
Ⅰ　重点事業

（１）あんしんの京都づくり (単位：百万円)

府民生活部 原子力防災対策事業費 緊急時連絡網運用、資機材の整備、原子力防災専門員の設置等 174 77

府民生活部 広域防災拠点整備事業費 東日本大震災の教訓から、応急活動基地となる広域防災拠点を整備 70 -

府民生活部 防犯まちづくり推進事業費
「府民協働防犯ステーション」を中心に、見守り活動への支援、｢割れ窓理論」実践運動の実
施等地域防犯活動の活性化を図る 22 31

府民生活部 府民防犯活動重点強化事業費
防犯重点エリアを設定し、地域住民、警察、行政が一体となって防犯、交通安全対策を総合的
かつ重点的に推進 7 -

文化環境部 原子力防災対策事業費 環境放射線テレメータシステムによる監視測定や測定情報の迅速・的確な伝達体制を強化 138 142

文化環境部
可搬型ポストの更新・情報発信システム整
備事業費

耐用年数を超過した可搬型モニタリングポストを常設ポストに更新 120 -

文化環境部
複合災害対応型放射線モニタリング車（Ｌ
ＰＧ車）整備事業費

緊急時におけるＵＰＺ３０ｋｍ内の緊急サーベイに対応するため、複合型災害にも運行可能な
放射線モニタリングＬＰＧ車を整備 99 -

健康福祉部 原子力防災対策事業費 測定機器の整備、緊急被ばく医療ネットワークの構築等 14 13

健康福祉部 京都式地域包括ケア推進費（総合交付金）
地域包括ケアを推進するため、市町村及び京都地域包括ケア推進機構などの団体が状況に応じ
て選択できる総合交付金 440 72

健康福祉部 京都式地域包括ケア推進費（推進機構）
オール京都府体制で京都式地域包括ケアを推進するための地域包括ケア推進機構の運営に要す
る経費 208 141

　平成２４年度当初予算　主な要求事業
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健康福祉部 京都式地域包括ケア推進費（人材確保） 地域包括ケアを支える人材の確保・育成に要する経費 214 390

健康福祉部 京都式地域包括ケア推進費（基盤整備）
高齢者在宅療養安心ネットワークの構築、あんしんサポートハウスなど、高齢者の生活基盤を
整備 837 888

健康福祉部
京都式地域包括ケア推進費（総合リハビリ
テーション充実費）

急性期から回復期、維持・生活期までの総合的なリハビリテーション提供体制を整備 216 181

健康福祉部 京都式生活・就労一体型支援事業費
生活保護受給者等をオール京都体制でサポートするための体制整備や就労自立に向けた支援メ
ニューの充実 166 -

商工労働観光部 京都式生活・就労一体型支援事業費
自立支援コーディネーターを京都ジョブパーク北部サテライトに配置し、中丹・丹後地域での
生活・就労支援体制を強化 3 -

警察本部 危機管理態勢充実・強化費
東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模災害発生時に備えて災害警備活動用資機材を整備するこ
とにより、総合的な危機管理態勢を充実・強化 76 -

H23予算額部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額



　平成２４年度当初予算　主な要求事業

（２）力強い京都づくり (単位：百万円)

政策企画部 学研都市国際戦略特区推進事業費
けいはんな学研都市のサード・ステージプランの実現及び「みやこ構想」の着実な推進に向
け、国際戦略総合特区制度の活用を見据えた府独自の取組を実施し、世界トップレベルの研究
開発拠点を形成

36 43

政策企画部 けいはんなエネルギー未来都市創造事業費
けいはんな学研都市において、エネルギーや食糧の「地産地消型次世代都市づくり」のモデル
を構築 300 -

府民生活部
認定ＮＰＯ法人拡大・寄付募集活動支援事
業費

ＮＰＯ法改正等に伴い、認定ＮＰＯ法人や府の条例による個別指定、民間からの寄付金を集め
て活動を行うＮＰＯ法人等の支援について、中間支援団体への事業委託を実施 3 -

府民生活部 事業型ＮＰＯ等伴走支援事業費
地域力再生活動団体やＮＰＯ法人が安定的な事業収益を確保し、持続的に地域力再生活動を展
開できる京都独自のソーシャル・ビジネスを支援 4 -

文化環境部
植物バイオテクノロジー実用化プロジェク
ト推進費

府立大学精華キャンパス内に整備予定の太陽光発電・燃料電池等を備えた植物工場において、
京都独自の高機能性野菜等の研究開発を実施 8 -

文化環境部
地域資源を活用した革新的再生可能エネル
ギー開発支援事業費

府内の地域資源を活用した革新的な次世代再生可能エネルギーの開発を共同研究する 10 -

文化環境部
大規模太陽光発電（メガソーラー）推進事
業費

メガソーラー事業の積極的な導入を目指すための調査等の実施 1 -

文化環境部 京都次世代型ESCOシステム構築事業費
厳しいエネルギー環境のもとオール京都で創エネ・省エネを維持するため、民間活力を活用し
た京都独自の次世代エスコシステムの構築等に向けた取組を推進 3 -

商工労働観光部 中小企業創造的事業活動等応援事業費
中小企業応援条例に基づき知事の認定を受けた中小企業の試作品の製品化や新たなビジネスモ
デルの構築など創造的な事業活動を支援 110 -

