
産業観光局予算の概要 
 

１ 予算編成に当たっての考え方 

  京都経済は，企業の活発な設備投資や生産活動等に支えられ，緩やかに拡大が続いて

いる。今後，この効果を市内の隅々にまで浸透させ，更なる地域経済の活性化を図るこ

とで，市民の豊かさを実現する必要がある。 

  そこで，３１年度予算では，レジリエンス，ＳＤＧｓの推進を念頭に，中小企業の持

続的発展はもとより，担い手不足をはじめとした「喫緊の課題の解消」と，産学公連携

の取組など「京都の強みを活かした更なる成長戦略の推進」を柱として施策を展開して

いく。 

  事業の執行に当たっては，本市経済を支える「地域企業」の理念の浸透を図るととも

に，京都経済センターを核とした経済界等との連携や各分野間での融合等により，効果

的・効率的な執行に努める。併せて，海外の経済動向や消費税率の引上げなど，本市経

済を取り巻く環境の変化に柔軟かつ機動的に対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主な新規・充実事業   

＜政策的新規・充実事業＞  

地域企業応援プロジェクト                    34,300 千円 

 創業・イノベーション拠点創生事業，ベンチャー型事業承継支援事業 

 京もの担い手育成事業，地域企業未来力創出コーディネート事業 

 地域企業顕彰制度の創設，地域企業レジリエンス構築支援事業 

 地域企業・担い手交流促進事業 

京都経済センターを核とした産業振興事業             53,800 千円 

 京都経済センターオープンイノベーションの推進，繊維産業振興事業 

 「文化×知恵産業展（仮称）」の開催 

 

 

＜３１年度予算における施策展開の方針＞ 

  ①喫緊の課題の解消 

  ・ 担い手不足への対応 

  ・ 観光課題の解決をはじめとした市民生活と観光の調和への対応 

  ・ 市外をはじめとした企業の誘致，産業用地不足やオフィス不足への対応 

  ・ 災害に強いまちづくりへの対応 

 ②京都の強みを活かした更なる成長戦略の推進 

  ・ 産学公連携による成長産業の推進 

  ・ インバウンド需要の取り込みをはじめ，観光とＭＩＣＥの経済効果を地域 

   経済に波及させる取組の推進 
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消費税率引上げに伴う消費喚起・生活支援対策          5,760,000 千円 

 京都市プレミアム付商品券（仮称）を活用した消費喚起・生活支援対策 

 融資制度預託金（消費税率引上げ対応分），消費喚起に向けた販売促進支援 

観光関連産業担い手創造・育成プロジェクト            36,500 千円 

世界的なスポーツイベントを契機としたおもてなし強化事業     67,500 千円 

観光・文化コンテンツの発信力強化事業              127,300 千円 

「とっておきの京都」プロジェクト                52,000 千円 

ＭＩＣＥ国際競争力強化推進事業                 51,000 千円 

京都市版森林管理システム構築事業   

              全体事業費 96,000 千円（うち基金積立 53,000 千円） 

災害に強い農業用施設整備                    20,500 千円 

災害復旧に向けた倒木対策の推進                 128,100 千円 

 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

ライフイノベーション創出支援事業 

                 全体事業費 80,200 千円（うち充実分 6,000 千円） 

＜特別会計＞ 

京都市中央市場施設整備                    （※）1,803,369 千円 

                 （※別途，２月補正前倒し分 1,102,000 千円） 

 京都市中央食肉市場施設整備                       208,000 千円 
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３　産業観光局主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 40,982,000 42,932,000

