
千円 千円

一般会計合計 54,836,672 54,321,303

特別会計合計 3,528,000 3,720,000

1 商工振興対策 51,755,826 51,487,995

創業・新事業創出へ ベンチャー企業目利き委員会運営 13,970 14,270

の支援 全国公募，審査，認定，公表など

年３回開催

地域プラットフォーム事業 64,293 75,076

総合相談窓口ワンストップサービス

京都起業家学校

商品化・新事業可能性調査事業

シニア創業セミナー（仮称） <新　規>

　（「団塊の世代」対策）

シニア創業塾，シニアスキルアップ講座

　（「団塊の世代」対策）

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

京大桂ベンチャープラザ支援 68,947 56,195

京都発実用化研究開発支援事業 <重点枠> 9,000 -

知的クラスター創成事業等で生み出された新分野への活

用可能性のある技術の実現可能性調査の実施

知的財産流通に係る企業マッチング事業 <重点枠> 3,000 -

京都地域の大企業等が保有する未利用特許を市内中小企

業が活用できる仕組みの構築

バイオ関連企業広域連携促進事業 <重点枠> 7,000 -

バイオ関連企業の関西圏における販路開拓支援

ベンチャー企業育成支援（ＶＩＬ) 8,123 12,329

創業支援工場（ＶＩＦ）管理運営 922 3,630

企 業 立 地 促 進 戦略的企業誘致推進 8,815 9,015

桂イノベーションパーク整備事業 9,600 5,655

企業立地促進助成 224,386 290,563

助成制度の見直し（債務負担行為設定） <重点枠>

　埋蔵文化財発掘調査費補助の新設など

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

＜産業観光局所管＞

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

新規成長分野への 知的クラスター創成事業 15,500 15,500

支援 地域負担金など

バイオシティ構想事業 19,030 20,207

重点３分野研究会運営

バイオ産業技術フォーラム運営

地域結集型共同研究事業 31,316 31,323

クリエイション・コア京都御車支援 27,767 29,534

産 業 振 興 対 策 京都産学公連携機構分担金 2,000 3,000

異業種交流等連携支援事業 2,060 2,158

ベンチャービジネスクラブ助成など

「京都館」管理運営 134,935 234,079

首都圏におけるシティセールスの展開 13,000 10,000

京都高度技術研究所助成 99,470 102,855

工業技術センターでの産業技術振興 88,261 75,469

デザインｄｅ京ＭＯＮＯ新製品開発支援 <新　規>

　デジタル技術を活用し伝統工芸品の新製品開発を支援

試験分析，技術指導，中小企業技術者研修など

商 業 振 興 対 策 商い創出事業（ＶＩＳ) 11,200 11,400

商業分野における起業家育成

おいでやす京の商い～京都市商業ビジョン２００４～総合 3,000 5,000

推進事業

商店街等支援事業 69,250 77,638

商店街等環境整備支援事業

　商店街コミュニティ施設整備事業補助

　商店街お色なおし事業補助

　商店街・小売市場環境整備事業補助

　　　　　　　　　　　　　　　　など

商店街等競争力強化支援事業

　商店街・小売市場活性化整備計画策定事業補助など

元気店舗創出プロジェクト <重点枠> 7,000 -

商店街への店舗誘致対策

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

大規模小売店舗立地法関連事務（審議会運営等） 4,000 4,200

伝統産業振興対策 販路開拓，産地商品宣伝 31,960 29,800

西陣機業振興対策，京友禅振興対策など

京ものファン創出事業 17,000 13,000

京もの履歴表示 3,000 4,000

京もの戦略的マーケティング調査・研究 <重点枠> 3,000 -

京の伝統産業・元気応援事業 14,650 16,000

京ものブランド町家工房事業 20,434 25,770

京都市伝統産業振興館の運営

若手・中堅技術後継者に対する支援

「伝統産業の日」関連事業 13,000 13,000

きものでおでかけ事業など

伝統産業技術の保存・育成 18,472 14,699

後継者育成事業

技術功労者顕彰制度

京もの活用事業 <重点枠> 15,000 -

京もの町なか博物館（仮称）

　市内公共施設等への伝統産業製品の展示

伝統産業製品の活用

　本市新規開所施設における調度品等としての活用

京の「匠」ふれあい事業 20,000 20,000

（雇用対策事業）

京都伝統産業ふれあい館運営 28,400 29,600

繊維技術センターでの産業技術振興 32,242 27,549

中小企業振興対策 中小企業連携支援事業 3,139 3,304

行政区別地域経済活性化等支援事業 5,000 5,000

企業内人権啓発 6,677 6,879

試験分析，技術指導，中小企業技術者研修など

各団体の伝統産業振興事業を募集・審査のうえ助成

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

中小企業支援事業 41,842 49,415

中小企業支援センターでの窓口相談・専門家派遣・事業

可能性評価委員会事業など

京都ものづくり企業　縁むすびプロジェクト 15,000 15,000

取引先，技術提携先マッチング事業

融資制度預託金 47,715,000 47,715,000

京都独自の無担保無保証人融資などを実施

　小規模企業おうえん融資

　　小規模企業の更なる成長，発展を支援する「ステッ

　　プアップ枠」を創設 <新　規>

　あんしん借換融資

　経営支援特別融資

　一般振興融資

　中小企業再生支援融資

　　　　　　　　　　など

新規融資枠　８００億円

2 観光振興対策 1,130,852 867,817

京 都 情 報 の 発 信 観光文化情報システム運営 42,025 46,192

観 光 客 誘 致 対 策 広域観光対策（三都物語） 3,500 3,500

オール京都の観光振興体制づくり推進事業 5,000 5,000

内客誘致宣伝 12,035 11,535

観光京都展開催，修学旅行生誘致事業など

「京都おこしやす大学」事業 17,000 20,000

体験・学習型観光推進事業