商工労働観光部 京もの工芸品イノベーション事業費
高級ホテル、デザイナーショップ等との連携、様々な流通チャンネルを活用したプロモーショ
ンの実施によるトータルパッケージ型の新しい伝統産業のビジネスモデルの構築 21 7

商工労働観光部 国際観光振興事業費
訪日観光客が も有望視されるアジア市場について、京都での快適な旅の提供とともに、継続
的、持続的な誘客促進を図る。 20 -
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商工労働観光部 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進費
国際海上コンテナ航路の拡充・新設や国際フェリー、クルーズ航路の誘致等、京都舞鶴港の日
本海側拠点港としてのゲートウエイ機能の強化 73 -

商工労働観光部 中小企業技術開発促進事業費 京都企業の新たな研究・製品開発を促進するため、研究開発を総合的に支援 1,099 782

商工労働観光部 京もの市場開拓推進事業費
京都経済の発展・グローバル化を図るため、中小企業の優れた製品や技術等を国内外に浸透・
確立させるため、販路開拓等の取組を支援 202 137

商工労働観光部 京都企業設備投資等支援事業費
中小企業応援隊による支援のもと、中小企業等が行うイノベーションにつながる設備投資等を
支援 1,100 1,150

商工労働観光部 中小企業応援隊事業費
中小企業応援隊が厳しい経営環境にある中小企業を訪問し、経営の安定化と成長のコンサル
ティングを実施 10 10

農林水産部 宇治茶の魅力、世界発信事業費 京都が世界に誇る宇治茶の魅力を世界中に発信し、国内外の需要拡大を図る取組を支援 7 -

農林水産部 明日の「京都村」支援事業費
零細農家の多い農山村集落において、民宿開設や６次産業化など、地域資源を活用し、地域ぐ
るみで意欲的に集落維持･発展活動に取り組む集落（明日の「京都村」）を総合的に支援 35 -

農林水産部
（京力農場づくり事業費）
集落営農発展型産地づくり支援事業費

集落営農組織が、地域農業者との連携・補完による農業経営構造への転換を図るために行う、
規模拡大や高収益型作物の新規導入、経営多角化などの経営基盤強化や法人化の取組を支援 61 -

農林水産部
（京力農場づくり事業費）
企業的農業経営体づくり事業費

農商工連携や６次産業化等による所得向上を目指す農業経営体の経営強化及び契約栽培等を通
じた担い手空白集落に核となる企業（農産物処理加工業者）の参入を支援 224 183

農林水産部
（共に育む「命の里」事業費）
里の人づくり事業費

複数集落の連携や集落と大学等多様な主体が連携した組織の育成及び活動支援、行政や民間人
材の派遣及び地域の次期リーダーの育成等による人材支援等を実施 56 44

農林水産部
（共に育む「命の里」事業費）
里の地域見守り事業費

過疎化・高齢化が進み、集落の安心・安全な暮らしの維持が危ぶまれる集落への里の絆づくり
支援員（仮称）の設置及び通院・通所支援など、見守り活動を支援 23 5
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農林水産部
（共に育む「命の里」事業費）
命の里ビジネス創生事業費

農山村再生に貢献する商品やサービスに付加・貼付する「命の里マーク」を活用した、地域活
動の持続・自立を促進するための取組を支援 10 -

農林水産部
ブランド農産物市場競争力強化事業費（機
能性食品開発支援事業費）

京野菜や宇治茶に含まれる機能性成分の医学的証明を取得し、企業との商品開発を推進すると
ともに、規格外品を有効活用するための加工食品開発を実施 8 1

建設交通部 学研地区アクセス向上検討調査費
関西文化学術研究都市へのアクセス向上のため、近鉄けいはんな線の延伸やＬＲＴ等の公共交
通施設について、輸送量の分析・予測やルート選定等の調査に要する経費 30 -

建設交通部 ＪＲ奈良線複線化整備事業費 ＪＲ奈良線の複線化整備事業に係る調査に要する経費 30 -

建設交通部
（京都舞鶴港日本海側拠点機能推進費）
国際フェリーターミナル（前島埠頭）基本
設計費

前島埠頭における国際フェリーターミナルの供用に向けた、基礎的な調査・検討、基本設計に
要する経費 16 -

建設交通部
（京都舞鶴港日本海側拠点機能推進費）
外航クルーズ船受入施設検討費

舞鶴国際埠頭での国際フェリー及び外航クルーズの受入に向けた、暫定利用に関する基本設
計、実施設計に要する経費 5 -
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（３）しあわせの京都づくり (単位：百万円)

府民生活部
非行少年等「立ち直り支援センター」設置
費

非行少年等に対する立ち直り支援の中核機関として、少年たちの居場所としても活用できる
「立ち直り支援センター」を開設し、多様な体験活動等を通して立ち直りを支援 14 -

健康福祉部 健やか介護保険返戻金（仮称）事業費
介護保険サービスを利用していない高齢者やその家族の長年にわたる健康維持の努力や家族介
護の負担等に報いることを目的として実施 452 -

