
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，堅調に推移する設備投資や観光消費などに支えられ，緩やかな拡大が続

いている一方，深刻な担い手不足，新型コロナウイルス感染症の発生及び海外情勢の影

響等，先行きには不透明感があるため，引き続き注視するとともに，消費税率引き上げ

後の動向にも万全を期す必要がある。 

令和２年度予算では，経済界等とあらゆる産業分野で連携しながら，府市協調のもと，

地域企業の成長と下支えはもとより，世界有数のスタートアップ拠点都市の構築，京の

食文化の魅力をいかした経済振興，市民生活と観光の調和，農林業の更なる振興に重点

を置き，京都経済の持続的発展と市民生活の豊かさの実現に取り組んでいく。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主な新規・充実事業   

＜政策的新規・充実事業＞  

 京都スタートアップ・エコシステム推進プロジェクト～「スタートアップの都・京都」

を目指して～                           34,500 千円 

地域企業応援プロジェクト  

全体事業費 1,125,200 千円（うち政策分 1,094,300 千円） 

   地域企業「担い手交流」チャレンジプログラム，地域企業「東京圏在住者」雇用促

進事業，地域企業「外国人」雇用促進事業，地域企業事業継続力強化支援事業，事

業承継に係る後継者支援事業 

 グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト 

                全体事業費 54,500 千円（うち政策分 10,000 千円） 

 スマートキャンパス京都モデル構築推進事業 

コンテンツ産業推進事業     全体事業費 83,100 千円（うち政策分 8,000 千円） 

 京都国際マンガ・アニメ大賞の実施 

 商店街地域資源活用事業                      15,000千円 

景気の先行きリスク等に備えた消費喚起対策           3,020,000千円 

  伝統産業の情報発信強化    全体事業費 69,232 千円（うち政策分 10,000 千円） 

    京都伝統産業ミュージアムリニューアルオープン記念事業 

 

＜令和２年度予算における重点施策＞ 

①地域企業のイノベーション・持続的発展への支援 

②「スタートアップの都・京都」に向けた京都ならではのエコシステムの構築 

③世界に誇る京の食文化の魅力をいかした地域経済の活性化 

④観光課題解決に向けた市民生活と観光の調和を図る取組の推進 

⑤新たなビジネスモデル，新技術の活用による農林業の振興 
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 市民生活と観光の調和を図る受入環境の整備  

               全体事業費117,636千円（うち政策分57,000千円） 

  地域の実情に応じたマナー対策等の強化，観光バスの路上滞留対策等強化事業， 

  地域と連携した観光課題解決等推進事業 

 観光客向け誘致宣伝・観光客の分散化の推進 

                全体事業費246,500千円（うち政策分40,000千円） 

 広域インバウンドプロモーション，朝・夜観光など幅広い京都の魅力向上事業， 

 「食の京都」推進事業 

 農業の振興・啓発       全体事業費 46,949 千円（うち政策分 33,700 千円） 

  竹林再生ビジネスモデル構築事業，農福連携による新京野菜普及促進事業，京の農

山村資源を活用したグリーンツーリズム推進事業，スマート農業実装推進事業 

森林整備の推進        全体事業費212,035千円（うち政策分20,000千円） 

  新たな森林経営担い手支援事業 

 災害に強い森づくりの推進  全体事業費 157,300 千円（うち政策分 135,200 千円） 

  重要インフラ施設周辺森林整備事業，風倒木被害地の再生支援事業，危険木伐採支

援事業，災害復旧に向けた倒木対策の推進（高性能林業機械の導入） 

＜特別会計＞ 

京都市中央市場施設整備                    （※）1,126,895 千円 

                 （※別途，２月補正前倒し分 5,331,000 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 37,118,000 40,982,000

特別会計合計 5,552,000 5,620,000

1 商工振興対策 32,731,448 37,178,722

創業・新事業創出へ 京都スタートアップ・エコシステム推進プロジェクト 34,500 -

の支援 ～「スタートアップの都・京都」を目指して～ <政　策>

未来創造型企業支援プロジェクト 25,500 27,700

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

京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事業 11,300 12,300

新たな価値の創造による「知恵産業」推進事業 30,900 34,100

地域企業応援プロジェクト（創業・新事業創出への支

 援）

　創業・イノベーション拠点創生事業

　ベンチャー型事業承継支援事業

ものづくりベンチャー戦略拠点の運営

「京都知恵産業フェア」の開催

次世代産業×大学発ベンチャー　社会課題解決のための技 10,000 -

術開発プロジェクト <政　策>

京都市成長産業創造センター運営 45,000 47,500

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 25,539 25,400

振興事業

新事業創出型事業施設活用推進事業 22,000 22,200

企 業 立 地 促 進 戦略的企業誘致の推進 522,400 527,700

企業立地促進助成

　新たな市内への立地に伴う市民を雇用する企業への支

　援の拡充など（債務負担行為設定） <政　策>

京都市内におけるオフィス需給等実態調査 <政　策>

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>

　　　　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）
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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

