
平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

知事直轄組織 京都府名誉友好大使任命事業費
府内大学等に在学の留学生を名誉友好大使に任命し、府、市町村等が実施する国際化事業への参
加、協力

6

知事直轄組織
財団法人京都府国際センター運営
助成費

府民の国際理解促進、情報提供事業等（財）京都府国際センターが行う事業及び運営に係る助成金 93

知事直轄組織
ジャワ島地震被災地復興協力事
業費

ジャワ島地震で大きな被害を受けたジョクジャカルタ特別区に対する建築・防災等の専門家の派遣等
による復興支援

4

知事直轄組織
エジンバラ友好提携１０周年記念
事業費

京都府とエジンバラ市との友好提携１０周年を記念し、京都でエジンバラの紹介展示等のイベントを
実施

4

知事直轄組織
２００８年関西サミット京都開催支
援事業費

２００８年関西サミット京都推進会議（仮称）への分担金 15

知事直轄組織 総合庁舎防災設備整備費 綾部総合庁舎の自家発電機整備工事 18

知事直轄組織 地域戦略推進費
広域振興局ごとに策定する地域振興計画に基づく、総合的、戦略的な視点による地域づくりの推進
等

64

総務部 情報共有化推進事業費 情報共有化を推進するためのシステムの運用等に要する経費 70

総務部 電子申請推進費 電子申請システムの運用等に要する経費 83

総務部 財務業務改革推進費 予算編成、財務会計及び決算管理の機能を統合したシステムの運用等に要する経費 126

総務部 総務事務集中化推進費 ITを活用した総務事務の集中化に要する経費 182
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

総務部 統合型ＧＩＳ推進事業費 統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の運用等に要する経費 82

総務部 東京Ｕターンセンター事業費 府内企業の採用情報の提供など、首都圏からのＵ・Ｉターン希望者に対する支援に要する経費 1

総務部 税務電算再構築・業務改革推進費 税務電算再構築・業務改革推進に要する経費 376

総務部 市町村未来づくり交付金 地方分権時代にふさわしい市町村の未来づくりに資する事業に対する交付金 2,000

総務部 消防団等活動活性化充実事業費 消防団等の資機材整備並びに消防団員激励事業等に対する補助金等 137

総務部 消防広域化等推進事業費 消防指令業務の共同運用及び消防体制のあり方検討に要する経費 5

総務部 原子力防災対策事業費 緊急時連絡網・資機材の整備、原子力防災専門委員の設置等 88

総務部 統計情報システム運用費 統計データを容易かつ効率的に入手できる統計情報検索システム等の運用に要する経費 12

総務部 歴史的建造物等保存伝承事業費 社寺等が保有する文化資料の保全事業等に対する補助金 90

総務部
祇園祭山鉾懸装品新調事業費補
助金

祇園祭山鉾懸装品の新調事業に対する補助金 15

総務部 私立学校教育振興補助金 私立学校の運営費等に対する補助金 19,457
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

総務部 子育てサポートセンター事業費 私立幼稚園における地域子育て支援活動事業に対する補助金 28

総務部 電子カルテシステム整備費 電子カルテシステムを導入するために必要な開発等に要する経費 792

総務部
外来診療棟等（第１期）建設事業
費

外来診療棟等の第１期建設工事に要する経費 4,543

総務部 府立の大学改革推進費 府立の大学改革の推進に要する経費 83

企画環境部 行政経営品質向上推進費 行政経営品質の向上に向けた推進体制の維持・充実等 13

企画環境部
丹後海と星の見える丘公園府民参
加推進費

丹後海と星の見える丘公園施設を府民参加により充実 27

企画環境部 丹後海と星の見える丘公園管理費 丹後海と星の見える丘公園の管理費及び体験学習教室事業の運営費 44

企画環境部 京都学生祭典開催助成費 京都に学ぶ学生が主体となって実施する「京都学生祭典」の開催に対する助成 5

企画環境部
関西文化学術研究都市建設推進
費

関西文化学術研究都市の建設促進等に要する経費 74

企画環境部
けいはんな新産業フロンティア創
出事業費

学研都市に集積する研究開発シーズを活用した事業化の取組みを支援 11

企画環境部
学研都市発新産業創出・交流推進
事業費

知的クラスター事業等の研究成果の事業化や、国際研究交流等を推進し、学研都市発の新産業創
出を総合的に展開

20
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

企画環境部 山陰本線複線化整備事業費 ＪＲ山陰本線（京都～園部間）複線化整備、亀岡駅舎・嵯峨嵐山駅舎橋上化等整備 2,387

企画環境部
京都市高速鉄道建設促進支援事
業費

京都市営地下鉄東西線延伸事業（二条～天神川）に対する助成等 256

企画環境部
鉄道駅舎バリアフリー化設備整備
事業費

鉄道駅舎のバリアフリー化整備事業に対する助成（京阪四条駅、京阪七条駅、京阪伏見桃山駅、ＪＲ
稲荷駅、ＪＲ馬堀駅、近鉄桃山御陵前駅、近鉄大久保駅）

109

企画環境部 地下駅火災対策施設整備事業費
地下駅における火災対策施設（避難通路、排煙設備）の整備に対する助成（阪急河原町駅、阪急大
宮駅、阪急西院駅）

90

企画環境部 生活交通ネットワーク構築支援費 過疎地域等における効果的・効率的な公共交通ネットワークの構築等に対する助成 397

企画環境部 関西国際空港株式会社出資金 空港整備事業に係る関西国際空港（株）への出資金 31

企画環境部
関西国際空港集客・利用促進事業
分担金

関西国際空港の集客・利用促進のためのキャンペーン等を実施する関西国際空港全体構想促進協
議会に対する分担金

10

企画環境部
大学との協働による地域活性推進
費

様々な分野で地域と大学の連携を促進し、地域づくり・人づくりの推進に要する経費 10

企画環境部 生活排水処理対策費補助金 浄化槽市町村整備推進事業に対する助成 41

企画環境部 「緑と文化の京都」推進事業費 「緑と文化の基金」を活用した各種自然・環境保全事業に要する経費 37

企画環境部 地球温暖化対策推進事業費 地球温暖化対策プラン関連事業の推進 25
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