健康福祉部 あんしん医療制度共同推進事業費
府民が安心できる医療制度を構築するために、市町村国保の都道府県単位化に向けた協議会の
開催及び健診データー等の分析を実施 12 5

健康福祉部 京すこやか健康管理システム構築事業費
府民が健康情報を登録・蓄積し、自ら健康管理を徹底することを支援する「京すこやか健康管
理システム（仮称）」を構築 50 -

健康福祉部 健康長寿日本一推進事業費
健康長寿日本一を目指した体制を構築し、府民が自らの健康づくりに取り組むことができるよ
う、朝食習慣を府内に広める「朝活元気事業」を実施 21 -

健康福祉部 自殺対策総合推進事業費 自殺に関する相談、自殺予防についての啓発など自殺を防止する取り組みに要する経費 96 82

建設交通部 新堀川京極再生事業費
新堀川京極再生事業の一部として、基本計画に基づく堀川団地建替事業に係るフィジビリティ
スタディ（実現可能性調査）の実施に要する経費 43 -

教育委員会 学習習慣確立支援事業費 児童生徒の生活・学習習慣の確立等を支援する「まなびアドバイザー」を小・中学校に配置 79 65

教育委員会 少年非行緊急対策事業費
非行防止コーディネーターや府立高校に外部人材の生徒指導支援員を配置し、少年非行の早期
の問題解決及び未然防止等の総合的な緊急対策を推進 87 -

警察本部 少年非行抑止ネットワーク事業費
児童・生徒の非行や犯罪被害の未然防止、非行からの立ち直り等の支援を行うためのスクール
サポーターの配置 124 90
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（４）明るい京都づくり (単位：百万円)

政策企画部
（世界遺産条約採択40周年記念会議関連）
世界遺産イヤー記念事業費

「世界遺産条約採択４０周年記念会議」開催を機に、府が世界遺産登録を目指す資産のＰＲや
世界遺産・京都文化の魅力の発信事業等を展開 14 -

文化環境部
（世界遺産条約採択40周年記念会議関連）
天橋立世界文化遺産登録推進事業費

世界遺産を目指した天橋立の国際シンポジウムの開催や世界遺産条約採択40周年記念行事の場
を活用した普遍的な価値をアピールするための調査等を実施 5 6

商工労働観光部
（世界遺産条約採択40周年記念会議関連）
ルネッサンス「国際観光」事業費

世界文化遺産４０周年記念会議に併せて、京都の世界遺産を世界に発信するとともに、世界無
形文化遺産登録を目指す日本料理の魅力をＰＲ 35 -

農林水産部
（世界遺産条約採択40周年記念会議関連）
宇治茶世界文化遺産登録推進事業費

宇治茶の世界文化遺産登録を目指して、宇治茶の価値を検証、再認識し国内外に発信 1 -

文化環境部 新総合資料館（仮称）整備費
京都の歴史・文化に関する資料を収集・保存・調査・研究・提供する「新総合資料館（仮
称）」（府立大学文学部研究室・附属図書館との連携施設）を整備 273 137

文化環境部 国際京都学センター開設準備費 国際京都学センターの本格稼働に向け、研究事業に着手し、国際シンポジウムを開催 7 -

文化環境部 新総合資料館統合データベース構築事業費
資料館の所蔵資料について、電子化を進めるとともに、どこからでも簡単・便利に利用でき、
府立大学図書館とも連携した横断検索システム等を構築 104 -

文化環境部 植物園再生事業費 「日本一おもしろい、心やすらぐ植物園」をコンセプトにした府立植物園の再生整備 398 326

文化環境部 「ほんまもん」の京文化発信事業費
京都文化の魅力を発信し、文化力の向上を図るため、「ほんまもん」の文化芸術に触れる機会
を創出 44 42

文化環境部 こころの未来育み事業費
京都大学の「こころの未来研究センター」と協働で、地域との連携研究成果を府民に還元する
ためのセミナー等を実施 4 1

文化環境部 「まちかど美術館」事業費
国民文化祭で各地に芽生えた多彩な文化事業の定着等を支援するとともに、文化活動の発表の
機会の提供等を実施 3 -
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文化環境部 文化力で京都を元気にする基金積立金
国民文化祭で各地に芽生えた多彩な文化事業の定着等を図り、名実ともに日本の文化首都づく
りを推進するため、「文化力で京都を元気にする基金（仮称）」を創設 500 -

文化環境部
「こころの文化」継承事業費（文化力で京
都を元気にする基金事業）

国民文化祭で各地に芽生えた多彩な文化事業の定着等を支援 100 -

文化環境部 琳派４００年記念事業費
研ぎ澄まされた美意識、日本のデザインの源流ともいえる「琳派」の４００年を記念し、京都
産業界等と連携して、世界に再発信 10 -

文化環境部 施設整備費（府立体育館）
老朽化が著しい府立体育館について、国際的な大会等に対応するとともに、府民に利用しやす
い体育館としてリニューアル整備を実施 3,179 -

文化環境部 スポーツ施設整備調査費
専用球技場整備に向けた市町村への候補地調査を踏まえ、候補地選定のための地質調査等を実
施 25 -

文化環境部 運動公園整備事業費
「京都府におけるスポーツ施設のあり方懇話会」での議論を踏まえ、府民ニーズ、新たなス
ポーツ種目への対応を図るため、府立運動公園において施設整備を実施 49 -

