（「知恵」をいかし，活力を高める）

〔単位：千円〕

□ 「知恵」をいかし，活力を高める
23 項目 312,100
（うち肉付補正 21 項目 265,100）
◇知恵産業推進事業

3,000

◆知恵産業融合センター推進事業

＜新規＞

2,000

京都商工会議所が立ち上げる「知恵産業研究会」に参画し，知恵産業創出支援の
具体的方策を検討するとともに，「知恵産業融合センター」創設に向けた取組を進
める。
◆伝統産業道具類等確保事業

＜新規＞

1,000

国，京都府，伝統産業の産地組合と連携して，「伝統産業道具類等確保対策協議
会（仮称）」を設置し，全国で道具類を製造している職人のデータベース化を検討
するとともに，西陣織の竹筬（たけおさ）に代表される道具の不足に関する課題の
解決に向けて，産地共同受発注の仕組みの構築や道具職人の育成のほか，代替品開
発については，先端産業の最新技術を有効活用できる仕組みづくりの検討を行う。
〔産業観光局 産学連携推進課 TEL 222-3434〕
〔産業観光局 伝統産業課 TEL 222-3337〕

◇未来創造型企業支援プロジェクト

＜新規＞

21,000

＜知恵産業関連事業＞
ベンチャーの都・京都の復権を目指して，ベンチャー企業目利き委員会を核に,新
たな支援策を導入するとともに，地域プラットフォーム事業など既存の支援策との緊
密な連携のもと，有望なものづくり系ベンチャー企業等の発掘・育成から認定・支援
までを一貫して行い，早期にベンチャー企業目利き委員会のＡランク認定企業１００
社を達成するとともに,次代の京都経済を担うベンチャー企業の成長，発展を図る。
新規支援策 発掘・育成・支援を一貫して行うためのコーディネータの配置
Ａランク認定企業に対する支援策
研究開発補助金，ベンチャーキャピタル・銀行等へのプレゼンテ
ーション会開催

など

全体事業費 ９１百万円
（局配分枠７０百万円，政策重点化枠２１百万円）
〔産業観光局 産業振興課 TEL 222-3324〕
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〔単位：千円〕

◇コンテンツ産業振興調査

＜新規＞

4,000

高い経済波及効果や市場の成長が見込まれるマンガ，ゲーム，映画などのコンテン
ツ産業について，京都国際マンガミュージアムのほか，産学公連携の下，京都の特性
を活かした振興の可能性等を検討するため，京都におけるコンテンツ産業の現状や全
国の先駆的な事例等の調査を行う。
さらに，
「コンテンツビジネス研究会（仮称）
」を設置し，本市におけるコンテンツ
産業振興の可能性の検討を行う。
〔産業観光局 産学連携推進課 TEL 222-3434〕

◇知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）
【当初予算計上】

＜新規＞

22,000

知的クラスター創成事業（第Ⅰ期，１４年７月～２０年３月）の成果を発展的に継
承し，知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）に取り組む。
知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）の実施に当たっては，国からの研究開発費を活
用し，ナノテクノロジーを基盤核技術に，産学公連携による研究開発を推進し，世界
レベルのクラスター形成を目指す。
取 組 期 間 ２０年７月～２５年３月（予定）
研究開発費 ５～１０億円（国負担額）
全体事業費 ３５百万円（事業運営費のうち本市負担額）
（局配分枠１３百万円，政策重点化枠２２百万円）
〔産業観光局 産学連携推進課 TEL 222-3434〕

◇医工等連携プロジェクト推進事業

＜新規＞

6,000

京都大学や市内民間企業等との連携により，医学や工学等の分野における研究者等
によるプロジェクト検討委員会を設置し，医学，工学などの幅広い分野の融合による
革新的な研究開発プロジェクトについて検討するとともに，その研究開発プロジェク
トを推進するために必要な機能等の検討を行い，
「京都医工研究センター」の誘致等に
向けた取組を進める。
〔産業観光局 産学連携推進課 TEL 222-3434〕
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（「知恵」をいかし，活力を高める）

〔単位：千円〕

◇企業立地促進助成

＜充実＞ 債務負担行為

研究開発型企業をはじめとする新たな企業の誘致や企業の市外移転防止を図るた
め，特に重点的に助成を行っている企業立地促進制度（特定地域等施策）補助金の交
付対象を拡大する。
充実内容 対象地域の拡大
高度集積地区，桂イノベーションパーク地区に横大路地区を追加
研究開発拠点に対する支援強化
高度集積地区，桂イノベーションパーク地区に限っていた地域要件
を市域全体に拡充
〔産業観光局 産業振興課 TEL 222-3324〕

◇新・京都産業政策プロジェクト

＜新規＞

6,000

雇用や京都経済に大きな影響を与えている大企業５０社の経営者層を対象に，大学
との共同による訪問調査を実施し，大企業の現況，本市との連携状況や中小企業との
連携方策について把握し，大企業の市外流出防止や中小企業の活性化，更には税収増
に寄与する施策の立案など，今後の産業振興政策の検討を進める。
〔産業観光局 経済企画課 TEL 222-3333〕

