
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，緩やかな拡大が続いているが，その効果は市内の隅々まで行き渡ってお

らず，更なる地域経済の活性化が必要である。 

  そこで，事業者の「稼ぐ力」を最大限に引き出すことにより，経済の活性化を通じ 

 て，市民所得の向上と市民の豊かさの実感につなげていく。 

  ついては，３０年度予算編成では，以下の３点を施策展開の方針として掲げる。 

  事業の推進に当たっては，文化・芸術，福祉など，様々な分野との融合を更に推進し 

 ていくとともに，国，京都府及び大学等研究機関や，３１年春の「京都経済センター（仮 

 称）」開業を見据えた経済団体との連携を強化していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主な新規・充実事業   

＜政策的新規・充実事業＞  

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    20,000 千円 

次世代医療ＩＣＴ新事業創出推進事業                10,000 千円 

ＭＡＮＧＡナショナル・センター（仮称）誘致推進事業         17,000 千円 

京都・パリ友情盟約締結６０周年を契機とした産業・観光振興（京都・パリ友情盟約 

締結６０周年記念事業）                     10,000 千円 

京の商人（あきんど）育成塾                                       6,000 千円 

「京都×パリ」京ものアート市場開拓支援事業 （京都・パリ友情盟約締結６０周年  

記念事業）                             29,000 千円 

京都市伝福連携担い手育成支援事業                 5,000 千円 

京都伝統産業ふれあい館リニューアル事業 

           （債務負担行為設定 30 年度 0 千円，31 年度 265,000 千円） 

 

＜３０年度予算における施策展開の方針＞ 

  ①市外から稼ぐ力の向上 

   宿泊税を活用して，インバウンド需要の更なる取込み等に加え，市民生活と観 

  光との調和を図るとともに，京都の強みを活かした成長産業の振興，伝統産業の 

  海外展開等により，市外から稼ぐ力を向上させ，市内経済の規模を拡大していく。 

  ②経済の域内循環 

   働き方改革や担い手確保，事業承継をはじめとする中小企業の喫緊の課題に対 

  応するとともに，引き続き，中小企業の持続的発展のための連携強化や下支えに 

  取り組むことにより，市内での消費や投資を促し，市内での経済循環を進める。 

  ③未来への先行投資 

    京都の将来を見据え，学術研究・先端産業等用地の創出や卸売市場の整備，森 

  林の保全など，未来志向の投資にも果敢に取り組む。 
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京の企業働き方改革総実践プロジェクト               15,000 千円 

観光地等における混雑緩和策    全体事業費 118,283 千円（うち政策分50,000 千円）  

地域と連携した観光と市民生活との調和推進事業           6,000 千円 

旅館をはじめとする宿泊施設の経営強化・魅力発信支援 

                               全体事業費 43,400 千円（うち政策分33,600 千円） 

インバウンド需要獲得強化・マナー啓発事業                       34,800 千円 

観光・文化コンテンツの発信力強化事業              51,000 千円 

隠れた名所の活用等による観光地分散化              20,000 千円 

京都ＭＩＣＥブランド・コンテンツ強化事業            10,000 千円 

新規就農者育成・定住促進事業（「京都 京北未来かがやきビジョン」の推進） 

                                253,300 千円 

大規模集約型林業モデル事業                     19,000 千円 

 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

京の竹林再生・魅力発信事業                         4,500 千円 

＜特別会計＞ 

京都市中央市場施設整備                    （※）2,213,662 千円 

                 （※別途，２月補正前倒し分 2,663,000 千円） 

 京都市中央市場（食肉市場）施設整備             （※）588,109 千円 

                   （※別途，２月補正前倒し分 2,721,000 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 42,932,000 47,187,000