文化環境部 教養教育共同化施設（仮称）整備費
府立医大、府立大学、京都工芸繊維大学の３大学による教養教育共同化施設（仮称）の整備推
進 600 326

教育委員会 英語教育推進費
グローバル化が進展する社会において、コミュニケーション手段としての英語を習得し、将
来、社会の中で自立できる力や態度の育成及び英語教材を作成するなど生徒の学習を支援 279 185

教育委員会 府立学校施設整備費 府立学校の耐震強化対策及び施設整備費等 5,490 4,014

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額 H23予算額



　平成２４年度当初予算　主な要求事業

Ⅱ　その他の事業
(単位：百万円)

知事直轄組織
（知事室長）

京都府名誉友好大使任命事業費 留学生を「京都府名誉友好大使」に任命し、府や市町村等の国際交流事業へ派遣 3 3

知事直轄組織
（知事室長）

大学のまち京都留学生応援事業費
海外から優秀な留学生を積極的に受け入れ、京都の価値を高めるため、入口（留学前）から出
口（就職）までの施策を、大学・企業・地域と連携して実施 13 8

知事直轄組織
（知事室長）

明日の国際交流推進事業費
友好提携の締結に向けた交流を進めているフランス共和国のラングドック・ルシヨン州から州
政府訪問団を受入 2 -

知事直轄組織
（知事室長）

エディンバラ市友好提携１５周年記念事業
費

英国エディンバラ市との友好提携15周年を記念し、エディンバラ市へ府訪問団を派遣 5 -

知事直轄組織
（職員長）

庁内ベンチャー事業費
職員の育成等を目的に、職員のグループ（市町村、大学、民間企業、ＮＰＯの職員等が参画）
が、府政の課題について、解決策を研究・提案 5 5

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等の未来づくりに資する事業に対する交付金 1,900 1,900

総務部 地域戦略協働プロジェクト
地域プラットフォームの設置による課題解決の枠組づくり、庁内横断連携の仕事人（庁内チー
ム）による専門分野の助言、解決策づくり等によって市町村を支援する 3 -

総務部 京都地方税機構分担金 京都地方税機構の運営に係る分担金 1,287 1,043

総務部 京都府民ステーション（仮称）整備事業費
平成24年春に用途廃止予定の七条警察署跡地について、京都府民ステーション（仮称）構想策
定懇話会の提言を受け、民活事業による運転免許更新センター及び地域防犯施設の整備を行う 15 20

総務部 旧本館修復整備費
旧本館竣工110周年（平成26年）を迎えるにあたり、旧議場等の復原整備、補修及び必要な施
設整備を行う 114 22

H23予算額部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額



　平成２４年度当初予算　主な要求事業

(単位：百万円)

政策企画部 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 5

政策企画部 地域振興計画推進費 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 86 67

政策企画部 情報通信格差是正事業費
携帯電話等の移動通信サービスの未提供地域を解消するために市町村が行う施設（移動通信用
鉄塔）整備に対する補助金 71 94

政策企画部 関西広域連合分担金
関西の２府５県で構成する「関西広域連合」において、広域的な行政課題となっている防災や
医療など、７分野の事業等を実施 108 78

政策企画部 京都府北部地域大学連携推進事業費 京都府北部において、地域と大学との連携により地域課題解決と人材育成を図る取組を推進 10 10

政策企画部 「明日の京都」推進費
「明日の京都」長期ビジョン・中期計画・地域振興計画の実現に向け、重要施策等を効果的・
効率的に推進するためのマネジメントに要する経費 29 21

府民生活部 総合的危機対応体制推進費 総合的な危機対応体制の構築、テロ対策の強化、国民保護体制の整備 3 3

府民生活部 地域防災力づくり事業費 地域防災力の強化を図るため、防災意識の啓発・教育、総合防災訓練の実施 7 7

府民生活部 避難者受入事業費 東日本大震災により京都府に避難された方に対する支援 3 -

府民生活部 京都府地域防災計画改訂費 地域防災計画見直しを行うための検討に要する経費 2 -

府民生活部 東日本大震災復興支援金 東日本大震災被災地のうち、特に被害甚大な岩手県・宮城県・福島県の３県の復興支援 29 -

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額 H23予算額



　平成２４年度当初予算　主な要求事業

(単位：百万円)

府民生活部 わがまちの消防団強化・応援事業費 地域の安心安全を支える消防団員の活動力の向上に要する経費 131 130

府民生活部 消防学校施設整備費 教育訓練内容の充実・強化を図るため、屋内訓練場を多様な訓練が可能な仕様に建て替え 267 59

府民生活部 地域防災力パワーアップ事業費
地域に密着した人材である消防団員の活動力アップと自治会などの取り組みにより地域ごとの
緊急時対応力の底上げを図る 40 -

府民生活部 犯罪被害者等支援活動推進費
犯罪被害者支援コーディネータ及びサポートチームの設置、犯罪被害者支援センターへの支援
による総合的な被害者支援の実施 4 4