特別会計合計 5,620,000 5,870,000

1 商工振興対策 37,178,722 39,409,467

創業・新事業創出へ 未来創造型企業支援プロジェクト 27,700 27,702

の支援 ベンチャー企業目利き委員会運営，地域プラットフォー

ム事業など

京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事業 12,300 13,260

新たな価値の創造による「知恵産業」推進事業 34,100 28,000

地域企業応援プロジェクト（創業・新事業創出への支

援）

　創業・イノベーション拠点創生事業 <政　策>

　ベンチャー型事業承継支援事業 <政　策>

ものづくりベンチャー戦略拠点の運営

 ＩｏＴビジネスの推進

「京都知恵産業フェア」の開催

京都市成長産業創造センター運営 47,500 50,000

京都大学イノベーションプラザを拠点とした地域科学技術 25,400 25,807

振興事業

新事業創出型事業施設活用推進事業 22,200 22,512

企 業 立 地 促 進 戦略的企業誘致の推進 527,700 666,782

企業立地促進助成

　企業立地マッチング支援制度の創設 <政　策>

　市外から市内へ立地する企業への支援の拡充など

　（債務負担行為設定） <政　策>

未来の京都の成長・発展を支える学術研究・先端産業等

用地の創出

　　　　など

新規成長分野への グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト 49,400 53,376

支援 革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進事業

<政　策>

地域科学技術実証拠点を活用した新事業創出推進事業

京都産業エコ・エネルギー推進機構への助成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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

