
千円 千円

一般会計合計 90,567,000 102,505,300

特別会計合計 4,026,427 3,772,069

(うち雇用対策事業特別会計729,427）

 

1 商工振興対策 87,541,822 99,980,998

創業・新事業創出へ 未来創造型企業支援プロジェクト 58,547 63,377

の支援 ベンチャー企業目利き委員会運営，ベンチャー企業目利

き委員会Ａランク認定企業に対する支援事業，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 17,800 -

<政策枠>

　

知恵産業創造支援事業 30,000 30,000

京都市成長産業創造センター運営 58,000 37,000

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 30,961 31,000

振興事業

新事業創出型事業施設活用推進事業 51,400 59,758

企 業 立 地 促 進 戦略的企業誘致の推進 13,444 17,050

海外を含めた外資系企業にターゲットを絞った戦略的企

業誘致の推進など

企業立地促進助成 230,346 177,960

新規成長分野への 地域イノベーション戦略推進事業 27,500 29,000

支援 オール京都体制によるグリーンイノベーション及びライ

フイノベーションの創出

グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト 61,235 51,500

京都産業エコ・エネルギー推進機構への助成

　中小事業者を対象としたＦＥＭＳ（工場エネルギー管

　理システム）のモデル導入への支援，京都産業の国際

　的な情報発信 <政策枠>

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

＜産業観光局所管＞

本年度予算額前年度予算額

（産業観光局－1）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

スマートシティ京都プロジェクト 75,000 60,800

岡崎地域公共施設間エネルギーネットワーク形成実証事

業 <政策枠>

次世代環境配慮型住宅エネルギーマネジメント実証事業

<政策枠>

バイオシティ構想事業 9,560 12,074

京都市ライフイノベーション推進戦略（仮称）の策定 4,200 -

<政策枠>

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 91,330 90,604

新事業創出）

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

地域産学官共同研究拠点事業  124,583 124,583

コンテンツ産業推進事業  70,800 67,800

コンテンツ産業推進調査 <政策枠>

マンガクラスター形成事業

　京都国際マンガ・アニメフェア開催

　京都版トキワ荘事業

 KYOTO CMEX2014（KYOTO Cross Media Experience2014）

開催

「KANSAI 国際観光 YEAR2014」関連イベント <新　規>

産 業 振 興 対 策 中小企業海外展開支援事業 40,929 36,000

日本貿易振興機構（ジェトロ）事務所の京都誘致，海外

展開支援コーディネーターの配置及び支援機関ネットワ

ークの構築 <政策枠>

京都ブランド海外市場開拓支援事業

京都クリエイティブ海外展開助成制度の創設 <政策枠> 2,000 -

京都・高度人材交流拠点（仮称）の設置に向けた調査 5,100 -

<政策枠>

日本商工会議所青年部　第３４回全国大会（京都大会）支 4,000 -

援事業 <政策枠>

異業種交流等連携支援事業 840 1,000

京都産学公連携機構分担金 5,500 5,500

（産業観光局－2）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

京都産業育成コンソーシアム分担金 4,000 4,000

京都高度技術研究所助成 149,924 150,450

京都高度技術研究所開所２５周年記念事業 <新　規> 2,000 -

「京都館」運営 127,847 124,083

産業技術研究所運営費交付金 1,277,560 -

中小企業成長・下支えリーディング事業 <政策枠>

ネットワーク技術者及び経営実務者の育成並びに就職支援

事業□7,408 （雇用対策事業特別会計再掲）

商 業 振 興 対 策 商店街等支援事業 51,280 51,000

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

　活性化教育事業補助

　商店街・小売市場活性化整備計画策定事業補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業 5,000 10,000

商業グループ活性化支援事業  3,000 3,000

ソーシャルビジネス支援事業 14,700 12,400

企業認証事業 <政策枠>

普及啓発・人材育成，育成モデル事業，買い物環境支援

事業など

都心部地域商業活性化事業 <政策枠> 1,000 -

大規模小売店舗立地法関連事務（審議会運営等） 3,607 2,977

「起業支援型」商店街活性化事業　55,000

（雇用対策事業特別会計再掲）

小売商業・サービス業担い手確保支援事業　37,320

伝統産業振興対策 販路開拓，産地商品宣伝 36,393 38,115

西陣機業振興対策，京友禅振興対策など

（雇用対策事業特別会計再掲）

（産業観光局－3）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

「伝統産業の日」関連事業 8,920 13,000

 

琳派四〇〇年記念事業の実施 <政策枠> 25,000 3,000

琳派の意匠による新商品開発と販路開拓支援，伝統産業

界が実施する琳派関連事業への支援

京もの国内市場開拓事業 10,000 10,000

伝統産業技術の保存・育成 19,610 20,100

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（雇用対策事業） 20,000 -

（雇用対策事業特別会計から移行）

京都伝統産業ふれあい館運営 27,000 30,000

　

隗より始めるプロジェクト 2,500 4,500

　