府民生活部 地域力再生支援事業費
地域団体が自主的に地域の課題解決のために取り組む様々な分野の地域力再生活動について基
盤的な支援を行い、行政と府民のパートナーシップによる地域力の再生を図る 92 75

府民生活部
市町村未来づくり交付金（地域力再生交付
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 300 300

府民生活部 公共空間活用推進事業費
地域の多様な主体が事業協定を締結し、「公共空間（道路や河川、民有地等）」を整備・活用
して行う地域普請活動を支援 83 91

府民生活部 女性国内交流事業費 女性リーダーの資質向上を図るため、「女性の船」による研修等を実施 6 7

府民生活部 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による「ＫＹＯのあけぼのフェスティバル」の開催及び特に功績の著
しい女性を顕彰し「京都府あけぼの賞」を授与 4 4

府民生活部 ドメスティック・バイオレンス対策事業費 被害者支援や未然防止を図るため、自立支援グループワークやＤＶ啓発カードの配付等を実施 1 1

府民生活部 女性チャレンジ支援事業費
起業等を目指す女性を支援するため、「女性チャレンジ相談」の実施及びインキュベーション
施設「女性チャレンジオフィス」の設置 2 2
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　平成２４年度当初予算　主な要求事業

(単位：百万円)

府民生活部 マザーズジョブカフェ推進費
再就職したい子育て中の方に様々な機会を提供することにより、スムーズな就職活動のスター
トと就業を支援 15 1

府民生活部 ワーク・ライフ・バランスセンター推進費
京都ワーク・ライフ・バランスセンターを拠点に、オール京都体制で仕事・家庭生活・地域活
動等の調和を図るため、中小企業の取組や府民の地域参加を促進 10 13

府民生活部 ひきこもり自立支援「チーム絆」事業費
青少年の「社会的ひきこもり」に対し、「チーム絆」による社会参加支援や職親事業、各種相
談等を実施 11 10

府民生活部 司法過疎地域弁護士派遣支援事業費
弁護士不足の著しい地域（司法過疎地域）において、継続的な法律相談の機会が提供されるよ
う京都弁護士会が行う弁護士派遣事業に対する支援 1 1

府民生活部 消費者あんしんサポート事業費 府・市町村の消費生活相談窓口の機能強化等に要する経費 163 194

文化環境部 四季の彩り事業費
府立植物園における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 9

文化環境部 こころのふるさと京都の文化財保護事業費
「文化財を守り伝える京都府基金」への寄附金や「緑と文化の基金」を活用した文化財の保全
事業等に関する事業選考や広報を実施 1 1

文化環境部
こころのふるさと京都の文化財保護事業費
（文化財を守り伝える京都府基金事業費）

「文化財を守り伝える京都府基金」への寄附金や「緑と文化の基金」等を活用した文化財の保
全事業等の実施 24 24

文化環境部
こころのふるさと京都の文化財保護事業費
（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 75 75

文化環境部 「こころの京都百選」事業費
国民文化祭を契機に、「こころの京都」をテーマとした日本画を制作するとともに、制作した
日本画の展覧会を開催し、京都の文化芸術を広く発信 68 141

文化環境部 文化マーケット創出事業費
文化による新たなマーケットの創出を図るため、「京都文化ベンチャーコンペティション」及
び「京都アートフリーマーケット」を実施 8 7
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(単位：百万円)

文化環境部 古典の日推進事業費 「古典の日」を推進するフォーラムや法制化に向けた全国規模での活動を実施 10 4

文化環境部
ゼミナールハウス施設整備費（耐震補強工
事等）

生涯学習拠点として、安心・安全の確保のための耐震補強工事のほか、空調、浴室・給湯設備
の基盤機能等の改修工事を実施 107 -

文化環境部 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 15

文化環境部 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 23,495 22,822

文化環境部 未入園児一時保育事業費
幼稚園の施設や機能を活用して、地域に密着した子育て支援拠点を整備し、育児中の保護者向
けの子育て相談や育児教室等を実施することにより、育児期の不安の軽減・解消を図る。 25 52

文化環境部 私立高等学校あんしん修学支援事業費 私立高校生徒の修学を支援するため、授業料等を助成 3,068 2,600

文化環境部 被災児童生徒就学等支援事業費
東日本大震災により被災した生徒等に対する就学支援（私立学校授業料等減免補助事業）を実
施 12 -

文化環境部
京都府公立大学法人施設設備整備資金貸付
金

公立大学法人の施設整備等に係る貸付金 3,905 1,718

文化環境部 京都府公立大学法人運営費交付金 公立大学法人の運営費交付金 10,139 9,635

文化環境部 ＥＶ・ＰＨＶ観光地モデル推進事業費
ＥＶ・ＰＨＶの走行・充電シーンをより多く見せ、府民・観光客等へのＥＶ・ＰＨＶの普及啓
発を図る。 13 16

文化環境部 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 55 48

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額 H23予算額
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(単位：百万円)

文化環境部 産業廃棄物発生抑制等促進事業費 産業廃棄物の発生状況・減量・リサイクル状況の把握及びリサイクル製品の普及促進事業 6 24

文化環境部
産業廃棄物減量・リサイクル支援センター
事業費

府内の産業界・廃棄物処理業界・大学等研究機関及び行政機関等の連携のもと設立された、
「京都府産業廃棄物減量・リサイクル支援センター」を核に、企業等に対して産業廃棄物の減
量・リサイクルに関する総合的な支援を実施