企画環境部
京都エコエネルギープロジェクト推
進費

京都エコエネルギープロジェクトの推進　・新エネルギーの安定供給等に関する実証研究の実施　・
丹後エコネットワーク運営等

9

企画環境部 原子力防災対策事業費 放射線の環境モニタリング、測定機器の整備等 119

企画環境部 不法投棄等防止対策事業費 産業廃棄物不法投棄等防止対策の推進 44

企画環境部
中小企業地球温暖化対策応援事
業費

地球温暖化対策条例を踏まえ、中小事業者が実施する温室効果ガス削減に向けた取組に対する支
援

21

企画環境部 浄化槽設置費補助金 個人設置浄化槽の市町村補助事業に対する助成 83

企画環境部
産業廃棄物発生抑制等促進事業
費

産業廃棄物税を活用した産業廃棄物発生抑制等促進事業の実施　・環境産業の活性化　・リサイク
ル型社会の活性化支援　・情報ネットワークサービスの運営

48

企画環境部
産業廃棄物の減量・リサイクル戦
略費

産業廃棄物の減量・リサイクル戦略プランに基づいた様々な事業を産業廃棄物税を財源とする基金
を活用して実施するために要する経費

11

府民労働部 四季の彩り事業費
誰でもが憩える場として、植物園の四季折々の魅力を更に向上するため、桜のライトアップや冬のイ
ルミネーション等を実施

13

府民労働部 府民防犯旬間啓発活動費
「府民防犯の日」京都大会の開催、「安心・安全まちづくり推進大会」の開催、犯罪のない安心・安全
なまちづくり顕彰等

3

府民労働部
犯罪被害者等相談・サポート事業
費

（社）京都犯罪被害者支援センターにおける犯罪被害者等の相談・支援活動への支援及び社会全体
で犯罪被害者等を支援するサポートチームの設置

6

府民労働部
子どもと地域の安心安全活動支援
事業費

府民が自発的に実施する「子ども・地域安全見守り隊」活動の定着・充実に向けた支援 36
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

府民労働部 セーフコミュニティ推進費
日本初のセーフコミュニティ認証取得に向けて、事故のデータを記録・評価するプログラムの構築、国
内外への情報発信及び府域へ普及啓発の実施

4

府民労働部 文化功労顕彰事業費 京都府の文化の高揚と向上に功績のあった方々を顕彰 8

府民労働部 国民文化祭推進事業費 文化団体等の国民文化祭への派遣等 2

府民労働部 「京都文化会議２００７」開催費 こころをめぐるあり方を中心的なテーマにした国際会議の開催 15

府民労働部
新たな文化マーケット創出事業費
（文化による起業コンペティション
事業費）

「文化による起業コンペティション（仮称）」の開催 12

府民労働部
国民文化祭に向けた京都文化力
向上事業費

 国民文化祭の京都開催に向け、気運の醸成と京都の文化力の向上を図るための取組を幅広く展開 50

府民労働部 国民文化祭京都開催準備費 平成２３年に京都で開催する国民文化祭の基本構想案の策定等に向けた委員会の開催等 5

府民労働部 女性総合センター事業費
男女共同参画に対する府民意識の高揚を図るため、①広く府民に学習の場を提供。②女性が抱える
様々な悩みを解決するための各種女性相談を実施

5

府民労働部 女性国内交流事業費
船上の研修、北海道の女性との交流、訪問先の視察を通じて女性リーダーの資質の向上を図るた
め、「女性の船」事業を実施

7

府民労働部
ＫＹＯのあけぼのフェスティバル開
催費

幅広い府民の参加と協力のもと、「ＫＹＯのあけぼのフェスティバル」の開催及び特に功績の著しい女
性を顕彰する「京都府あけぼの賞」を実施

6

府民労働部
ドメスティック・バイオレンス対策事
業費

緊要な課題であるドメスティック・バイオレンスの被害者支援や防止対策を図るため、専用の相談窓
口を設置するなどの相談体制の充実や府民への意識啓発を行う。

6
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

府民労働部 女性チャレンジネット整備事業費
再就職・キャリアアップや起業・ＮＰＯ活動などの様々な分野で参画を目指す女性を支援するため、女
性チャレンジ相談を実施

1

府民労働部
女性チャレンジオフィス支援事業
費

女性チャレンジオフィスにアドバイザーを設置するとともに、北部地域の中心市街地に起業を目指す
女性を対象としたインキュベーション施設を設置

2

府民労働部 青少年社会環境浄化推進費
青少年の健全な育成に関する条例に基づく広報・啓発、有害図書の指定、書店等への立入調査な
ど、青少年を取り巻く社会環境の浄化施策を実施

10

府民労働部
青少年の社会的ひきこもり支援事
業費

社会問題化している青少年の「社会的ひきこもり」に対し、行政機関と民間支援団体が協働・連携し、
当事者の自立と社会参加の促進及び家族の負担軽減を図る取り組みの実施

10

府民労働部
青少年すこやか支援地域ネット
ワーク事業費

非行等の問題を抱える青少年に対して、社会奉仕活動等の場を提供するなど、立ち直りを促すシス
テムの整備等

5

府民労働部 障害者等職場適応訓練費 就職困難な障害者等が、作業環境に適応できるよう民間事業所内において職業訓練を実施 10

府民労働部 離職者等再就職訓練事業費 離職者向け短期職業訓練の実施及び専門就職指導員の設置 187

府民労働部 高等技術専門校運営費 職業能力開発促進法に基づき設置する高等技術専門校（障害者校を除く）の管理運営費等 195

府民労働部 障害者高等技術専門校運営費 職業能力開発促進法に基づき設置する城陽障害者高等技術専門校の管理運営費 22

府民労働部 職業訓練支援事業費
公共職業訓練施設で訓練を受ける障害者等に対する訓練手当の支給及び新規学卒の障害者に対
する入校支度金の支給

80

府民労働部 京都ものづくりフェア（仮称）開催費
府民の技能尊重気運の高揚を図る京都ものづくりフェア（仮称）の開催・実演、ものづくり体験、職業
訓練関係功労者等の表彰