特別会計合計 5,870,000 6,298,000

1 商工振興対策 39,409,467 43,648,117

創業・新事業創出へ 未来創造型企業支援プロジェクト 27,702 28,046

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 12,850 16,900

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 13,260 13,861

新たな価値の創造による「知恵産業」推進事業 28,000 36,000

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

「知恵産業の森」京都創生事業

「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 50,000 53,000

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 25,807 27,436

振興事業

新事業創出型事業施設活用推進事業 22,512 25,781

企 業 立 地 促 進 戦略的企業誘致の推進 667,782 662,470

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 <政　策>

企業立地促進助成

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

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）
-107--107--107--107-



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

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 53,376 51,101

支援 地域科学技術実証拠点を活用した新事業創出推進事業

<政　策>

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

　進本部の運営

　　うち京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェ

　　クト活用分 1,300

京都市グリーン産業振興ビジョン推進事業

スマートシティ京都プロジェクト

　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

　　　　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 81,739 91,634

新事業創出）

次世代医療ＩＣＴ新事業創出推進事業 <政　策>

ライフサイエンスベンチャー創出支援事業

健康長寿産業創出支援事業

　うち京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト

　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

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 9,795 10,500

支援拠点事業

地域産学官共同研究拠点事業  113,220 116,420

高度分析試験器利用促進・人財育成事業（京都次世代も

のづくり産業雇用創出プロジェクト）

　　　　　　　　　　　　　  　　など

コンテンツ産業推進事業 80,900 63,100

ＭＡＮＧＡナショナル・センター（仮称）誘致推進事業

<政　策>

京都国際漫画賞の開催

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（京都次世代ものづくり

産業雇用創出プロジェクト）

　　　　　　　　　　　　など

産 業 振 興 対 策 中小企業海外展開支援事業 13,600 13,700

（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

京都高度技術研究所助成 152,670 152,902

京都館プロジェクト２０２０ 34,000 -

コラボ京都館，サロン京都館，京都館「のれん分け」，

バーチャル京都館 <政　策>

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 1,065,176 1,122,553

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 30,000

京都・パリ友情盟約締結６０周年を契機とした産業・観光 10,000 -

振興（京都・パリ友情盟約締結６０周年記念事業）

<政　策>

商 業 振 興 対 策 商店街等支援事業 44,260 50,260

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

　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 <政　策> 6,000 -

伝統産業振興対策 販路開拓，産地商品宣伝 24,151 20,562

明治１５０年記念伝統産業活性化支援事業（明治１５０

年関連） <政　策>

伝統産業の振興を目的とする事業への補助

「京都×パリ」京ものアート市場開拓支援事業（京都・パ 29,000 -

リ友情盟約締結６０周年記念事業） <政　策>

「伝統産業の日」関連事業 3,000 3,000

伝統産業技術の保存・担い手育成支援  21,277 19,777

京都市伝福連携担い手育成支援事業 <政　策>

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

若手職人等就業支援事業（京都次世代ものづくり産業雇

用創出プロジェクト）

（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

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 44,000 44,000

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（債務負担行為 - 15,000

設定） <政　策>

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 23,415 27,111

中小企業創業・経営支援事業 12,012 12,012

中小企業等チャレンジ支援事業 15,000 17,000

中小企業未来力創出支援事業

　　　　　　　　　　　　など

中小企業未来力会議の運営 3,000 3,000

融資制度預託金 36,000,000 40,000,000

京の企業働き方改革総実践プロジェクト <政　策> 15,000 -

京都中小企業担い手確保・定着支援事業 64,200 73,000

観光関連産業安定雇用促進事業 33,000 33,000

首都圏をはじめとする求職者に対する中小企業の魅力発

信事業

宿泊業，飲食サービス業等の安定雇用促進支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

「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 3,836

ものづくり産業雇用創出プロジェクト）

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 2,137

出プロジェクト）

（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

京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクトの活用事 21,500 21,500

業（再掲）

京都市未来創生企業成長プロジェクト（一部） 1,400 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 1,300