＜産業観光局所管＞

（産業観光局－1）
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千円 千円

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

ライフイノベーション創出支援事業（医工薬分野における 80,200 82,739

新事業創出）

京都・ボストン姉妹都市６０周年を契機とした経済交流

促進事業 <新　規>

再生医療分野への参入・事業展開支援 <新　規>

次世代医療ＩＣＴ新事業創出推進事業

ライフサイエンスベンチャー創出支援事業

医工薬産学公連携支援事業

京都発革新的医療技術研究開発助成事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

京都大学国際科学イノベーション拠点における産学公連携 9,800 9,795

支援拠点事業

地域産学官共同研究拠点事業  104,400 113,220

コンテンツ産業推進事業 85,600 80,900

京都コンテンツによる魅力発信事業（海外への情報発信

強化） <政　策>

ＭＡＮＧＡナショナル・センター（仮称）誘致推進事業

京都国際マンガ・アニメフェアの開催

KYOTO CMEX（KYOTO Cross Media Experience）の開催

京都コンテンツ産業基盤の構築

　　　　　　　　　　　　　など

産 業 振 興 対 策 中小企業海外展開支援事業 19,100 13,600

京都高度技術研究所助成 152,891 152,670

京都館プロジェクト２０２０ 14,000 34,000

新京都館物件確保経費（債務負担行為設定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

産業技術研究所運営費交付金 948,000 1,065,176

京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター創造事業 20,000 20,000

京都経済センターオープンイノベーションの推進（京都経 23,800 -

済センターを核とした産業振興事業） <政　策>

（産業観光局－2）
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千円 千円

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

商 業 振 興 対 策 商店街等支援事業 47,300 44,260

まち・お店・ひと　縁結びプロジェクト

商店街等環境整備事業

　施設設置・改修事業補助

　空き店舗対策事業

商店街等競争力強化事業

　消費喚起に向けた販売促進支援（消費税率引上げに伴

　う消費喚起・生活支援対策） <政　策>

　活性化教育事業補助

　地域の魅力アップ貢献事業補助など

京の商人（あきんど）育成塾 6,100 6,000

京都市プレミアム付商品券（仮称）を活用した消費喚起・ 2,750,000 -

生活支援対策（消費税率引上げに伴う消費喚起・生活支援

対策） <政　策>

伝統産業振興対策 販路開拓，産地商品宣伝 27,500 23,151

消費喚起に向けた販売促進支援（消費税率引上げに伴う

消費喚起・生活支援対策） <政　策>

「伝統産業の日」関連事業

　　　　　　　　　　　など

「京都×パリ」京ものアート市場開拓支援事業 29,000 29,000

伝統産業技術の保存・担い手育成支援  18,400 21,277

京もの担い手育成事業（地域企業応援プロジェクト）

<政　策>

京都市伝福連携担い手育成支援事業

技術後継者育成事業

技術功労者顕彰制度

「未来の名匠」認定制度

京の「匠」ふれあい事業 20,000 20,000

伝統産業の情報発信強化 339,000 44,000

京都経済センターを核とした産業振興事業

　繊維産業振興事業 <政　策>

　「文化×知恵産業展（仮称）」の開催 <政　策>

京都伝統産業ふれあい館運営

　京都伝統産業ふれあい館を核とした新たな伝統産業振

　興事業など

京都伝統産業ふれあい館リニューアル事業

（産業観光局－3）
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千円 千円

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

伝統産業設備改修等補助 45,000 45,000

中小企業振興対策 中小企業経営支援体制の強化 72,000 72,000

中小企業事業承継支援体制の強化 7,200 7,200

中小企業パワーアッププロジェクト 23,400 23,415

中小企業創業・経営支援事業 12,100 12,012

地域企業応援プロジェクト（中小企業振興対策） 18,500 -

地域企業未来力創出コーディネート事業 <政　策>

地域企業顕彰制度の創設 <政　策>

地域企業レジリエンス構築支援事業 <政　策>

地域企業・担い手交流促進事業 <政　策>

融資制度預託金 31,000,000 36,000,000

消費税率引上げに伴う対応 <政　策>

　　　　　　　　　　　など

京の企業働き方改革総実践プロジェクト 13,600 15,000

京都中小企業担い手確保・定着支援事業 64,300 64,200

地域企業応援プロジェクト（再掲） 34,300

創業・イノベーション拠点創生事業 10,000

ベンチャー型事業承継支援事業 3,000

京もの担い手育成事業 2,800

地域企業未来力創出コーディネート事業 13,000

地域企業顕彰制度の創設 2,000

地域企業レジリエンス構築支援事業 1,000

地域企業・担い手交流促進事業 2,500

消費税率引上げに伴う消費喚起・生活支援対策（再掲） 5,760,000

京都市プレミアム付商品券（仮称）を活用した消費喚起 2,750,000

・生活支援対策

消費喚起に向けた販売促進支援 10,000

融資制度預託金（消費税率引上げ対応分） 3,000,000

（産業観光局－4）
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千円 千円

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

2 観光振興対策 1,321,589 886,706

観光客受入環境整 市民生活と観光の調和を図る受入環境の整備 64,100 57,500

備 観光地等における混雑緩和策

　手ぶら観光の普及促進，観光案内標識の設置，観光バ

　スの路上滞留対策

　　　　　　　　など

宿泊施設・温泉振興 46,300 55,700

宿泊施設を核とした地域連携促進事業 <政　策>

ＲＹＯＫＡＮブランドの更なる発信（海外への情報発信

強化） <政　策>

旅館をはじめとする宿泊施設の経営強化・魅力発信支援

京都の温泉観光魅力発信事業

　　　　　　　　　　　　など

観光関連産業の担い手確保・育成支援 60,900 24,100

観光関連産業担い手創造・育成プロジェクト <政　策>

                                      など

外国人観光客受入環境整備と消費拡大 88,300 50,600

世界的なスポーツイベントを契機としたおもてなし強化

事業 <政　策>

　外国人観光客受入環境整備補助金制度の充実，おもて

  なしキャンペーンの実施など

　　　　　　　　　　  　　など

京 都 情 報 の 発 信 京都市ＤＭＯ（京都観光を総合的に担う推進体制）の推進 68,960 38,800

　マーケティング力強化 <政　策>

　　　　　　　　　など

観光・文化コンテンツの情報発信 209,830 117,671

　ロケ地情報の発信強化・作品誘致支援事業 <政　策>