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 54,500 49,400

支援 スマートキャンパス京都モデル構築推進事業 <政　策>

革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進事業

地域科学技術実証拠点を活用した新事業創出推進事業

　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 81,300 80,200

新事業創出）

京都発革新的医療技術研究開発助成事業 <政　策>

次世代医療ＩＣＴ新事業創出推進事業

ライフサイエンスベンチャー創出支援事業

医工薬産学公連携支援事業

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 9,500 9,800

支援拠点事業

地域産学官共同研究拠点事業  102,455 104,400

コンテンツ産業推進事業 83,100 85,600

京都国際マンガ・アニメ大賞の実施 <政　策>

京都コンテンツによる魅力発信事業（海外への情報発信

強化）

ＭＡＮＧＡナショナル・センター（仮称）誘致推進事業

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

産 業 振 興 対 策 中小企業海外展開支援事業 14,000 19,100

京都高度技術研究所助成 152,123 152,891

京都館プロジェクト 21,500 14,000

首都圏における京都の産業・文化の魅力発信事業～新京

都館プロジェクト～ <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 1,016,000 948,000

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 20,000

京都経済センターオープンイノベーションの推進（京都経 22,798 23,800

済センターを核とした産業振興事業）

（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

商 業 振 興 対 策 商店街等支援事業 60,300 47,300

商店街地域資源活用事業 <政　策>

商店街等環境整備事業

　施設設置・改修事業補助

　空き店舗対策事業補助

商店街等競争力強化事業

　景気の先行きリスク等に備えた消費喚起対策 <政　策>

　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 5,600 6,100

伝統産業振興対策 伝統的工芸品月間国民会議全国大会　京都大会 <政　策> 35,000 -

販路開拓，産地商品宣伝 39,242 27,500

「伝統産業の日」年間を通じた魅力発信事業 <政　策>

景気の先行きリスク等に備えた消費喚起対策 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

「京都×パリ」京ものアート市場開拓支援事業 22,220 29,000

伝統産業技術の保存・担い手育成支援  15,756 18,400

京もの担い手育成事業（地域企業応援プロジェクト）

京都市伝福連携担い手育成支援事業

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

京の「匠」ふれあい事業 18,000 20,000

伝統産業の情報発信強化 69,232 339,000

京都経済センターを核とした産業振興事業

　繊維産業振興事業

京都伝統産業ミュージアム運営（旧：京都伝統産業ふれ

あい館運営）

　京都伝統産業ミュージアムリニューアルオープン記念

　事業 <政　策>

　京都伝統産業ミュージアムを核とした新たな伝統産業

　振興事業など

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

（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

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 23,000 23,400

中小企業創業・経営支援事業 12,200 12,100

地域企業応援プロジェクト（中小企業振興対策） 109,400 18,500

地域企業「担い手交流」チャレンジプログラム <政　策>

地域企業「東京圏在住者」雇用促進事業 <政　策>

地域企業「外国人」雇用促進事業 <政　策>

地域企業事業継続力強化支援事業 <政　策>

事業承継に係る後継者支援事業 <政　策>

　信用保証料の補助

地域企業未来力創出コーディネート事業

地域企業顕彰制度

融資制度預託金 29,000,000 31,000,000

事業承継に係る後継者支援事業（地域企業応援プロジェ

クト） <政　策>

景気の先行きリスク等に備えた消費喚起対策 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

京の企業働き方改革総実践プロジェクト 13,600 13,600

京都中小企業担い手確保・定着支援事業 54,300 64,300

地域企業応援プロジェクト（再掲） 1,125,200

創業・イノベーション拠点創生事業 10,000

ベンチャー型事業承継支援事業 3,000

京もの担い手育成事業 2,800

地域企業「担い手交流」チャレンジプログラム 20,000

地域企業「東京圏在住者」雇用促進事業 31,000

地域企業「外国人」雇用促進事業 20,900

地域企業事業継続力強化支援事業 13,700

事業承継に係る後継者支援事業 1,008,700

地域企業未来力創出コーディネート事業 13,000

地域企業顕彰制度 2,100

景気の先行きリスク等に備えた消費喚起対策（再掲） 3,020,000

融資制度預託金 3,000,000

消費喚起に向けた販売促進支援 20,000

（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

2 観光振興対策 1,199,182 1,321,589

観光客受入環境整 市民生活と観光の調和を図る受入環境の整備 117,636 64,100

備 地域の実情に応じたマナー対策等の強化 <政　策>

観光バスの路上滞留対策等強化事業 <政　策>

地域と連携した観光課題解決等推進事業 <政　策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

宿泊観光の振興 48,200 46,300

地域協働・貢献型宿泊施設促進制度

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>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