7
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

府民労働部
高年齢者労働能力活用事業助成
費

市町村シルバー人材センター（府内19箇所）及び府シルバー人材センター連合会に対する助成 105

府民労働部 障害者自立就労支援事業費 障害者の職業訓練及び生活・就労相談から就職、職場定着まで一体的な自立就労を支援 53

府民労働部
障害者就労支援特別チーム設置
事業費

障害者就労特別支援チームの設置により、障害者の生活・就労相談から就職、職場定着まで一体的
に障害者の自立就労を支援

20

府民労働部 京都ジョブパーク事業費
常用雇用の創出を図るため、幅広い分野を対象にハローワークと一体となって、相談から就職、定着
までのワンストップサービスを提供

236

保健福祉部
ドメスティック・バイオレンス対策事
業費（ＤＶ被害者支援事業費）

ドメスティック・バイオレンス対策の推進に関する経費
配偶者暴力相談支援センターにおける相談や一時保護等の実施
民間シェルターと連携・協力した被害者支援の充実

4

保健福祉部
ドメスティック・バイオレンス対策事
業費（ＤＶ対策強化費）

ドメスティック・バイオレンス対策の推進に関する経費
配偶者暴力相談支援センターにおける相談や一時保護等の実施
ＤＶ相談における法的相談機能の強化

7

保健福祉部 長期療養児家庭支援事業費 長期にわたり入院される小児難病患者に付き添う家族等を支援するため宿泊施設を確保 3

保健福祉部
子育て支援保育対策事業費（地域
子育て支援センター事業費）

市町村が実施する地域子育て支援センターの設置
運営費に対する助成（⑱４９か所→⑲５５か所）

193

保健福祉部 「のびのび育つ」こども応援事業費 放課後児童クラブ及び児童館の運営等に対する助成 326

保健福祉部 子育てサポートセンター事業費 保育所、幼稚園の施設や機能を活用し、地域に密着した身近な相談体制等を整備 25

保健福祉部 地域子育てステーション事業費 商店街の空き店舗等を活用した子育て支援施設等の設置・運営を支援 10
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

保健福祉部 保育所運営助成費
多様な保育サービス等の実施に対する助成
保育所運営助成費

1,206

保健福祉部 児童手当支給事業費 児童手当法に基づく児童手当の支給 4,479

保健福祉部 むし歯予防対策費 市町村が行うフッ素塗布等に対する補助 5

保健福祉部 地域歯科保健推進事業費 「８０２０運動」を推進するための普及啓発等 6

保健福祉部 障害者歯科検診・指導事業費 障害者等に対する歯科検診・指導事業の委託 4

保健福祉部
特定疾患対策費（特定疾患治療研
究事業費）

難病患者に対する医療費の公費負担 2,186

保健福祉部 難病相談・支援センター運営費 難病患者等の相談・支援を行うセンターの運営及び難病関係医療機関との連携・調整に要する経費 10

保健福祉部 ぜん息対策事業費 ぜん息患者向けの自己管理手法の周知・啓発等 1

保健福祉部 京のおばんざい弁当推進事業費 「京のおばんざい弁当」の認証、ＰＲ経費等 2

保健福祉部 ハンセン病療養者等支援事業費 ハンセン病療養所に入所している京都府出身者の里帰り、墓参り等 3

保健福祉部 エイズ・性感染症予防対策事業費

エイズ・性感染症に係る予防、早期発見、医療体制の充実
予防啓発事業の強化
保健所検査相談体制の強化
医療体制の強化

14
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

保健福祉部 新型インフルエンザ対策事業費 新型インフルエンザの発生に備えた医薬品の購入等 207

保健福祉部 風しん予防接種啓発事業費 風しん予防接種制度改正に伴い生じた未接種者（谷間世代）等に対する接種啓発 1

保健福祉部
一般管理費（原子力発電施設等緊
急時医療施設等運営費）

原子力防災対策に要する経費
医療施設における測定機器の整備等

4

保健福祉部
救急等医療対策費（救急医療体制
等整備促進費補助金）

府医師会が実施する研修等の経費に対する助成 7

保健福祉部
救急等医療対策費（原子力安全対
策機器整備費）

原子力防災対策に要する経費
薬品の購入等

1

保健福祉部
救急等医療対策費（緊急被爆医療
ネットワーク調査研究事業費）

原子力防災対策に要する経費
医療ネットワークの検討等

11

保健福祉部
総合周産期母子医療センター運営
助成費

総合周産期母子医療センター運営経費に対する助成 82

保健福祉部 周産期医療システム運営費 周産期医療情報システムの管理運営経費等 8

保健福祉部 休日等歯科診療所運営助成費 休日における歯科診療及び障害児・小児等の歯科診療体制の確保に対する助成 34

保健福祉部 救急医療情報システム運営費 救急告示医療機関等の空きベッドや診療体制等の情報を収集し、消防・医療機関、府民へ提供 131

保健福祉部 専門看護師養成事業
　医療の高度化・専門化に伴い、医療機関及び訪問看護における看護師の技術向上のため、認定及
び訪問看護師の養成等に要する経費

6
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

保健福祉部
総合リハビリテーション推進事業
費

京都府リハビリテーション支援センター（医科大学内）の運営
地域リハビリテーション支援センターの運営等

12

保健福祉部
民生委員活動費（民生委員協議会
活動充実強化事業費）

府民に身近な民生・児童委員の研修を強化し、多様化する福祉制度の理解を深め、積極的な地域活動の取組を
推進
中堅リーダー研修、新任委員研修等の実施
地域の福祉課題解決のための取組を支援