健康長寿産業創出支援事業（一部） 2,000 2,000

高度分析試験器利用促進・人財育成事業 3,720 3,720

京都コンテンツ産業基盤の構築 4,300 4,300

若手職人等就業支援事業 2,807 2,807

「全員参加型」イノベーション創造支援事業 3,836 3,836

統括マネジメント事業 2,137 2,137

2 観光振興対策 886,706 674,191

観光客受入環境整 観光と市民生活との調和を図る受入環境の整備 57,500 3,500

備 観光地等における混雑緩和策 <政　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

地域と連携した観光と市民生活との調和推進事業

<政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

宿泊施設・温泉振興 55,700 7,000

旅館をはじめとする宿泊施設の経営強化・魅力発信支援

<政　策>

京都の温泉観光魅力発信事業

　多言語対応，魅力発信などの充実 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　など

インバウンド需要獲得強化・マナー啓発事業 <政　策> 34,800 -

京都市認定通訳ガイド制度 18,700 20,500

京都市内産木材を活用した名所説明立札（駒札）設置事業 15,800 17,000

ユニバーサルツーリズム普及促進事業 5,104 2,594

ユニバーサル観光ナビなどの充実 <政　策>

市民による京都の魅力再発見事業 6,550 7,100

京 都 情 報 の 発 信 京都市版ＤＭＯ（京都観光を総合的に担う推進体制）の推 38,800 30,700

進

市民生活と観光の調和に向けた取組の推進 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（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・文化コンテンツの情報発信 117,671 69,071

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

海外観光宣伝事業

　　　　　　　など

海外情報発信・収集拠点の運営 36,485 36,485

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 53,100 30,100

隠れた名所の活用等による観光地分散化 <政　策>

明治・京都の精神文化に触れる観光メニューの造成・発

信（明治１５０年関連） <政　策>

京都の文化資源の魅力発信事業

複数自治体連携による海外富裕層誘客

京都の伝統文化，匠の技体験ツアーの開発・販売支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

修学旅行生誘致に向けた取組 16,000 8,000

満足度向上に向けた取組の充実 <政　策>

京都・花灯路 48,000 48,000

京の七夕 43,000 48,000

京都観光総合調査等の実施  15,270 17,070

ＭＩＣＥ誘致対策 コンベンション推進事業 48,810 50,535

ＭＩＣＥ開催誘致に向けた推進 65,349 48,349

京都ＭＩＣＥブランド・コンテンツ強化事業 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

観 光 案 内 所 運 営 京都総合観光案内所の運営 68,683 66,683

その他 臨時観光案内所の充実（観光地等における混雑緩和策）

<政　策>

3 農林振興対策 1,220,774 1,060,508

農 業 振 興 対 策 新規就農者の担い手確保・育成支援 303,624 55,627

新規就農者育成・定住促進事業（「京都　京北未来かが

やきビジョン」の推進） <政　策>

京の竹林再生・魅力発信事業 <新　規>

新規就農総合支援事業～農力開発～

担い手育成支援事業

（産業観光局－6）
-112--112--112--112-



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

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 10,089 10,512

農業の振興・啓発 19,460 20,700

京の旬野菜推奨事業など

京都発！日本の食文化発見・発信

農とふれあう総合体験型市民農園運営

農林畜水産業金融対策 25,260 25,352

畜水産振興 10,564 12,186

京北地域水産業支援事業（「京都　京北未来かがやきビ

ジョン」の推進）

家畜衛生防疫，京の川の恵みを活かす事業，畜産振興，

水産増殖

農業・農村多面的機能強化事業 81,671 84,211

農 業 基 盤 の 整 備 農業基盤整備事業 54,648 58,600

農業用里道・水路等管理対策 9,788 9,002

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 7,000 20,000

事業

林 業 振 興 対 策 森林整備の推進 197,492 169,810

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 <政　策>

林道等整備事業 25,100 23,100

林道施設長寿命化対策事業 <政　策>

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 32,600 35,000

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

（産業観光局－7）
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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

