
産業観光局予算の概要 
 

１ 予算編成に当たっての考え方 

  人口の減少や，経済のグローバル化及び高度情報化の進展といった社会の変化に的確 

 に対応し，京都経済の活性化を図り，産業の振興を通じて市民の暮らしと地域社会を支 

 える必要がある。 

  そのため，２８年度予算編成においては，「はばたけ未来へ！ 京プラン」や「まち・ 

 ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略に掲げる京都の未来像の実現に向け， 

  ①安定した雇用と安定した所得の確保 

  ②本市経済の活性化と市税収入の増加 

  ③地域の賑わいと魅力づくり 

 の３つを柱として，地域経済の好循環につながるよう，産業振興と地域振興を総合的に 

 展開していく。 

  ついては，以下の４項目を重点分野として掲げ，国・京都府・経済界等との連携を強 

 化しながら，その各種施策における取組の効果が地域の隅々にまで行き渡るよう取組を 

進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主な新規・充実事業   

＜政策的新規・充実事業＞  

 京都中小企業担い手確保・定着支援事業               85,000 千円 

  中小企業振興会議（仮称）の創設                   3,000 千円 

 企業誘致を推進するための新たな産業用地の創出に向けた調査     12,000千円 

 京都観光を総合的に担う推進体制（ＤＭＯ）の構築及び観光案内機能の強化 

                                  21,700千円 

  京都市認定通訳ガイド制度   全体事業費 22,000 千円(うち政策枠 12,000 千円) 

 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（補正）  22,600 千円 

   「豊かな森を育てる府民税」交付金を活用した森づくりと市内産木材の需要創出 

                                 95,000 千円 

   災害に強い森づくりの推進（木材の搬出や林業用道路の保全に対する支援など)                         

  京都らしい森づくりの推進（京都三山の森再生など） 

 木のあるまちづくりの推進 (市内産木材を活用した名所説明立札(駒札)設置など)  

＜重点分野＞…相互分野間での政策融合 

  ①京都の強みを生かした成長戦略の推進 

 ②地域経済や暮らしを支え・牽引する中小企業の持続的発展 

 ③世界があこがれる観光都市「京都」への飛躍 

 ④活力ある農林業の構築と食文化を支える流通体制の強化 
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 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

 京都経済センター（仮称）の整備                 523,000 千円 

 中小企業知的財産活用強化プログラム                 900 千円 

京都市産業技術研究所創設１００周年記念事業            3,000 千円 

 

＜特別会計＞ 

京都市中央市場施設整備                      2,035,856 千円 

 京都市中央市場（食肉市場）施設整備            （※）107,000 千円 

                   （※別途，２月補正前倒し分 1,243,000 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 59,540,000 82,702,000

特別会計合計 5,170,000 4,194,652

1 商工振興対策 56,134,766 79,433,774

創業・新事業創出へ 未来創造型企業支援プロジェクト 40,546 48,009

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

京都市未来創生企業成長プロジェクト <政策枠> 17,900 -

うち京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト

(仮称)活用分 1,400

 京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事業 17,800 17,800

「知恵産業の森」京都創生事業 <政策枠> 28,000 -

「京都知恵産業フェア」の開催 <政策枠> 10,000 -

京都市成長産業創造センター運営 56,000 54,000

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 28,317 30,411

振興事業

新事業創出型事業施設活用推進事業 25,781 27,290

企 業 立 地 促 進 戦略的企業誘致の推進 18,644 6,644

企業誘致を推進するための新たな産業用地の創出に向け

た調査 <政策枠>

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 550,000 502,035

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 41,468 45,111

支援 京都産業エコ・エネルギー推進機構への助成

　販路開拓など事業化段階での取組支援，産業EMS推進

　本部の設置 <政策枠>

　　うち京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェ

　　クト(仮称)活用分 1,300

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）

-101-



千円 千円

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

京都市グリーン産業振興ビジョン推進事業 9,000 -

「京都スマートシティエキスポ2016」の開催 <政策枠> 5,000 -

スマートシティ京都プロジェクト 8,143 39,243

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

業など

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 99,728 88,330

新事業創出)

健康長寿産業創出支援事業 <政策枠>

　うち京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト

　(仮称)活用分 2,000

京都市ライフイノベーション推進戦略事業

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

地域イノベーション戦略推進事業 27,500 27,500

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

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 10,500 -

支援拠点事業

地域産学官共同研究拠点事業  117,892 122,323

高度分析試験器利用促進・人財育成事業(京都次世代もの 3,720 -

づくり産業雇用創出プロジェクト(仮称)) <政策枠>

 

コンテンツ産業推進事業  80,000 72,000

マンガ・アニメを活用した賑わい創出事業 <政策枠>

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 CMEX2016(KYOTO Cross Media Experience2016)