5

保健福祉部 「高齢者見守り隊」事業費 府社協、市町村社協、ＮＰＯ、地域住民等による「地域を支える新たな仕組みづくり」の実践 14

保健福祉部
母子家庭等支援対策事業費（母子
家庭等自立支援事業費）

母子家庭等に対する就労相談等の充実を図るため、自立支援センター（北部、南部）を運営 27

保健福祉部
障害者共同作業所等運営助成費
（障害者共同作業所入所訓練助成
事業）

共同作業所の運営に対する助成 498

保健福祉部
障害者共同作業所等運営助成費
（重症心身障害者通所援護事業
費）

重度心身障害者通所施設の運営に対する助成 33

保健福祉部 「ゆめこうば」支援事業費
就労訓練や企業実習を目的とした就労訓練支援事業の実施
障害者グループによる仕事の受注への支援

29

保健福祉部
ハート（まごころ）ショップ開設事業
費

障害者の就労促進を図るため、作業所等で作成した手作り製品の販売コーナーを府庁内等に常設 4

保健福祉部 精神科救急医療システム運営費 精神科救急医療体制の確保 137

保健福祉部 社会的ひきこもり専門相談事業費
青少年の社会的ひきこもりに対する支援を実施・ひきこもり相談支援センターにおける電話相談や家
族相談の実施

2

保健福祉部 こども発達支援センター管理費 京都府立こども発達支援センターの管理運営を委託する経費 258

11



平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

保健福祉部 障害者就労訓練設備等整備事業 障害者就労訓練施設における設備整備に対する助成 25

保健福祉部 介護給付費負担金 介護給付等に対する公費負担の実施 20,950

保健福祉部 介護予防充実費 市町村が実施する地域支援事業に対する公費負担の実施 537

保健福祉部 介護保険財政安定化基金積立金 介護保険財政安定化基金への積立金 1,067

保健福祉部
介護保険制度円滑実施特別対策
事業費

介護保険制度施行時の既利用者等が円滑なサービスを受けられるよう支援を実施 88

保健福祉部
介護保険利用者支援緊急対策事
業費

介護保険施設等に入所する高齢者世帯等の生活を支援するため、府独自の負担軽減措置を市町村
と共同して実施

42

保健福祉部
きょうとお達者推進事業（介護予防
推進事業）

介護予防従事者研修等の実施 6

保健福祉部
特別養護老人ホーム等生活空間
向上推進事業費補助金

介護保険制度の円滑な運営に向け、必要なサービスが提供できるよう特別養護老人ホーム等の整
備を支援

664

保健福祉部
高齢者安心・安全推進事業（成年
後見制度利用促進事業費）

成年後見制度の円滑な運用や地域の実情に応じた利用を促進 2

保健福祉部
高齢者安心・安全推進事業（認知
症高齢者早期対応事業）

認知症高齢者を増やさないためのサポート医の養成・研修の実施 2

保健福祉部 国民健康保険事業助成費 　府調整交付金の交付や、保険者が実施する低所得者の保険料軽減制度等に対する助成 19,544
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

保健福祉部 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策費
と畜場において解体処理する全頭の牛、めん羊及び山羊について、伝達性海綿状脳症の検査を実
施

44

保健福祉部
違法ドラッグ・健康食品対策事業
費

流通が広域化する違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）及び医薬品成分を含有する健康食品につい
て、販売店舗の把握、監視指導の強化とともに普及啓発を実施

5

商工部 中小企業会館耐震強化対策費 中小企業会館の耐震改修工事に係る実施設計に要する経費 15

商工部 元気のある商店街づくり支援事業 元気のある商店街づくりのために商店街団体が行うハード、ソフト事業の支援に要する経費 56

商工部 がんばる商業者支援事業費
小売商業を牽引する個店グループや新規開業者が取り組む意欲的な事業や新規開業を支援するた
めの経費

12

商工部 中心市街地活性化総合支援事業 中心市街地の活性化に取り組む戦略的・モデル的事業の支援に要する経費 40

商工部 京都舞鶴港貿易振興費
京都舞鶴港の貿易振興を図るため集荷活動等ポートセールスを推進する舞鶴港振興会の支援に要
する経費

17

商工部
科学技術と人類の未来に関する国
際フォーラム（ＳＴＳフォーラム）支
援事業費

ＳＴＳフォーラムの開催地として京都市と共同して会議を支援し、会議を通じて京都の魅力の世界へ
の発信に要する経費

8

商工部
京都知的クラスター連携推進事業
費

知的クラスター創成事業の研究成果発表会の実施等に要する経費 2

商工部
先端技術開発共同研究推進事業
費

地域結集型共同研究事業での研究成果を府内企業へ普及させ、新産業等の創成を促進するための
経費

2

商工部 京都ＩＴバザール推進事業費
「ケータイ産業」を21世紀の京都の地場産業に育成する取組みをはじめ、学術や産業の集積を生か
し、21世紀型産業の集積エリアを目指す「京都ITバザール構想」の具体化を推進するために要する経
費

169
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

商工部 西陣ＳＯＨＯ推進事業費 「西陣ＩＴ路地」の運営に要する経費 9

商工部 京都産学公連携機構推進事業費 オール京都による産学公連携基盤の構築など、産学公連携の推進に要する経費 3

商工部
産学公連携研究開発資金支援事
業費

産学公連携による共同研究開発を促進するための研究開発資金の支援に要する経費 33

商工部 創援隊推進事業費
企業のＯＢ等をベンチャー企業等の応援団としてネットワーク化し、販路開拓や人材紹介等の支援に
要する経費

5

商工部
京都デザインインキュベーション展
開事業費

府内外から優秀なデザイナーを誘致・集積するデザインに特化したインキュベーション施設の運営に
要する経費

12

商工部 健康創出産業振興事業費
「京都ウェルネス産業コンソーシアム」を通じ、大学発ウェルネスベンチャーを育成するとともに、中小
企業の医療分野等への進出の支援に要する経費

27

商工部
京都産業立地戦略２１特別対策事
業費補助金

戦略的に企業誘致を進め、雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための立地企業に対する
支援に要する経費

