　男女共同参画推進会議を開催した。                                                          

   　　　　

　③　男女共同参画に関する意見交換会（継続・再掲）（男女共同参画課）

○推進体制の整備に係る施策の実施状況
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 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

開催日　平成25年6月5日

議　題　「国の第3次男女共同参画基本計画に基づく

　　　　各種取組の推進について」

　　　　「平成25年度京都府男女共同参画関連予算

　　　　・事業について」

　　　　「京都仕事と生活の調和（ワーク・ライフ

　　　　・バランス）行動計画（第2次）について」

　　　　「「配偶者等からの暴力の防止及び被害者

　　　　の保護･自立支援に関する計画の改定」につ

　　　　いて」

        　「被災時の男女共同参画に係る支援体制づく

　　　　りについて」

開催日　 平成26年6月13日

議　題　「平成26年度京都府男女共同参画・DV対策

　　　　　関連予算・事業について」

　　　　「「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

　　　　　護・自立支援に関する計画（第3次）」に

　　　　　ついて」

　　　　「被災時の男女共同参画に係る支援体制づく

　　　　　りについて」

　　 　　 

 平成 26 年度実施状況

開催日　平成26年8月20日

講義・ワークショップ

　　　「事業の自己評価に関する研修事業（事業評価研修事業）｣

　　　センター取組報告

　　　「男女共同参画の視点で防災支援事業」

参加者　15名

　　 　　 

　④　市町村担当課長会議（継続）（男女共同参画課）

　

　

　⑤　京都雇用創出活力会議ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部会議（継続・再掲）（男女共同参画課）

（２）　男女共同参画センターの機能の充実

　　　府男女共同参画センターの機能の充実を図る。

　①　男女共同参画センター運営費補助（継続）（男女共同参画課）

　　　府男女共同参画センターの円滑な運営を図るため、施設を貸与するとともに、職員の人件費

　　等を補助した。

　②　京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議（男女共同参画センター）（男女共同参画課）

　　　府男女共同参画センターと市町村及び市町村男女共同参画センター相互の交流と情報交換を

　　図ることにより、今後の事業展開等、それぞれの取組を一層推進するため開催した。

　



　　 

 平成 25 年度実施結果  平成 26 年度実施状況

0件 継　続
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　　　男女共同参画の推進に必要な調査研究を実施する。

　①　府及び市町村推進状況調査（継続）（男女共同参画課）

　　　内閣府の調査に合わせて市町村における男女共同参画の推進状況について調査した。

○調査研究に係る施策の実施状況

　　　男女共同参画の推進に関する施策等についての苦情に適切に対応する。

　①　苦情処理の受付・処理（継続）（男女共同参画課）

　　　条例及び要綱に基づき、苦情の受付・処理をした。

○苦情の処理等に係る施策の実施状況
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