開催など

京都コンテンツの海外向け情報発信の強化(新産業振興) 6,000 -

京都コンテンツ産業基盤の構築(京都次世代ものづくり産 4,300 -

業雇用創出プロジェクト(仮称)) <政策枠>

産 業 振 興 対 策 中小企業海外展開支援事業 14,700 14,700

京都クリエイティブ海外展開助成 2,000 2,000

（産業観光局－2）
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千円 千円

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

中小企業知的財産活用強化プログラム <新　規> 900 ‐

京都高度技術研究所助成 150,970 147,098

「京都館」運営 129,947 129,947

首都圏を中心とした京都情報の発信強化事業 <政策枠> 10,000 -

産業技術研究所運営費交付金 1,106,402 1,029,081

京都市産業技術研究所創設100周年記念事業 <新　規>

京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター創造事業 32,000 -

京都経済センター(仮称)の整備 <新　規> 523,000 -

商 業 振 興 対 策 商店街等支援事業 49,511 51,280

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

　地域の魅力アップ貢献事業補助など

商店街街路灯LED化推進事業 5,000 5,000

伊藤若冲生誕300年記念商業活性化支援事業 <政策枠> 7,000 -

都心部地域商業活性化事業 2,000 2,500

空き店舗流通促進モデル事業 3,500 4,000

伝統産業振興対策 販路開拓，産地商品宣伝 24,739 26,585

伝統産業の振興を目的とする事業への補助など

伊藤若冲生誕300年記念伝統産業活性化支援事業 <政策枠> 4,000 -

「伝統産業の日」関連事業 3,770 8,770

KYO-MONO is COOL!プロジェクト 7,000 -

伝統産業技術の保存・育成  18,770 18,862

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

（産業観光局－3）
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千円 千円

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

若手職人等就業支援事業(京都次世代ものづくり産業雇用 2,807 -

創出プロジェクト(仮称)) <政策枠>

京の「匠」ふれあい事業 20,000 20,000

京都伝統産業ふれあい館運営 25,000 27,000

伝統産業設備改修等補助 45,000 20,000

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

中小企業パワーアッププロジェクト 27,111 35,374

中小企業創業・経営支援事業 15,012 15,012

窓口相談・専門家派遣など

中小企業等チャレンジ支援事業 <政策枠> 19,000 -

中小企業振興会議(仮称)の創設 <政策枠> 3,000 -

融資制度預託金 52,000,000 76,000,000

京都中小企業担い手確保・定着支援事業 <政策枠> 85,000 -

「全員参加型」イノベーション創造支援事業(京都次世代 3,836 -

ものづくり産業雇用創出プロジェクト(仮称)) <政策枠>

統括マネジメント事業(京都次世代ものづくり産業雇用創 2,137 -

出プロジェクト(仮称)) <政策枠>

京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト(仮称) 21,500

の活用事業(再掲)