44 21

文化環境部 ゼロエミッション推進事業費
府内事業所のゼロエミッションを推進するため、府庁が率先して事業系ゴミの減量化を図るた
めのモデル事業を実施 2 -

文化環境部 スポーツGOMI拾い開催費
内陸部では初めて亀岡で開催される海ごみサミットに併せ、河川流域のごみ拾いを「スポーツ
GOMI拾い」のルールにより行い、地域の子どもたちの環境意識を高める。 1 -

文化環境部 丹後海と星の見える丘公園整備費 宿泊機能充実に向け、新宿泊施設の整備に係る経費 10 -

文化環境部 生物多様性保全推進事業費
府内における生物多様性保全を確保し，豊かな自然環境を次代に継承するため、希少野生生物
保全対策等を実施 20 3

文化環境部 山陰海岸世界ジオパーク推進事業費 兵庫県・鳥取県と連携し、ユネスコが支援する世界ジオパークネットワーク事業を推進 6 5

文化環境部 公募型新緑化技術モデル事業費
技術革新の進む緑化技術の認知度を高めるため、屋上よりも宣伝効果の高い壁面緑化を活用
し、府庁の壁面で実施することにより建築物緑化の潜在ニーズを引き出す。 1 -

文化環境部 事業者CO2削減対策事業費
事業部門における削減目標の着実な達成に向けて、大規模事業者及び中小事業者に対する指
導・助言を行うことにより、事業活動における削減対策を推進 10 10

文化環境部 環境京都発信事業費
地球環境の保全に著しい貢献をした者を「KYOTO地球環境の殿堂」として顕彰するとともに、
国内外に向けて環境問題について提言・発信する「京都環境文化学術フォーラム」を開催 13 10

文化環境部 京都版CO2排出量取引制度推進費
大企業が中小企業の排出削減等を支援し、それにより創出されるクレジットを取得できる仕組
みを運営することにより、環境と経済の好循環の中で、府全体の温室効果ガスの排出削減を促
進

105 5
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文化環境部 スマート・エコハウス促進事業費
住宅に太陽光発電設備・太陽熱利用設備等を設置する者に対して、低利融資を実施することに
より、府内における再生可能エネルギーの導入促進を図る。 2,008 -

文化環境部 府営水道経営安定支援事業費
府営水道供給料金について、府営水道事業経営懇談会の提言から更に引き下げて料金改定を実
施するために必要な京都府水道事業会計への貸付け 110 110

健康福祉部 ドメスティック・バイオレンス対策事業費
家庭支援総合センターを中心にしたドメスティック・バイオレンス対策の推進に関する経費
（相談・カンセンリング・一時保護等） 13 13

健康福祉部 社会的ひきこもり専門相談事業費
家庭支援総合センター等において、青少年等の社会的ひきこもり専門相談等を実施するための
経費 1 1

健康福祉部 きょうと「食の安心・安全」確保事業費 食品の安心・安全を確保するための取組に要する経費（食品等の検査体制の充実・強化等） 19 18

健康福祉部 高校生給付型奨学金支給事業費 低所得者世帯の子の高等学校進学を促進するため、学用品費等を助成 325 290

健康福祉部 総合医師確保対策費 医師の確保が困難な地域等における総合的な医師確保対策の推進に要する経費 490 636

健康福祉部 災害救助用備蓄物資整備費
地震等の災害発生に備え、災害対策基本法第49条の規定により食料、生活必需品等の備蓄を拡
充 20 5

健康福祉部 療養病床あんしん確保緊急対策事業費
府民に必要な医療・介護サービスの提供体制を確保するため、緊急的に療養病床の確保対策を
実施 25 23

健康福祉部 社会福祉施設防災対策等事業費
入所者等の安心・安全を確保するため、介護施設及び障害者関係施設が実施するスプリンク
ラー整備等に対する助成 621 5,423

健康福祉部 介護給付費負担金 介護給付費等に対する公費負担 26,220 24,500

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額 H23予算額



　平成２４年度当初予算　主な要求事業

(単位：百万円)

健康福祉部 介護職員処遇改善緊急対策費
介護保険及び障害者サービスに従事する職員の賃金改善を促進するため、処遇改善に取り組む
事業者に対する助成等を実施 1,324 5,917

健康福祉部 重度心身障害児（者）医療給付事業助成費 市町村が実施する重度心身障害児（者）医療給付事業に対する助成 1,967 1,898

健康福祉部 重度心身障害老人健康管理事業助成費 市町村が実施する重度心身障害老人健康管理事業に対する助成 1,297 1,323

健康福祉部 老人医療給付事業助成費 市町村が実施する老人医療給付事業に対する助成 1,827 1,794

健康福祉部 京都子育て支援医療助成費 市町村が実施する子育て支援医療給付事業に対する助成 1,540 1,383

健康福祉部 母子家庭医療給付事業助成費 市町村が実施する母子家庭医療給付事業に対する助成 971 923

健康福祉部 後期高齢者医療助成事業費 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費等の都道府県負担 26,330 25,487