◇和装産業活性化戦略プランの策定

＜新規＞

2,000

地元京都での取組に加え，首都圏での和装需要の拡大を図るため，首都圏で成功し
ている和装関係者等の参画の下，和装に対するイメージ戦略や消費者ニーズにあった
デザインのきものの開発，消費者が安心して購入できる販売方法，若年層が和装を着
るきっかけづくりなどを検討し，和装産業を活性化するための戦略的プランを策定す
る。
〔産業観光局 伝統産業課 TEL 222-3337〕

◇京ものきらめきチャレンジ事業

＜新規＞

11,000

京都の伝統産業を牽引するトップランナーを生み出すため，海外，団塊の世代等の
購買層をターゲットとした新商品開発，
ブランドの構築などといったテーマを設定し，
申請者からのプレゼンテーション等を基に，マーケティングの視点や戦略性の有無な
どを審査し，今後有望な取組に対して重点的に助成や助言を行う。
〔産業観光局 伝統産業課 TEL 222-3337〕
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（「知恵」をいかし，活力を高める）

〔単位：千円〕

◇まちづくり調査（中心市街地基本計画見直し）

7,000

＜新規＞

伏見区民の生活動向や地域商業の現状を把握する商業・観光・生活実態調査を行い，
１３年９月に策定した「京都市（伏見地区）中心市街地活性化基本計画」の見直しの
基礎資料とするとともに，国補助制度である「まちづくり交付金」を活用し，地域活
性化につながる効果的な事業の検討を行う。
〔産業観光局 商業振興課 TEL 222-3340〕

◇プロモーション能力育成事業

2,000

＜新規＞

プロモーション（販売促進）や販売戦略に関する知識が豊富な企業ＯＢ等により，
開業後５年以内の商業者等に対して，消費者ニーズに合致した品揃えや広告手法など
に関する訪問指導を行い，商業者としての育成を図る。
〔産業観光局 商業振興課 TEL 222-3340〕

◇高度集積地区の新たなまちづくりの推進

15,000

＜新規＞

◆まちづくりを推進するための調査・検討

12,000

公共交通の充実・自然エネルギーを活用したまちづくり等の地区の魅力を高める
ための方策についての調査・検討を，国の新たな補助制度である「先導型都市環境
形成総合支援事業」も活用しながら実施する。
◆土地所有者に対する支援制度の創設

3,000
（債務負担行為と合わせ，10,000）

地区内の土地所有者が本社・開発拠点・研究所等の機能を有する企業の立地のた
めに土地等を譲渡又は賃貸した場合等の助成制度を創設する。
助成内容 土地を譲渡した場合
譲渡所得に対する市民税相当額（上限５００万円）
事務所を建設し，賃貸した場合
固定資産税及び都市計画税相当額（初年度のみ）
（上限２００万円）
土地を賃貸した場合
不動産仲介手数料相当額（上限６０万円）
〔都市計画局 都市づくり推進課 TEL 222-3503〕

◇京都駅南口駅前広場整備計画策定

＜新規＞

7,000

京都駅南口駅前広場の整備計画策定に向け，京都駅南地域における周辺道路整備や
民間開発事業の進ちょく等を踏まえ，交通量や駅前広場利用実態の調査を実施する。
〔都市計画局 歩くまち京都推進室 TEL 222-3483〕
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（「知恵」をいかし，活力を高める）

〔単位：千円〕

◇源氏物語千年紀事業の推進
全体事業費

１３１百万円（局配分枠１１百万円，政策重点化枠１２０百万円）

◆源氏物語千年紀事業（共同事業）

＜充実＞

100,000

平成２０年に源氏物語が記録に現れた著述の年（１００８年）から一千年を迎え
る機会を捉えて，日本文化の奥深さ，すばらしさを広く国内外に発信・アピールし，
京都の文化・観光の振興を図るため，
「源氏物語千年紀委員会」
（市，府，商工会議
所，宇治市等で構成）を核として，民間の協力も得て，多彩な源氏物語千年紀事業
を展開する。
事業内容 源氏物語千年紀記念式典，源氏物語国際フォーラムの開催，ウェブ
上での展開 など
〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3375〕

◆源氏物語千年紀事業「源氏特別演能」
（仮称）

＜新規＞

17,300

２０年度に源氏物語が千年紀を迎える機をとらえ，京都に息づく日本文化の奥深
さ・素晴らしさを国内外に伝えるとともに，文化芸術都市・京都が誇る豊かな文化
力をアピールする事業として，源氏物語をテーマとした能，狂言等の舞台公演を実
施する。
〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 222-4105〕

◆源氏物語千年紀事業「源氏物語の夕べ in 勧修寺（仮称）
」
＜新規＞

1,200

紫式部にゆかりのある「勧修寺」を中心とし，１８年度に設立された地元観光振
興組織である「おこしやす“やましな”協議会」とも連携しながら，講演会などを
実施する。
〔山科区役所 総務課 TEL 592-3066〕
みなもとのとおる