京ものユースコンペティション 2,150 2,350

伝統産業従事者設備改修等事業補助制度（仮称）の創設 10,000 -

<政策枠>

「日本酒条例サミット in 京都（仮称）」の開催 5,000 -

<政策枠>

チーム「みやび」プロジェクト（雇用対策事業） 7,000 -

（雇用対策事業特別会計から移行）

オンラインショップ「京もの専門店『みやび』」の運営を

通じた就職支援事業　12,000

若手職人等の自立・創業就業支援事業□7,400

中小企業振興対策 中小企業経営支援体制の強化 72,000 75,200

中小企業パワーアッププロジェクト 43,526 45,526

中小企業創業・経営支援事業 15,012 11,012

窓口相談・専門家派遣など

（雇用対策事業特別会計再掲）

（雇用対策事業特別会計再掲）

（産業観光局－4）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

地域を支える中小企業の体質強化事業 <政策枠> 9,600 -

京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト（雇用対 42,000 -

策事業）

技術人材国内移転促進事業（雇用対策事業） 24,800 -

（雇用対策事業特別会計から移行）

地域経済活性化支援事業 1,000 5,000

融資制度預託金 84,000,000 97,000,000

消費税率引上げに対応するための中小企業金融支援の充

実強化 <新　規>

　知恵産業推進事業（再掲）    836,751

　　　知恵産業創造支援事業＜局配分枠＞　                           　　　　　　        30,000

      グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト＜政策枠・局配分枠＞             　61,235

      京都市ライフイノベーション推進戦略（仮称）の策定＜政策枠＞                        4,200

      コンテンツ産業推進事業＜政策枠・局配分枠＞    　　　　　       　 　　　　　　　 70,800

      京都クリエイティブ海外展開助成制度の創設＜政策枠＞   　　 　　　　　　　　　　　  2,000

      京都・高度人材交流拠点（仮称）の設置に向けた調査＜政策枠＞    　　　　　　　　　  5,100

      中小企業成長・下支えリーディング事業＜政策枠＞          　                       30,100

      ソーシャルビジネス支援事業＜政策枠・局配分枠＞           　　　          　      14,700

　　　その他19事業＜局配分枠＞ 　　　          　　    　                             618,616

2 観光振興対策 746,951 662,041

京 都 情 報 の 発 信 京都観光オフィシャルサイト「京都観光Ｎａｖｉ」運営 27,586 27,337

メディア支援センター運営 24,371 26,222

コンシェルジュ機能の運営

地域映像コンテンツの活用促進・情報発信事業

　

観 光 客 誘 致 対 策 国内観光客向け誘致宣伝 30,429 13,470

　京都暮らし旅・通年型観光の推進 <政策枠>

修学旅行生の更なる誘致に向けた事業強化 <政策枠>

観光京都展開催，修学旅行生誘致事業など

広域観光対策 4,339 4,330

（産業観光局－5）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

海外情報発信・収集拠点の運営 34,208 24,800

新たにドバイ（アラブ首長国連邦），香港に拠点を拡充

（８箇所→１０箇所） <政策枠>

海外新規市場の開拓 <政策枠> 9,600 -

海外観光宣伝事業 51,000 19,000

多言語ウェブサイトの機能強化 <政策枠>

京都ブランド向上の取組 <政策枠> 8,000 10,000

外客誘致宣伝 1,625 1,625

京都・花灯路 48,000 47,000

東山花灯路，嵐山花灯路

京の七夕  59,000 50,000

地域主体の取組への支援 <政策枠>

伝統産業・伝統産品のＰＲなど

祇園祭後祭復興支援 <政策枠> 1,800 -

京都よくばり自転車観光 1,029 1,000

「京都一周トレイル」運営 2,600 2,600

地域と事業者とのマッチングによる地域連携観光の推進 5,500 5,500

新観光振興計画の策定 14,000 -

京都観光総合調査の実施  15,429 15,000

観光客受入環境整 市民による京都の魅力再発見事業  8,229 3,000

備 観光サポーター制度の充実 <政策枠>

ユニバーサルツーリズムの推進 4,300 1,800

「ユニバーサル観光ナビ」の充実 <政策枠>

観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト <政策枠> 2,000 -

京都どこでもインターネット 1,625 1,380

観光案内標識アップグレード推進事業 　 50,000 50,000

（産業観光局－6）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

京都観光を支える未来の担い手育成 4,114 5,000

免税店拡大等のための支援事業　20,000

コンベンション誘致 コンベンション推進事業 52,798 53,933

対策

コンベンション開催支援事業 19,500 24,000

大規模国際会議開催支援，誘致助成金，京都らしい

ＭＩＣＥ開催支援など

グローバルＭＩＣＥ戦略都市としてのマーケティング戦略 10,000 -

推進事業 <政策枠>

観 光 案 内 所 運 営 京都総合観光案内所の運営 66,328 64,485

その他

宇多野ユースホステルの運営 114,690 111,504

　東京オリンピック・パラリンピック開催等に向けた取組（再掲）  118,000

　　　外国人観光客の誘致　 　　　                          　　　　　　　　　

　　　　「海外情報発信・収集拠点」の拡充＜政策枠＞             　  　　　　 　　　      8,700

      　海外新規市場の開拓＜政策枠＞       　　                                         9,600

      　多言語ウェブサイトの機能強化＜政策枠＞                                         32,000

      　京都ブランド向上の取組＜政策枠＞                         　　　　　　　　　　　 8,000

      観光客受入環境の整備

      　観光サポーター制度の充実＜政策枠＞                                    　　　    5,200

      　「ユニバーサル観光ナビ」の充実＜政策枠＞     　　　　　　　　　　　　　　　　   2,500

      　観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト＜政策枠＞                              2,000