健康福祉部 後期高齢者医療特別対策事業費
後期高齢者医療制度における高齢者の保険料負担を軽減するための財政安定化基金の取り崩し
等 578 578

健康福祉部
市町村国保等運営基盤総合的強化推進事業
費

市町村国保等の運営基盤強化のため、市町村国保の広域化や高齢者の健康づくりの事業を実施 143 120

健康福祉部 国民健康保険事業助成費 国民健康保険法に基づく各保険者等に対する助成 20,039 19,435

健康福祉部 離職者緊急一時宿泊事業費 解雇等により住居等を失った離職者等に緊急一時的に宿泊場所を提供 304 260
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健康福祉部 離職者向け住宅手当緊急支給事業費 解雇等により住居等を失った離職者に対する住宅費の支援 343 387

健康福祉部 生活福祉相談・就労支援事業費
生活困窮者からの相談を一元的に受け付ける生活就労相談窓口を設置し、生活から就労まで継
続的な支援を実施 334 292

健康福祉部 特別保育助成費 市町村が実施する多様な保育サービスに対する助成 440 450

健康福祉部 安心保育推進事業費 社会福祉施設等における事業所内保育施設の整備及び運営に対する助成 55 34

健康福祉部 「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 636 542

健康福祉部 放課後児童クラブ等整備費補助金 放課後児童クラブ等の整備に対する助成 59 81

健康福祉部 未入園児一時保育事業費
家庭で育児をする保護者の育児に対する不安・負担を軽減するため、身近な保育所に登録し
て、情報提供、相談、交流会等の実施や一時保育を一体的に提供する事業に対する助成 47 115

健康福祉部 子育て支援特別対策費 保育所等の整備に対する助成 286 1,542

健康福祉部 不妊治療給付等事業助成費 不妊治療に悩む妊婦の負担軽減を図るため、不妊治療に要する経費を助成 242 242

健康福祉部 小児慢性特定疾患児家庭支援事業費 保護者に対する相談事業の実施及び日常生活に必要な医療用具等の購入に対する助成 6 6

健康福祉部 児童虐待総合対策事業費
児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、未然防止、早期発見・早期対応、再発防止に至るま
で、一貫した施策を総合的に推進 84 235
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健康福祉部 母子家庭等緊急就職支援事業費
母子家庭の母等の就職を支援するため、養成機関で就業訓練を行う者に対する助成の拡充や就
業のための相談支援等に要する経費 210 199

健康福祉部 むし歯予防対策費 市町村の行うむし歯予防に向けた取り組みへの助成 9 5

健康福祉部 地域歯科保健推進事業費 障害者等を対象とした歯科検診・指導事業の委託及び地域歯科保健の普及啓発 10 10

健康福祉部 特定疾患対策費 特定疾患についての治療研究事業の推進を図るとともに、難病患者の医療費負担を軽減 3,212 2,955

健康福祉部 難病相談・支援センター運営費 難病患者等の相談・支援を宇多野病院に委託して実施 12 12

健康福祉部 在宅重症難病患者療養支援事業費 在宅療養中の重症難病患者に対する療養支援に係る経費 47 49

健康福祉部 肝炎対策費
Ｂ型・Ｃ型肝炎患者に対するインターフェロン治療及びＢ型肝炎患者に対する核酸アナログ製
剤治療に関する医療費助成等 358 349

健康福祉部 がん対策推進事業費
がん対策推進府民会議を中心に民間団体・職域団体等と連携した啓発を行うとともにがん診療
連携拠点病院等の機能強化に対する補助等を実施 552 639

健康福祉部 予防接種広域化推進事業費
ワクチンで予防できる疾病に対する予防接種を促進するため、府内共通接種費用決済システム
の構築等による広域化を実施 5 -

健康福祉部 救急医療対策費
府民の安心安全の観点から、休日夜間を問わず２４時間３６５日救急医療を受けることができ
る体制の確保 1,024 1,004

健康福祉部
総合・地域周産期母子医療センター運営助
成費

周産期医療体制を確保するため、総合及び地域周産期母子医療センターの運営費に対して助成 213 189
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健康福祉部 医療施設耐震化推進事業費
災害発生時において重篤患者が集中することが想定される災害拠点病院や救命救急センターを
はじめとする府内医療施設の耐震化整備を推進 2,310 1,504

健康福祉部 丹後地域医療再生事業費 丹後地域医療再生計画に基づく地域医療の再生に向けた取組の推進 360 100

健康福祉部 中丹地域医療再生事業費 中丹地域医療再生計画に基づく地域医療の再生に向けた取組の推進 100 -

健康福祉部 看護職確保定着対策事業費
地域医療を担う看護職員を確保するために、看護職員の定着と再就業促進を重点的に取り組む
ための事業に要する経費 78 71

健康福祉部 府南部ドクターヘリ導入準備費
府南部地域のドクターヘリ運航に向けた関係機関説明会及び場外離着陸場の調査・選定、デモ
フライト開催経費 3 -

健康福祉部 救急医療体制基盤整備事業費
医療圏毎の２次救急病院及びそれと連携する救急病院に対し、院内の診療環境や機器配備等の
基盤を整備 566 -

健康福祉部 障害者地域生活支援事業費 障害者の地域生活に対する支援 695 695

健康福祉部
障害者（児）福祉サービス等利用支援事業
費

障害者自立支援法の施行に伴う自己負担金の増加等に対し、府独自の支援策（セーフティネッ
ト）等を実施 187 172

健康福祉部 「府庁ゆめこうば」推進事業費
障害者雇用の推進のため、府庁で知的障害者を直接雇用するほか、地方機関で知的障害者の雇
用を条件とする府業務の委託 13 14