880

商工部 高校生きものチャレンジ事業費
きものの需要拡大を図るため、高校生に対し教育活動を通して、「きもの」などの日本の伝統文化に
親しむ機会の提供に要する経費

11

商工部 京もの工芸品産地等支援事業費
京都を代表する工芸品や和装の各産地が実施する情報の発信、ＰＲ等活性化につながる取組みの
支援に要する経費

50

商工部 匠の公共事業費
和装・伝統産業の基盤づくりを進めるため、京の職人さんの仕事づくりや次代を支える人材の育成な
どの推進に要する経費

90

商工部
伝統と文化のものづくり産業振興
補助金

伝統と文化のものづくり産業の集積等による振興を図るための立地企業等に対する支援に要する経
費

150
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

商工部
伝統と文化のものづくり産業推進
事業費

伝統と文化のものづくり産業振興条例に基づき、府民や企業等による京もの愛用運動を推進するとと
もに、「京もの指定工芸品」等の指定に要する経費

3

商工部 丹後織物ルネッサンス事業費
丹後織物のブランド化を図るため、新しい素材・商品の開発、販路開拓等の総合的な支援に要する
経費

15

商工部 京都ブランド商標強化推進事業費 商標法改正に伴い、京都ブランド商標の開発・育成・保護・拡大のための取組みに要する経費 2

商工部 中小企業団体中央会等育成費 中小企業団体中央会が行う中小企業の組織化や組合等への指導・支援に要する経費 191

商工部 商工会、商工会議所等育成費
商工会、商工会議所及び商工会連合会が行う小規模事業者の経営・技術の改善支援事業等に対す
る支援に要する経費

1,765

商工部 地域ビジネスサポート推進事業費
広域的な経営相談に加え、コミュニティビジネスや地域ブランド支援等を行う地域ビジネスサポートセ
ンターの設置に対する商工会・商工会議所への支援に要する経費

75

商工部 中小企業金融円滑化助成費 中小企業の資金調達の円滑化を促進するため、信用保証協会が行う事業活動の支援に要する経費 205

商工部 京都・花灯路推進事業費
京都の歴史的文化遺産をつなぐルートを風情のある灯りでライトアップし、閑散期の京都への観光誘
客促進を図るために要する経費

18

商工部 丹後広域観光等推進事業費 丹後広域観光キャンペーン協議会が行う丹後地域への誘客推進等に要する経費 29

商工部
YOKOSO KYOTO プロジェクト事業
費

国のビジット・ジャパン・キャンペーン及び近隣府県等と連携した海外向けの観光プロモーション活動
等の実施に要する経費

19

商工部
アジア開発銀行年次総会支援事
業費

平成１９年５月に開催される「第４０回アジア開発銀行総会」の開催支援、京都ＰＲ等に要する経費 206
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

商工部 休日等消費生活相談事業費
架空請求の被害に遭う府民が多く、緊急の相談に対応するため、京都市と共同で土・日曜日の電話
相談窓口の設置に要する経費

2

商工部
くらしの安心・安全ネットワークづく
り事業費

消費者被害の未然防止・早期救済等を図るため、弁護士相談、消費生活サポーターズ等への研修
やくらしの安心見守り隊活動等に要する経費

6

商工部 産学公研究開発支援事業費
次代の京都経済の発展を担う技術革新に立脚した産学公連携による共同研究グループの研究開発
実用化の支援に要する経費

90

商工部
伝統と文化のものづくり産業集積
等促進特別対策費

伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域への企業立地の促進を図るために必要な資金の融資
に係る預託金に要する経費

345

商工部
学研都市大学発ベンチャー支援事
業費

学研都市において大学等と連携した研究開発を行うベンチャー等に対する支援に要する経費 13

商工部
京都イタリア中小企業経済支援事
業費

イタリア・トスカーナ州との経済交流協定に基づき、京都の伝統的なものづくり産業をはじめとした中
小企業や多岐にわたる経済分野において行う連携・交流の支援に要する経費

12

農林水産部
地域課題対応型ふるさと推進事業
費

ふるさとビジョンに基づき農林水産関連施設等の一層の推進を図る。
地方分権時代に対応した市町村等の自主的な農林水産振興施策を支援するため、地域課題に対応
した農林水産業の振興を図る。

190

農林水産部 食の安心・安全推進事業費

食品の安全対策の強化
●食品製造における品質管理と情報開示基準の両方を満たす食品（事業者）を登録し、府民に情報提供を行う
制度を推進
●食の安心・安全セミナー、食の座談会等のリスクコミュニケーションの推進

7

農林水産部 農業近代化資金等融資対策費
利子補給等によって長期かつ低利な資金を融通することにより、農業関係施設の整備拡充と経営の
近代化及びこれに伴う農業経営の安定化を図る。

38

農林水産部
農業後継者定着促進総合対策事
業費

農業後継者の育成・支援対策
●京都府及び関係団体による推進事業
●国の制度を活用した就農支援資金の貸付事業
●条件不利地に就農する青年等に対する就農研修資金の償還金助成

54

農林水産部 中山間地域等直接支払事業費
耕作放棄地の増加等より、国土の保全、水源のかん養等の多面的機能の低下が懸念される中山間
地域等において、農業生産活動の維持を通じて、多面的機能を確保する観点から交付金を交付す
る。

499
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

農林水産部 担い手育成総合対策事業費
関係機関（行政、農協、農委等）が一体となって担い手の育成、農地の利用集積、産地づくり等の課
題について議論し役割分担を行う担い手育成総合支援協議会等の取り組みを支援

49

農林水産部
ふるさとのあすをひらく新規就業支
援事業費

新規参入者が円滑に研修から就農するための支援の実施
●農業等への就業を希望する方を総合的にサポートする農林水産業入門支援センターの運営
●研修から就農まで一貫して支援する担い手養成実践農場の設置

23

農林水産部
農のあるライフスタイル実現プロ
ジェクト推進事業費

農村住宅の見学会や地域の暮らし・農作業等について学ぶ講座の開催、都市住民から農村暮らしに
関する相談を受ける地域の指導者等の認定・活動支援、田舎暮らし相談窓口の運営支援など

4

農林水産部 京の稲作担い手緊急支援事業費
平成１９年産から品目横断的経営安定対策が実施される中、継続的に地域農業を支える経営を目指
し経営規模拡大を行い、品目横断対策の対象となるような組織を育成する。

30

農林水産部
担い手活用農地バンクシステム整
備事業費

団地的農地利用を希望する農業法人や、小規模ではあるが農地利用を希望する定年帰農者、「農」
へのふれあいを求める都市住民等、農地活用を希望する幅広い層に対して遊休農地等の利用を提
供する。