観光関連産業の担い手確保・育成支援 28,400 60,900

観光関連産業担い手創造・育成プロジェクト

                                      など

外国人観光客受入環境整備と消費拡大 80,000 88,300

世界的なスポーツイベントを契機としたおもてなし強化

事業

　など

京 都 情 報 の 発 信 京都市ＤＭＯ（京都観光を総合的に担う推進体制）の推進 62,118 80,960

伝統文化・伝統産業等の振興と消費拡大 <政　策>

京都観光のあゆみ継承事業 <政　策>

　　　　　　　　　　　　など

観光・文化コンテンツの情報発信 117,740 209,830

国内外向けの京都観光オフィシャルサイトの運営

　　　　　　                            　など

海外への情報発信強化 60,306 63,800

海外富裕層誘致の推進

                　など

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 246,500 240,020

広域インバウンドプロモーション <政　策>

朝・夜観光など幅広い京都の魅力向上事業 <政　策>

「食の京都」推進事業 <政　策>

「とっておきの京都」プロジェクト

　　　　　　　　　　　　　　　など

修学旅行生誘致に向けた取組 14,400 14,400

（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

京都観光総合調査等の実施 23,102 15,470

京都観光総合調査アップグレード事業 <政　策>

ＭＩＣＥ誘致対策 ＭＩＣＥ推進事業 161,749 150,249

ＭＩＣＥ地域貢献推進事業 <政　策>

第１４回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）

開催支援 <政　策>

　　　など

観 光 案 内 所 運 営 京都総合観光案内所の運営 86,119 83,320

その他 臨時観光案内所の充実（世界的なスポーツイベントを

契機としたおもてなし強化事業）

　　　　　　　　　　　　　　など

3 農林振興対策 1,284,870 1,205,795

農 業 振 興 対 策 新規就農者の担い手確保・育成支援 51,297 56,200

新規就農総合支援事業～農力開発～

担い手育成支援事業

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 10,063 15,387

農業の振興・啓発 46,949 26,400

竹林再生ビジネスモデル構築事業 <政　策>

農福連携による新京野菜普及促進事業 <政　策>

京の農山村資源を活用したグリーンツーリズム推進事業

<政　策>

スマート農業実装推進事業 <政　策>

京の旬野菜推奨事業

　　　　　　　　など

農林畜水産業金融対策 15,300 15,300

畜水産振興 10,033 10,043

家畜衛生防疫，畜産振興，水産増殖など

農業・農村多面的機能強化事業 97,909 80,400

農 業 基 盤 の 整 備 農業基盤整備事業 38,898 38,898

農業用里道・水路等管理対策 10,118 10,118

（産業観光局－6）
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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

農業用施設防災・減災対策の推進 50,840 35,500

ため池水位検知システム導入事業 <政　策>

農業用水路に治水機能を付加した雨に強いまちづくり

推進事業

　　　など

林 業 振 興 対 策 森林整備の推進 212,035 198,000

新たな森林経営担い手支援事業 <政　策>

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

京都市版森林管理システム構築事業

林業基盤整備事業 58,700 35,913

丹波広域基幹林道改良事業 <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 157,300 26,600

重要インフラ施設周辺森林整備事業 <政　策>

風倒木被害地の再生支援事業 <政　策>

危険木伐採支援事業 <政　策>

災害復旧に向けた倒木対策の推進（高性能林業機械の導

入） <政　策>

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

京都らしい森づくりの推進 44,711 50,382

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 33,800 24,600

市内産木材を使った京のまちなみ推進事業 <政　策>

未利用木材の利用促進事業 <政　策>

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

総合獣害対策事業 86,787 94,000

山村都市交流の森運営 29,308 31,308

（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

災 害 対 策 農林災害復旧 170,000 291,000

災害復旧に向けた倒木対策の推進

　　　　　　　　　　　　　　など

4 経済対策その他 1,902,500 1,275,894

経 済 対 策 そ の 他 地域経済構造分析事業 <政　策> 19,400 -

計量検査委託等 59,600 59,700

中央卸売市場第一市場特別会計繰出金 678,000 638,000

中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰出金 466,000 351,000

農業集落排水事業特別会計繰出金 37,100 34,000

基金積立金 500,867 78,073

公共施設等整備管理基金

産業振興基金

森林経営管理基金

京都の優れた景観を保全し形成する事業基金

5 中央卸売市場第一市

場特別会計 4,058,000 4,681,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　1,850,563

一般会計繰出金　　　　　　 　　　　　　　　 367,000

一般会計からの借入金の返還

施設整備 　　　　　 　　 　　　           1,126,895

公債費　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 713,542

２年度末一般会計からの借入金残高見込　　  5,213,706

　
一般会計からの繰入金                                        678,000 638,000

6 中央卸売市場第二市

場・と畜場特別会計 1,422,000 887,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　699,045

一般会計繰出金                              458,000

施設整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,000

公債費　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 253,955

一般会計からの繰入金                                        466,000 351,000

（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

7 農業集落排水事業

特別会計 72,000 52,000

管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,614

管路接続　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,000

基金積立金　　                                 　42

農業集落排水事業基金

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,344

一般会計からの繰入金                                        37,100 34,000

（産業観光局－9）
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