◆源氏物語千年紀事業「 源

しおがま

融 が結ぶ塩竈の縁（ゆかり）
～下京区 130 周年を記念して～」
＜新規＞
1,200

源氏物語を通じてゆかりのある宮城県塩竈市と連携し，講演会などの関連事業を
実施することにより，下京区の魅力を内外に発信する。
〔下京区役所 総務課 TEL 371-7164〕
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〔単位：千円〕

◇Kyoto Winter Special（キョウト・ウィンター・スペシャル）
＜新規＞

8,000

独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）などとの連携の下，インターネットに
より，京都の魅力を全世界に発信し，冬の京都への外国人観光客誘致キャンペーンを
展開する。
事業内容 Kyoto Winter Special 公式サイトの開設
国内外旅行予約サイトによる京都キャンペーンの展開
食に関する冬季集中型キャンペーンの実施 など
〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕

◇「祇園祭」世界無形文化遺産登録準備事業

＜新規＞

29,000

国指定の重要無形民俗文化財である「京都祇園祭の山鉾行事」が，ユネスコの「無
形文化遺産の保護に関する条約」に基づく第１回世界無形文化遺産の代表一覧に登録
されるよう，関係資料の作成を行う。
〔文化市民局 文化財保護課 TEL 761-7799〕

◇京都・映画誕生１００年記念事業

＜新規＞

5,000

平成２０年が，京都において日本初の本格的な劇映画が撮影・公開されて１００年
に当たることから，１００年の歩みを振り返り，
「日本映画発祥の地・京都」を広く国
内外に発信するため，映画関連団体等と連携し，記念事業や記念碑建立等の様々な取
組を推進する。
〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 222-4105〕

◇２００８年サミット外相会合京都開催支援事業【当初予算計上】
＜充実＞

25,000

京都において開催される２００８年サミット外相会合の成功に向け，京都を挙げて
支援及び協力を行うとともに，この機会をとらえて京都の魅力を世界に発信する。
会

期 ２０年６月２６日～２７日

会

場 京都迎賓館ほか

支援体制 ２００８年サミット外相会合京都支援推進協議会
（構成団体：京都市，京都府，京都商工会議所など）
〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3035〕
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〔単位：千円〕

◇パリ市における相國寺・金閣・銀閣名宝展の開催

＜新規＞

12,700

パリ市との友情盟約締結５０周年，日仏交流１５０周年を記念して，京都市，パリ
市，財団法人京都国際文化交流財団などの共催により，相國寺・金閣・銀閣が所蔵す
る国宝や重要文化財など約１００点を展示する名宝展を開催し，歴史都市・京都の魅
力を海外へ発信する。
開 催 日 ２０年１０月１５日～１２月１４日（予定）
開 催 地 パリ市立プチパレ美術館
全体事業費 ２０百万円
（局配分枠７百万円，政策重点化枠１３百万円）
〔総務局 国際化推進室 TEL 222-3072〕

◇東山わがまち「地域資源」マップ（仮称）の作成

＜新規＞

1,000

これまで東山区民が培ってきた地域力を活かし，区民自らが地域の優れた文化，風
景などの「地域資源」を発掘して，まちの歴史・文化等を再認識し，まちをこよなく
愛し，大切にしてもらうよう，区民参加によるマップを作成し，情報発信を行う。
〔東山区役所 総務課 TEL 561-9104〕
〔東山区役所 まちづくり推進課 TEL 561-9114〕

◇未来へつなぐ「山科区民文化財」の選定

＜新規＞

1,000

区民が中心となった散策マップの作成や山科の歴史を振り返った記念誌の発行等，
区民参加によるこれまでの取組の成果を活かし，山科区の魅力を後世に伝えていくた
め，
「山科区民文化財」を選定する。
〔山科区役所 まちづくり推進課 TEL 592-3088〕

◇右京から発信！北部山間集落の活性化モデル事業
「柚子の里・水尾わくわく活性化事業」
＜新規＞

2,700

少子高齢化・過疎化が進み，
「限界集落」の危機にある水尾地域において，
「柚子」
をキーワードに地域住民と共に，地域の活性化を図るトライアル事業に取り組み，多
くの「水尾ファン」獲得を目指す。
〔右京区役所 まちづくり推進課 TEL 861-1264〕

- 37 -

（「知恵」をいかし，活力を高める）

〔単位：千円〕

◇京都南部広域観光ネットワーク事業

＜新規＞

2,000

「京都伏見観光連携協議会」の発足を機に，伏見をはじめ，京都南部地域に点在す
る観光，文化，歴史の名所を結ぶ新たな観光ルートの企画やロケ地の誘致等の更なる
観光振興策を推進するため，伏見区と周辺都市との広域連携により設立する新たな組
織の活動を支援する。
〔伏見区役所 まちづくり推進課 TEL 611-1144〕
〔伏見区役所深草支所 まちづくり推進課 TEL 642-3203〕
〔伏見区役所醍醐支所 まちづくり推進課 TEL 571-6135〕
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