      　免税店拡大等のための支援事業＜雇用特会＞ 　　　　　                            20,000

      観光コンテンツの強化

      　京都暮らし旅・通年型観光の推進＜政策枠＞　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　16,000

      新観光振興計画の策定＜局配分枠＞   　 　　　　　                   　　　    　　14,000

3 農林振興対策 1,332,555 945,087

農 業 振 興 対 策 北部農林業地域活性化対策  2,250 1,500

新規就農総合支援事業～農力開発～ 42,104 50,000

担い手育成支援事業 8,662 11,200

（雇用対策事業特別会計再掲）

（産業観光局－7）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

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 12,214 12,940

米の生産調整と水田の有効活用の推進，環境保全型農場

づくり事業

農業の振興・啓発 18,087 18,831

京の旬野菜推奨事業

花と緑の市民フェア

京の農林秋まつり

　　　　　　　など

京の食文化を支える京野菜の生産・流通・消費体制強化事 11,400 -

業 <政策枠>

市民と耕す農業支援事業 740 935

農とふれあう総合体験型市民農園運営 7,000 7,000

農業振興対策事業（九条ねぎ安定供給支援事業）<政策枠> 69,600 -

伏水・蔵まち構想（仮称）の策定・推進 12,600 -

伏見ならではの日本酒をテーマにした地域活性化に向け

た構想の策定 <政策枠>

農林畜水産業金融対策 25,800 27,100

畜水産振興 12,508 13,976

家畜衛生防疫，畜産振興，水産増殖

京の川の恵みを活かす事業 1,000 1,000

京北地域資源活用事業　25,600

農 業 基 盤 の 整 備 農業基盤整備事業 70,000 56,000

農業用里道・水路等管理対策 19,584 14,284

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 58,000 40,000

事業

農地・水・環境保全向上対策事業 10,711 10,461

（雇用対策事業特別会計再掲）

（産業観光局－8）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

林 業 振 興 対 策 森林整備事業 113,559 93,518

森林整備計画に基づく造林事業など

林業担い手対策事業 14,796 14,334

地域産材普及事業 16,750 14,080

地域産材利用促進強化事業など 　

森林病害虫被害防止対策事業 25,292 31,710

松くい虫防除事業など

四季・彩りの森復活プロジェクト 76,000 60,000

有害鳥獣被害対策 103,735 25,815

有害鳥獣捕獲，農林作物鳥獣被害対策支援事業

総合獣害対策モデル事業

（雇用対策事業特別会計から移行）

森の力活性・利用対策～地球温暖化防止森林吸収源対策～ 62,200 56,600

森林バイオマス活用推進事業 6,900 10,000

京都発森林バイオマスエネルギー利活用推進事業

<政策枠>

30,000 35,000

林道等整備事業 22,700 55,182

市内産木材活用林道改良事業 <政策枠>

林道改良事業 4,230 13,519

林業用里道管理対策 2,045 2,045

「合併記念の森」創設事業 5,010 5,750

文化継承の森整備など

山村都市交流の森運営 44,641 43,441

運営管理委託など

ふるさと森都市フェスティバル２５周年記念イベント

<新　規>

森林資源利活用促進事業　19,600

木質ペレット需要拡大事業

（雇用対策事業特別会計再掲）

（産業観光局－9）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

4 経済対策その他 945,672 917,174

経 済 対 策 そ の 他 京都市産業連関表作成事業 5,143 5,000

２３年度～２７年度５年計画事業

局情報提供事業 9,714 5,915

京都企業・就業情報データベースシステムの運営 1,492 1,451

計量検査・指導啓発 29,043 26,190

中央卸売市場第一市場特別会計繰出金 191,000 169,000

中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金 606,000 617,000

農業集落排水事業特別会計繰出金 25,000 28,000

5 中央卸売市場第一市

場特別会計 2,381,000 2,355,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　1,873,287

施設整備基本計画（仮称）策定事業 <新　規>

一般会計繰出金　　　　　　 　　　　　　　　 273,000

一般会計からの借入金の返還

施設整備　　　　　 　　　　　　　　　　　　　34,000

公債費　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 200,713

２６年度末一般会計からの借入金残高見込　　6,438,000

一般会計からの繰入金                                 191,000 169,000

6 中央卸売市場第二市

場・と畜場特別会計 868,000 749,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　585,034

施設整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　129,600

マスタープランに基づく施設改築等実施設計業務

<政策枠>

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  153,366

一般会計からの繰入金                                 606,000 617,000

（産業観光局－10）



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 48,000 47,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,621

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,379

一般会計からの繰入金                                 25,000 28,000

（産業観光局－11）