33

農林水産部
農林水産業ジョブカフェ設置事業
費

高まる農林水産業への就業ニーズに的確に対応するため「農林水産業ジョブカフェ」を新設し、就業
相談機能の拡充を図る。

9

農林水産部
「いただきます。地元産」プラン推
進事業費

親子や高齢者を対象に、より安心で新鮮な地元産農産物を提供するとともに、地域の食や農への理
解を進める。

12

農林水産部 農産物価格安定対策事業費

●消費者に対象野菜等を安定供給するとともに、生産者の再生産を確保し、産地の維持拡大を図
る。
●（社）京のふるさと産品価格流通安定協会が行う価格安定対策に係る管理運営費の一部を助成す
る。

77

農林水産部
京野菜こだわりプロジェクト推進事
業費

信頼感を向上させ、ブランド京野菜等の高付加価値化を図るため、京都ならではの、環境にやさしい
「京都こだわり栽培」の総合的な推進を図る。

207

農林水産部 ブランド京野菜等倍増推進事業費
●ブランド京野菜等倍増戦略事業を実施し、確かなものづくりにより京野菜の持つ魅力を更に強化
し、ブランドイメージを高め需要拡大を図る。
●（社）京のふるさと産品価格流通安定協会が行うブランド対策に係る補助等

48

農林水産部
農林水産フェスティバル開催事業
費

府内農林水産物を府民に紹介し、府内農林水産業の振興を図る。 6
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

農林水産部 京の米　産地づくり事業費
地域水田農業の確立に資するため、特別栽培米をはじめとした地域ブランド米の生産・出荷体制づく
りや食味向上対策の取組、先進的農家グループ等の活動、生産に必要な農業機械の導入等に対す
る支援等

59

農林水産部 中山間地域等特産物育成事業費
小豆、黒大豆を中心に幅広い生産振興を図るとともに、出荷促進の環境整備や集荷体制の強化を図
り、継続性のある特産物産地を育成する。

32

農林水産部
環境保全・自然共生農業推進事業
費

19年度から実施される農地・水・環境保全向上対策を活用し、府内の集落等を単位とするまとまった
環境負荷低減の取組を推進するとともに、化学肥料・化学合成農薬使用を低減した環境にやさしい
農業の推進・強化を図る。

10

農林水産部 畜産物価格安定対策事業費 一定水準以下に鶏卵等の価格が下落した場合における生産者への補給金の交付 16

農林水産部
鶏卵・鶏肉トレーサビリティシステ
ム支援事業費

京都府内で生産され流通・消費される鶏卵・鶏肉について、生産・流通段階の衛生管理水準を高める
安全対策とトレーサビリティシステムを組み合わせた新たな流通システムに取り組むことによって、安
心・安全流通システムを構築するために必要な機器整備に対して助成する。

3

農林水産部 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策費 牛海綿状脳症対策特別措置法に基づく、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査の実施等 9

農林水産部
農地・水・農村環境保全向上活動
支援事業費

地域において農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果の高い協働
活動を総合的に支援する。

140

農林水産部 漁業金融対策事業費
漁業者等が資本装備の高度化と経営の近代化等を図るために必要な長期・低利の資金を融通する
融資機関に対して利子補給を行う。

12

農林水産部
水産資源管理体制総合対策事業
費

京都府沿岸の水産生物資源を持続的かつ効率的に利用するため、資源管理手法の検討・開発や、
漁業者への提示を行う。また、開発された手法を漁業者が実践することにより、資源管理効果（資源
回復・単価上昇）を発現させる。

10

農林水産部 つくり育てる漁業推進事業費
栽培漁業（アカアマダイ・マダイ・ヒラメ）や養殖（トリガイ・イワガキ）に係る技術開発、事業化及び漁業
者等への普及、指導等を行う。

8

農林水産部 大型クラゲ対策事業費
大型クラゲによる漁獲量の減少、操業停止等の漁業被害の防止対策（改良漁具の導入、洋上駆除）
に支援し、漁業経営の安定化を図る。

2
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

農林水産部 丹後水産物ブランド化推進事業費
「丹後とり貝」「丹後アワビ」の生産拡大や丹後産水産物の統一的なブランド認証制度の創設及び丹
後地域での観光施設等を中心とした販売先の拡大を行い、丹後産水産物のブランド化と流通販売対
策の強化を図る。

14

農林水産部 森林整備地域活動支援事業費
森林施業の集約化など効率的かつ安定的な林業経営を育成することとあわせ、適切な森林整備を通
じて森林の有する多面的機能を発揮させる観点から、交付金を交付する。

271

農林水産部 森林整備担い手対策事業費
(財)京都府林業労働支援センターが行う緑の担い手としての林業労働者の定着・確保対策等につい
て助成する。

29

農林水産部 京都モデルフォレスト創造事業費
森林所有者、ボランティア団体、企業、大学、行政等が連携し、府民発、府民参画、府民協働による
多様な森林の利用と保全活動を推進するとともに、（社）京都モデルフォレスト協会への支援・連携に
より「京都モデルフォレスト」の取組を推進する。

21

農林水産部 京都・文化の森づくり事業費
森林とともに景観を形成する木造文化財について、修復に使う材を「京都・文化の森」に指定した森林
から供給する仕組みを作るほか、社寺周辺の景観を保全するため、森林の整備を行う。

9

農林水産部 緑の公共担い手育成事業費
林業労働者の高齢化等から担い手が年々減少している中、森林整備等の担い手となる新たな林業
労働者の育成と定着を促進するため、新規就労者に対して技術習得を目的とした実地研修を行い、
即戦力となる担い手を養成する。

4

農林水産部
人と野生鳥獣の共生の村づくり事
業費

被害ゼロの地域づくりプランを作成のうえ、効果的な事業を組合せ、被害ゼロの集落づくりを目指す。
また、その目的達成のためのサポート体制を構築するとともに、野生鳥獣対策チーム等が積極的に
関わり、地域と一体となって被害対策を推進する。

15

農林水産部
環境にやさしいウッドマイレージ認
証木材推進事業費

緑の交付金等により、京都府産認証木材の利用と流通を促進し、輸送過程の二酸化炭素の排出量
を抑制するとともに、間伐等の森林整備を促進することにより、府民レベルで森林を守り地球温暖化
防止対策を推進する仕組みを確立する。