京都らしい森づくりの推進 57,040 73,765

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 25,200 53,800

マンガ・アニメ・映画を活用した市内産木材普及モデル

事業 <政　策>

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

　別途，新規就農者育成・定住促進事業（「京都 京北

　未来かがやきビジョン」の推進）においてペレットボ

　イラー整備支援分30,000を計上

総合獣害対策事業 97,200 86,000

野生鳥獣の市街地への侵入防止対策 <政　策>

山村都市交流の森運営 33,308 36,376

4 経済対策その他 1,415,053 1,804,184

経 済 対 策 そ の 他 計量検査委託等 60,000 60,747

中央卸売市場第一市場特別会計繰出金 737,000 855,000

中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金 464,000 751,000

農業集落排水事業特別会計繰出金 34,000 33,500

（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

5 中央卸売市場第一市

場特別会計 4,495,000 5,267,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　1,599,885

一般会計繰出金　　　　　　 　　　　　　　　 423,000

一般会計からの借入金の返還

施設整備 　　　　　 　　 　　　           2,213,662

公債費　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 258,453

３０年度末一般会計からの借入金残高見込　  6,195,334

　
一般会計からの繰入金                                        737,000 855,000

6 中央卸売市場第二市

場・と畜場特別会計 1,325,000 972,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,934

施設整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　588,109

公債費　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 185,957

一般会計からの繰入金                                        464,000 751,000

7 農業集落排水事業

特別会計 50,000 59,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,650

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,350

一般会計からの繰入金                                        34,000 33,500

（産業観光局－9）
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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

「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな森森森森をををを育育育育てるてるてるてる府民税府民税府民税府民税」」」」交付金交付金交付金交付金のののの活用事業活用事業活用事業活用事業（（（（再掲再掲再掲再掲））））

＜活用額＞ 126,900

(1) 災害(1) 災害(1) 災害(1) 災害にににに強強強強いいいい森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

　①京都市内産木材搬出支援           （産業観光局） 15,500

　②京都市林業用道路保全活動支援     （産業観光局） 17,100

(2) 京都(2) 京都(2) 京都(2) 京都らしいらしいらしいらしい森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

　③北部山間地域活性化プロジェクト   （産業観光局） 9,600

　④古都の美林を守る森林支援事業     （産業観光局） 13,000

　⑤京の竹林再生・魅力発信事業       （産業観光局） 4,500

　⑥宝が池公園森林環境保全再生事業　　   （建設局） 4,000

(3) 木(3) 木(3) 木(3) 木のあるまちづくりののあるまちづくりののあるまちづくりののあるまちづくりの推進推進推進推進

　⑦生きものフェスタin宝が池公園～生物多様性の恵み 1,000

　　・いのちのつながりを知ろう～　　 （環境政策局）

　⑧二条城の保存・活用推進　　　　　 （文化市民局） 1,300

　⑨市内産木材を利用したちびっこひろばの整備事業 5,900

　                                   （文化市民局）

　⑩ふれあい広場の整備 　　　（文化市民局・上京区） 1,000

　⑪楽しもう食育，はじめよう木育～はじめの一口を手 700

　　づくりスプーンで～       （文化市民局・上京区）

　⑫マンガ・アニメ・映画を活用した市内産木材普及モ 4,600

　　デル事業　   　　　　　　　 　   （産業観光局）

　⑬京都館プロジェクト２０２０　     （産業観光局） 5,000

　⑭京都市内産木材を活用した名所説明立札（駒札）設 15,800

　　置事業　　　　　　　             （産業観光局）

　⑮京都市内産木材の情報発信強化     （産業観光局） 10,000

　⑯市内産木材総合需要拡大事業　     （産業観光局） 4,500

　⑰「出張型児童館」等地域の企業等と住民との協働し 1,600

    た子育て支援事業 （子ども若者はぐくみ局・南区）

　⑱木まなびあそびによるはぐくみ文化創造事業 1,300

　　　　　　　     （子ども若者はぐくみ局・西京区）

　⑲みやこ杣木を活用した学校備品整備 （教育委員会） 6,000

  ⑳みやこ杣木を活用した京都市平安京創生館展示品整 3,300

　　備　　 　　　　　　　　　　　　　（教育委員会）

　 木のぬくもりのある図書館づくり 　（教育委員会） 1,200

（産業観光局－10）
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