京都市未来創生企業成長プロジェクト(一部) 1,400

グリーンイノベーション創出総合支援事業の充実(一部) 1,300

健康長寿産業創出支援事業(一部) 2,000

高度分析試験器利用促進・人財育成事業 3,720

京都コンテンツ産業基盤の構築 4,300

若手職人等就業支援事業 2,807

「全員参加型」イノベーション創造支援事業 3,836

統括マネジメント事業 2,137

（産業観光局－4）
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千円 千円

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

2 観光振興対策 706,044 617,936

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 22,888 22,888

メディア支援センター運営 24,364 24,371

京都観光を総合的に担う推進体制(DMO)の構築及び観光案 21,700 -

内機能の強化 <政策枠>

京都コンテンツの海外向け情報発信の強化(観光振興) 12,000 -

観 光 客 誘 致 対 策 国内観光客向け誘致宣伝 34,929 34,929

京都暮らし旅・通年型観光の推進

修学旅行生の更なる誘致に向けた事業強化

観光京都展開催など

海外観光客向け誘致宣伝 39,250 41,150

複数自治体連携による海外富裕層誘客 <政策枠>

海外新規市場の開拓

海外観光宣伝事業

海外情報発信・収集拠点の運営 33,208 33,208

京都・花灯路 48,000 48,000

京の七夕 54,000 57,000

地域主体の取組への支援など

京都の食を活かした観光による地域活性化事業 <政策枠> 3,700 -

京都観光総合調査等の実施  16,829 21,689

観光客受入環境整 市民による京都の魅力再発見事業 7,298 7,298

備

木のあるまちづくりの推進

京都市内産木材を活用した名所説明立札(駒札)設置事 18,500 -

業 <政策枠>

観光経営を学ぶ高等教育の推進 6,000 6,000

京都市認定通訳ガイド制度 22,000 -

京都市認定通訳ガイド(特区通訳案内士)の活躍支援

<政策枠>

など

（産業観光局－5）
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千円 千円

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

外国人観光客の買物環境向上事業 <政策枠> 18,000 -

コンベンション誘 コンベンション推進事業 52,167 51,943

致対策

コンベンション開催支援事業 45,100 12,500

MICE誘致強化事業など

グローバルMICE都市としてのマーケティング戦略推進事業 10,500 -

東京都との連携による共同での情報発信 <政策枠>

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

「全国商工会議所観光振興大会2016 in 京都」の開催支援 3,000 -

<政策枠>

観 光 案 内 所 運 営 京都総合観光案内所の運営 66,883 68,983

その他

3 農林振興対策 1,158,796 1,674,263

農 業 振 興 対 策 新規就農総合支援事業～農力開発～ 45,510 42,720

担い手育成支援事業 30,476 9,676

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 17,895 19,564

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 10,955 17,255

京の旬野菜推奨事業

京の農林秋まつり

　　　　　　　など

「京の花」産業振興戦略の推進～京の花文化の継承～ 8,000 -

<政策枠>

京都らしい森づくりの推進 7,000 -

京都竹の里再生モデル事業 <政策枠>

京の食文化を支える京野菜の生産・流通・消費体制強化事 8,000 11,400

業

（産業観光局－6）
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千円 千円

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

「京都　京北未来かがやきビジョン」の推進 12,000 -

京北京野菜生産応援事業 <政策枠>

農とふれあう総合体験型市民農園運営 5,000 7,000

生産技術高度化施設導入事業 2,432 197,900

左京区役所共同事業

「農」を活かした北部山間地域魅力創造プロジェクト

(区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算)　2,600

農林畜水産業金融対策 25,492 25,612

畜水産振興 10,671 11,134

家畜衛生防疫，畜産振興，水産増殖

農業・農村多面的機能強化事業 88,393 88,200

農 業 基 盤 の 整 備 農業基盤整備事業 69,500 62,500

「京都　京北未来かがやきビジョン」の推進 1,000 -

京北水田フル活用プロジェクト生産基盤の整備

<政策枠>

農業用施設防災・減災対策事業 31,000 20,000

農業用里道・水路等管理対策 15,088 17,530

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 53,100 39,100

事業

樒原(しきみがはら)営農環境整備事業 9,910 5,700

林 業 振 興 対 策 森林整備事業 110,800 110,800

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 62,200

林業担い手対策事業 13,185 14,904

林道等整備事業 23,035 24,600

市内産木材活用林道改良事業など

市内産木材総合需要拡大事業 16,950 347,950

市内産木材の屋外広告への利用に対する支援，地域産材

利用促進強化事業など

（産業観光局－7）
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千円 千円

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

木質ペレット需要拡大事業 6,000 26,600

木質ペレットストーブ設置助成

木質ペレットボイラー設置助成(債務負担行為設定)

災害に強い森づくりの推進 32,500 -

京都市内産木材搬出支援 <政策枠>

京都市林業用道路保全活動支援 <政策枠>

京都らしい森づくりの推進 62,900 42,000

四季・彩りの森復活プロジェクト

京都三山の森再生 <政策枠>

古都の美林を守る森林支援事業 <政策枠>

木のあるまちづくりの推進 10,000 -

京都市内産木材の情報発信強化 <政策枠>

「京都　京北未来かがやきビジョン」の推進 10,500 -

京都“悠久の灯(あかり)”プロジェクトの推進

<政策枠>

「京北森林公園」利用促進事業 <政策枠>

「森の京都博」の開催 <政策枠> 4,000 -

有害鳥獣被害対策 94,800 101,910

森林病害虫被害防止対策事業 16,595 19,166

松くい虫防除事業など

山村都市交流の森運営 40,791 43,441

運営管理委託など

「豊かな森を育てる府民税」交付金の活用事業(再掲) 95,000

　総事業費95,000のうち，活用額89,000

災害に強い森づくりの推進

　京都市内産木材搬出支援 17,500

　京都市林業用道路保全活動支援 15,000

京都らしい森づくりの推進

　京都三山の森再生 14,000

　古都の美林を守る森林支援事業 13,000

　京都竹の里再生モデル事業 7,000

木のあるまちづくりの推進

　京都市内産木材を活用した名所説明立札(駒札)設置事 18,500

　業

　京都市内産木材の情報発信強化 10,000

（産業観光局－8）
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千円 千円

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

4 経済対策その他 1,540,394 976,027

経 済 対 策 そ の 他 京都市産業連関表作成等地域の産業構造分析 23,000 5,143

局情報提供事業 3,984 9,714

計量検査委託等 61,635 32,218

中央卸売市場第一市場特別会計繰出金 671,000 181,000

中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金 651,000 634,000

農業集落排水事業特別会計繰出金 25,000 25,000

5 中央卸売市場第一市

場特別会計 4,261,000 2,610,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　1,756,497

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　　　　　 　　 　　　　　　　　　2,035,856

公債費　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 195,647

２８年度末一般会計からの借入金残高見込　  6,255,000

一般会計からの繰入金                                        671,000 181,000

6 中央卸売市場第二市

場・と畜場特別会計 860,000 1,071,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　637,151

施設整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,000

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  115,849

一般会計からの繰入金                                        651,000 634,000

（産業観光局－9）
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千円 千円

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

7 農業集落排水事業

特別会計 49,000 51,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,617

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,383

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

（産業観光局－10）
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