36

農林水産部 森林病害虫等駆除予防事業費
森林病害虫等防除法に基づき、森林の公益的機能を維持するため、守るべき松林において、松くい
虫等の防除対策を実施

59

農林水産部 単費松くい虫防除事業費
森林病害虫等防除法に基づき、森林の公益的機能を維持するため、守るべき松林を中心に、松くい
虫等の防除対策を実施

25

農林水産部 ナラ枯れ被害対策事業費
森林病害虫等防除法に基づきカシノナガキクイムシによるナラ類の枯損被害を防ぎ、森林の公益的
機能を維持するとともに、景観の保全を図る。また、野生鳥獣の重要な餌であるナラ類の堅果を確保
し、間接的に人里への野生動物の出没軽減に努める。

4
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

農林水産部 いのちと環境の森づくり事業費
放置された人工林や伐採跡地などの森林を対象に、森林の有する公益的機能を回復・発揮させるた
め、環境保全の視点から間伐を軸にした森林整備を促進する。

98

農林水産部 野生鳥獣被害対策事業費
有害鳥獣による被害を防止するために、有害鳥獣の捕獲や防除施設の設置等に要する経費につい
て助成を行うとともに、アライグマによる被害対策について支援を行う。

73

農林水産部 特定鳥獣保護管理推進事業費
特定鳥獣保護管理計画に基づく適切な被害防除、個体数管理、生息地管理を行うため、クマ剥ぎ防
止対策、新たな被害防除技術の開発、クマ、シカ、サルの生息調査等を実施する。

29

農林水産部
低コスト高生産システム技術養成
事業費

高性能林業機械の実践的な研修により、低コスト林業推進の基幹的な担い手を養成する。 4

土木建築部
日本高速道路保有・債務返済機構
出資金

京都高速道路（新十条通、油小路線）を整備するため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済
機構に対して出資を行う。

435

土木建築部 京都市高速道路建設促進事業費 京都高速道路整備事業（斜久世橋区間）に対する京都市への補助金 300

土木建築部 総合的治水対策推進費 特別警戒水位の設定や量水標の設置など、河川流域全体を見据えた総合的な治水対策を行う。 9

土木建築部
洪水ハザードマップ作成事業費補
助金

豪雨災害対策としてハード・ソフト一体となった総合的な防災対策を推進するため、市町村の洪水ハ
ザードマップ作成に補助を行う。

13

土木建築部 景観形成推進事業費
府域の良好な景観づくりを総合的に推進するため、景観アドバイザーの派遣等、京都府景観条例に
基づく各種施策を実施するほか、天橋立周辺地域において景観計画を策定し、景観に影響を及ぼす
建築物等の規制誘導を行う。

8

土木建築部 住宅耐震化支援事業費
建築物の耐震化の促進を図るため、広く府民に普及啓発を行うとともに、市町村が実施する耐震診
断及び相談に要する費用の一部を支援する。

10

土木建築部
緊急輸送道路沿道建築物耐震化
促進事業費

地震発生時に緊急輸送道路を確保するため、沿道の大規模建築物について耐震調査等を行い、耐
震化を促進する。

15
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

土木建築部
構造計算適合性判定体制強化対
策費

構造計算適合性判定を行うため、知事の指定する構造計算適合性判定機関に委託を行う。 5

土木建築部 府営住宅駐車場整備推進費
府営住宅団地内の違法・迷惑駐車の防止、団地環境の向上を図るため府営住宅敷地内に駐車場を
順次整備する。

3

土木建築部 府営住宅整備等事業費 ＰＦＩによる府営住宅常団地の整備事業費 317

土木建築部 府営住宅ストック総合活用事業費 既設府営住宅の改善事業費 1,790

土木建築部 住宅資金融資対策費 住宅建設及び増改築・修繕資金の貸付業務に必要な資金の貸付等を行い、住宅環境の向上を図る 372

土木建築部
中堅勤労者向け公共賃貸住宅建
設促進費

中堅勤労者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進する。 110

教育委員会 ｅ－スクール推進事業費
 IT時代を担う生徒に、ITを活用した魅力ある授業を通して、情報活用能力をはじめとする確かな学力
を身につけることにより、新しい時代をたくましく生きる力をはぐくむ。

641

教育委員会 校舎等整備費
平成18年度から、平成21年度までに老朽化した乙訓高校の校舎、体育館等を改築する。平成19年度
は仮設校舎の建築及び校舎、体育館の解体を行う。

1,410

教育委員会 耐震強化対策費
耐震性を確保するため、耐震壁増設、耐震スリットの設置などを行い、併せてその他改修工事（外壁
改修、内部改修等）を行う。

1,532

教育委員会 府立学校再編整備事業費
府立高校改革推進計画に基づく第３次実施計画及び府立養護学校の再編整備計画に基づく南部地
域実施計画に伴う整備事業（城南、西宇治、八幡、南八幡高校）

814

教育委員会
新設養護学校建設費（宇治・城陽
地区、八幡・久御山地区）

府立高校改革推進計画に基づく第３次実施計画及び府立養護学校の再編整備計画に基づく南部地
域実施計画に伴う整備事業

88
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

教育委員会
小・中学校社会人講師配置事業費
（京の子どもへ夢大使派遣事業）

優れた知識や技術、経験を有する多様な分野の専門家や著名人を小・中学校へ派遣し、子どもたち
の心に響く授業や興味・関心、学習意欲を高める授業を行う。

10

教育委員会
京の子ども学力充実総合推進事
業費

まなび教育推進ﾌﾟﾗﾝに基づき、確かな学力の基盤となる国語力の育成を推進するとともに、現地現
場主義の観点から学力充実・向上ｼｽﾃﾑを導入し、学校改革及び教職員の意識改革を図る総合的な
学力充実推進事業を実施。

59

教育委員会 京の子ども伝統・文化体験事業費
京都の伝統産業を受け継ぐ職人さんの直接指導による伝統工芸品の制作体験を通して伝統文化を
尊重する心を育み、自己の生き方をみつめる進路指導につなげる。

6

教育委員会 学校評価システム検討費
外部評価の充実と自己評価の改善を図り、設置者等が必要な支援や条件整備の改善を行う学校評
価システムの構築をより一層進めるため、指定地域において実践研究を行う。