ニューツーリズム創出事業 <重点枠> 10,000 -

産業観光，界わい観光，体験型観光など京都の隠れた観

光資源を発掘・育成

京都・花灯路 50,000 60,000

東山花灯路，嵐山花灯路

京都・修学旅行出前アドバイザー（仮称）事業 <重点枠> 15,000 -

京都の観光情報に精通したアドバイザーを首都圏の中学

校へ派遣し，事前学習のサポートを実施

源氏物語をテーマとした観光集客創出事業 <新　規> 1,500 -

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

時代祭・葵祭運営支援 12,600 13,100

時代祭活性化助成事業 5,000 5,000

観光案内標識国際化整備事業 20,000 20,000

（雇用対策事業）

京都一周トレイル運営 3,000 3,520

外客誘致宣伝 3,125 3,625

海外観光宣伝事業 11,500 12,500

国際観光客おこしやすプロジェクト（仮称）の実施 10,000 -

<重点枠>

海外重点市場への誘致キャンペーンの実施など

海外情報発信・収集拠点の整備 18,000 12,000

設置国　アメリカ，台湾 <新　規>

　　　　韓国，中国，オーストラリア

コンベンション誘致 コンベンション推進事業 69,518 50,000

対策

コンベンション開催支援事業 41,500 15,000

第４０回アジア開発銀行年次総会開催支援など

大規模国際会議誘致助成 4,000 -

観 光 案 内 所 運 営 観光案内所の運営 58,677 63,778

その他 京都市観光案内所運営

嵐山観光案内所運営

宇多野ユースホステル再整備 598,400 335,000

総事業費　９３４百万円

開所予定　２０年３月

宇多野ユースホステル運営 21,579 38,173

開所準備経費，運営費

観光ボランティア推進事業 1,700 2,000

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

3 農林振興対策 944,769 925,651

農 業 振 興 対 策 水田農業構造改革対策事業 12,285 15,056

地域水田農業ビジョンの進行管理，環境保全型農場づく

り事業

担い手育成支援事業 3,084 3,146

園芸の振興・啓発 20,117 19,917

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

園芸を活かした健やかな市民生活推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

有害鳥獣被害防止対策事業 12,528 11,500

市民と耕す農業支援事業 1,870 2,200

京都発・食の日本創生事業 <新　規> 1,000 -

大原地区観光農村育成事業 79,161 29,000

ほ場整備，農道整備，交流施設整備など

　１７～２３年度７年計画事業第３年度分

農林畜水産業金融対策 47,461 37,105

畜水産振興 19,015 19,259

家畜衛生防疫，畜産振興，水産増殖

農 業 基 盤 の 整 備 農業基盤整備事業 34,955 31,227

農業用里道・水路等管理対策 23,087 29,251

農地・水・環境保全向上対策事業 <新　規> 6,000 -

林 業 振 興 対 策 森林整備事業 135,472 152,450

環境保全型の森林整備「絆の里山整備事業」など

林道改良事業 20,435 21,300

久多尾越線改良など

林道等整備事業 79,473 45,772

府営丹波広域基幹林道開設事業など

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

森林等被害防止対策事業 27,908 26,941

有害鳥獣捕獲，松くい虫防除など

林業担い手対策事業 20,317 20,382

林業用里道管理対策 2,984 3,460

林業・木材産業構造改革事業 28,865 87,000

林業用機械整備事業 <新　規>

山村都市交流の森運営 52,813 54,177

財団運営補助，管理委託など

「合併記念の森」創設事業 2,300 17,300

京の山杣人工房事業 16,950 16,000

「伝統文化の森」推進事業 <新　規> 1,000 -

市内産表示材供給推進事業 <新　規> 1,500 -

4 経済対策その他 1,005,225 1,039,840

経 済 対 策 そ の 他 情報提供事業 11,628 6,779

計量検査・指導啓発 5,633 5,463

中央卸売市場第一市場特別会計繰出金 215,000 229,000

中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金 713,000 734,000

農業集落排水事業特別会計繰出金 25,000 24,000

5 中央卸売市場第一市

場特別会計 2,683,000 2,840,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,900,000

施設整備　　　　　 　　　　　　　　　　　　　119,000

埋蔵文化財発掘調査 <新　規>

公債費　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　664,000

一般会計からの繰入金                                  215,000 229,000

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

6 中央卸売市場第二市

場・と畜場特別会計 798,000 819,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　 606,412

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　191,588

一般会計からの繰入金                                  713,000 734,000

7 農業集落排水事業

特別会計 47,000 61,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　  22,750

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  24,250

一般会計からの繰入金                                  25,000 24,000

（産業観光局－8）