観光・文化コンテンツの発信力強化事業 <政　策>

国内外向けの京都観光オフィシャルサイトの運営

　　　　　　                            　など

海外への情報発信強化 63,800 36,485

海外情報発信・収集拠点の運営

　拠点の新設（１１か所→１４か所） <政　策>

海外富裕層誘致の推進 <政　策>

（産業観光局－5）
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千円 千円

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

観 光 客 誘 致 対 策 観光客向け誘致宣伝・観光客の分散化の推進 252,020 138,000

「とっておきの京都」プロジェクト <政　策>

　「夜観光」の魅力アップによる「宿泊観光」の推進

<政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

祇園祭創始１１５０年記念事業 <政　策> 9,000 -

修学旅行生誘致に向けた取組 14,400 16,000

京都観光総合調査等の実施 15,470 15,270

ＭＩＣＥ誘致対策 ＭＩＣＥ推進事業 150,249 114,159

ＭＩＣＥ国際競争力強化推進事業 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　など

「観光と文化をテーマとした国際会議　第４回京都会議 45,000 -

（仮称）」の開催 <政　策>

観 光 案 内 所 運 営 京都総合観光案内所の運営 83,320 68,683

その他 臨時観光案内所の充実（世界的なスポーツイベントを

契機としたおもてなし強化事業） <政　策>

3 農林振興対策 1,205,795 1,220,774

農 業 振 興 対 策 新規就農者の担い手確保・育成支援 56,200 303,624

京の竹林再生・魅力発信事業

新規就農総合支援事業～農力開発～

担い手育成支援事業

有害鳥獣被害防止対策事業 8,000 8,000

有害鳥獣防護柵の設置など

水田農業構造改革対策事業 15,387 10,089

農業の振興・啓発 26,400 19,460

北部山間地域の資源を活かした農林業活性化創出支援

<政　策>

京の旬野菜推奨事業

　　　　　　　　など

農林畜水産業金融対策 15,300 25,260

畜水産振興 10,043 10,564

家畜衛生防疫，畜産振興，水産増殖など

（産業観光局－6）
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千円 千円

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

農業・農村多面的機能強化事業 80,400 81,671

農 業 基 盤 の 整 備 農業基盤整備事業 38,898 54,648

農業用里道・水路等管理対策 10,118 9,788

農業用施設防災・減災対策の推進 35,500 7,000

災害に強い農業用施設整備 <政　策>

農業用水路に治水機能を付加した雨に強いまちづくり

推進事業

林 業 振 興 対 策 森林整備の推進 198,000 197,492

京都市版森林管理システム構築事業 <政　策>

　別途，森林経営管理基金積立金：53,000

森林整備事業

森の力活性・利用対策～地球温暖化防止森林吸収源対

策～

林業担い手対策事業

大規模集約型林業モデル事業

林道等整備事業 25,800 25,100

市内産木材活用林道改良事業

　　　　　　　　　　　　など

災害に強い森づくりの推進 26,600 32,600

京都市内産木材搬出支援

京都市林業用道路保全活動支援

京都らしい森づくりの推進 50,382 57,040

北部山間地域活性化プロジェクト

四季・彩りの森復活プロジェクト

京都三山の森再生

古都の美林を守る森林支援事業

森林病害虫被害防止対策事業

木のあるまちづくりの推進 24,600 25,200

京都市内産木材の情報発信強化

市内産木材総合需要拡大事業

木質ペレット需要拡大事業

総合獣害対策事業 94,000 97,200

山村都市交流の森運営 31,308 33,308

（産業観光局－7）
-57-



千円 千円

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

災 害 対 策 農林災害復旧事業 291,000 32,000

災害復旧に向けた倒木対策の推進 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　など

4 経済対策その他 1,275,894 1,415,053

経 済 対 策 そ の 他 計量検査委託等 59,700 60,000

中央卸売市場第一市場特別会計繰出金 638,000 737,000

中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金 351,000 464,000

農業集落排水事業特別会計繰出金 34,000 34,000

基金積立金 78,073 12,048

産業振興基金

京都の優れた景観を保全し形成する事業基金

森林経営管理基金

5 中央卸売市場第一市

場特別会計 4,681,000 4,495,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　1,810,800

一般会計繰出金　　　　　　 　　　　　　　　 523,000

一般会計からの借入金の返還

施設整備 　　　　　 　　 　　　           1,803,369

公債費　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 543,831

３１年度末一般会計からの借入金残高見込　  5,567,531

　
一般会計からの繰入金                                        638,000 737,000

6 中央卸売市場第二市

場・と畜場特別会計 887,000 1,325,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　565,199

施設整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　208,000

公債費　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 113,801

一般会計からの繰入金                                        351,000 464,000

（産業観光局－8）
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千円 千円

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

7 農業集落排水事業

特別会計 52,000 50,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,614

基金積立金　　                                 　42

農業集落排水事業基金

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,344

一般会計からの繰入金                                        34,000 34,000

（産業観光局－9）
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