8

教育委員会 道徳教育推進事業費 京都の英知を結集して作成した学習資料集「京の子ども　明日へのとびら」の活用を推進する 16

教育委員会 豊かな心を育てる教育推進事業費
生命を尊重する心、他者への思いやりや社会性、倫理観や正義感、美しいものや自然に感動する心
等の豊かな人間性の育成を目指し、心の教育の充実を図るため、家庭・地域社会・学校・関係機関の
連携を図りながら総合的な施策を推進する。

65

教育委員会
盲聾養護学校医療専門職派遣事
業費

医師等専門職から指導助言を得ることで教職員の指導力量の向上をはかるとともに、校外活動等に
おいて看護師を派遣することで児童生徒の快適で安全な学校生活を充実させる。

3

教育委員会
盲聾養護学校・地域等連携推進事
業費

地域における様々な資源と連携を取りながら、障害のある児童生徒やその保護者並びに幼稚園、
小・中学校、高等学校教員等に対する相談と支援を行う。

3

教育委員会 心のサポート推進事業費
　いじめ、不登校等の問題行動や少年による凶悪犯罪の発生などが大きな社会問題となっていること
を踏まえ、学校等における児童生徒や保護者の相談に対応する総合的なサポート体制（相談体制）
を充実するとともに、不登校対策や生徒指導の充実を図る。

336

教育委員会 高校生等修学支援事業費
　勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、修学資金の貸与等を行う
ことにより、教育の機会均等を図り、もって社会の発展に寄与する人材の育成に資する。

1,726

教育委員会
府立高校「教育改革チャレンジプラ
ン」支援事業費

　生徒一人ひとりの『確かな学力』の向上と希望進路の実現に向けて、府立高校が主体的に企画し教
育改革を推進する取組を支援する。

94
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

教育委員会 教科指導力充実費
　高い教科指導力を有する教員を育成・活用し、難関大学を希望する生徒のさらなる学力伸長を図
り、希望進路の実現に資する。

2

教育委員会
地域ぐるみの学校安全体制整備
推進事業費

文部科学省の委嘱を受け、府内の小学校等において、家庭や地域の関係機関・団体と連携しながら
学校安全ボランティアを活用した効果的な安全体制を整備する。

22

教育委員会 「食育推進プラン」充実事業費
文部科学省の委嘱を受け、子どもが望ましい食習慣を身に付けるよう、栄養教諭を中核として、学
校・家庭・地域が連携して食育の推進を図る。

8

教育委員会
開放型地域スポーツクラブ育成推
進事業費

府立学校が持つスポーツ資源を有効に活用し、学校･地域･競技団体等が連携した総合型地域ス
ポーツクラブを創設・育成するため、実践校を指定し、所要の事業を行う。

5

教育委員会
府立高校サタデー広場活動事業
費

　学校週５日制の実施を踏まえて、地域社会で子どもを育てる環境の充実、人間性豊かな青少年の
育成等が求められる中で、学校施設を活用した土曜日における子どもたちの体験活動等を充実す
る。

13

教育委員会 埋蔵文化財発掘調査費
近畿農政局が行う国営農地開発事業や、府耕地課が行う農業基盤整備事業に伴う試掘調査及び立
会調査等を実施

13

教育委員会 恭仁宮跡保存活用調査費
平成８年度までの恭仁宮跡範囲確認調査成果を踏まえ、特別史跡恭仁宮跡として追加指定を受けた
後、史跡としての活用を図るため、宮中枢地域の範囲及び内容確認調査を実施･

5

教育委員会 歴史的建造物等保存伝承事業費
所有者から府が国指定文化財建造物の保存修理国庫補助事業を受託して保存修理工事及び調査
等を実施。現場を府民に公開。文化財保護に係る普及啓発を図る。

1,175

教育委員会
歴史的建造物等保存伝承事業費
（維持）

指定文化財等の管理の適正を期するため、種々の法的規制が課せられているが、その円滑な実施
を確保するため、所有者が実施する維持管理事業に対して助成

46

教育委員会
歴史的建造物等保存伝承事業費
（保存修理）

国及び府指定・登録等文化財所有者が行う保存修理事業等に補助し、適切な保存・管理を図る。 67

教育委員会 文化財保存事業費補助金（発掘） 開発に伴う緊急発掘調査等や史跡等保存のための公有化を行う市町村に対し補助する。･ 72
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平成19年度当初予算　主な要求事業
（単位：百万円）

部　局 事　項 事　業　概　要 要求額

教育委員会
文化財保存事業費補助金（祇園
祭）

国の重要有形民俗文化財である祇園山鉾２９基のうち、緊急に修理を行う国庫補助事業に対して、
保存会の負担軽減を図るため助成

7

教育委員会
重要伝統的建造物群保存地区保
存事業費補助金

府内の重要伝統的建造物群保存地区の適切な保存を図るため、伝統的建造物群の保存事業に対し
補助する。

6

警察本部 東山警察署整備費 東山警察署の建替整備に係る基本・実施設計費 70

警察本部 警察施設耐震強化対策費 府立施設の耐震補強工事等の実施 24

警察本部
子どもの安心・安全を守る総合対
策事業費（「地域安心・安全ステー
ション」モデル事業費）

自主防犯活動の活性化及び定着化を目的に、指定された地域において防犯活動拠点を設け、地域
住民が行う活動を支援

2

警察本部
子どもの安心・安全を守る総合対
策事業費（防犯推進委員活動強化
費）

地域安全活動ボランティアリーダーである防犯推進委員の活動を支援し、地域の自主防犯活動の活
性化を図る

5

警察本部 警察安全相談員設置費 警察安全相談へのより適切かつ迅速な対応を図るため、警察官ＯＢを警察安全相談員として配置 36

警察本部 交番機能強化費
交番相談員を増員することにより、警察官の街頭活動の強化及び防犯ボランティア団体に対する活
動支援、防犯情報の提供等、住民サービスの充実を行い、交番の機能強化を図る。

409

警察本部 交番等再編・機能強化費 「交番・駐在所等の機能充実・強化プラン」に基づき、交番・駐在所の整備を計画的に行うもの。 120

警察本部 中京警察署建設計画費 新設する中京警察署の基本構想を策定 1
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