健康福祉部 障害者社会適応訓練等事業費 精神障害者の自立及び社会復帰支援に要する経費 9 38

健康福祉部 重度障害児（者）在宅生活支援事業費
生活介護事業所等における医療的ケアを必要とする重度の障害児者の受入を推進する市町村に
助成 10 15
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健康福祉部 発達障害児早期発見・早期療育支援事業費 発達障害児等を早期発見し、療育・相談などの事後支援に要する経費 23 23

健康福祉部 障害者施設整備費補助金 障害者自立のための社会福祉施設の整備に対する助成 309 -

健康福祉部 精神障害者訪問支援事業費 在宅精神障害者に訪問支援を行うことにより、障害者の地域生活への定着を促進 28 28

健康福祉部 高次脳機能障害者支援事業費 高次脳機能障害者への医療から福祉、社会参加までの途切れのない支援を実施 23 4

健康福祉部 舞鶴こども療育センター整備事業費 舞鶴こども療育センターの移転・新築に要する経費 75 -

健康福祉部 薬物乱用防止対策費 行政・業界団体・民間団体等の幅広い協力を得て、薬物乱用防止対策を推進 5 3

商工労働観光部 京都ジョブパーク推進費
常用雇用の創出を図るため、ハローワークと一体となった相談から就職、定着までのワンス
トップサービスを提供 207 219

商工労働観光部 障害者就労支援事業費
障害のある人の雇用の確保・拡大を図るため、「はあとふるジョブカフェ」の開設など、就労
支援、職場定着支援、普及啓発等の施策を総合的に推進 95 95

商工労働観光部 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・支援に対する助成 161 160

商工労働観光部 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
する助成 1,657 1,637

商工労働観光部 ベンチャー企業支援事業費
次代の京都産業を担うベンチャー企業育成のためのインキュベーション施設の運営や研究開発
等への支援や中小企業の健康産業分野等への進出を支援 38 42

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額 H23予算額



　平成２４年度当初予算　主な要求事業

(単位：百万円)

商工労働観光部 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に要する経費 676 670

商工労働観光部 職業訓練支援事業費 公共職業能力開発施設で職業訓練を受ける障害者等に対する訓練手当等の支給に要する経費 83 70

商工労働観光部 北部産業活性化推進事業費
北部産業技術支援センター・綾部及び丹後・知恵のものづくりパークを核に中小企業の基盤技
術の高度化や新分野展開に向けた取組を支援 157 158

商工労働観光部 職業能力促進事業費 ものづくり産業の体験等によるキャリア教育の実施や若年者の技能修得による就労支援等 49 52

商工労働観光部 京都ブランド推進事業費
府内中小企業者が自らの強みである知的財産等を積極的に活用し、「京都ブランド」の推進な
ど企業価値や競争力向上を目指す取組を支援 10 11

商工労働観光部 映画・コンテンツ産業推進事業費
京都の映画・映像産業の振興のため、映画の魅力の発信や、マーケット拡大のための事業を実
施 24 25

商工労働観光部 高校生・和装文化普及体験事業費
高校生に対するきものの着付け体験などを通じて、より多くの高校生がきものに親しむ環境を
整備 7 7

商工労働観光部 和装・伝統産業総合支援事業費
京都を代表する工芸品や和装の各産地や企業グループが実施する情報の発信、ＰＲ等活性化に
つながる取組を支援 50 48

商工労働観光部 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将来を支える人材育成、和装
需要拡大のための環境づくりなどに要する経費 78 65

商工労働観光部
丹後織物ブランドビジネスモデル推進事業
費

丹後織物の商品開発や販路開拓等により、企業を育成するとともに、リーダー企業を創出し、丹後産地の
活性化とブランド発信 7 10

商工労働観光部 京都産業立地促進事業費
雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るため、企業誘致を進めるとともに、立地企業の施設整備、
雇用確保等に対し助成 887 954

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 H24要求額 H23予算額



　平成２４年度当初予算　主な要求事業

(単位：百万円)

商工労働観光部
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するとともに、シンポジウム等
を開催 5 5

商工労働観光部 京都・花灯路推進事業費
閑散期の京都への観光誘客促進を図るため、京都の歴史的文化遺産をつなぐルートを風情のあ
る灯りによるライトアップを実施 17 17

商工労働観光部 丹後広域誘客推進事業費 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の取組みに対する助成 26 31

商工労働観光部 総合観光案内所運営費
京都観光の推進を図るため、府域の情報をワンストップで提供する総合案内所の運営に要する
経費 43 43

商工労働観光部 京都観光誘客促進事業費
京都観光の質を高め、府域への観光誘客を促進するため、観光資源の魅力の向上、人材の育成
による観光力の強化 19 13

商工労働観光部 京の七夕事業費 観光誘客促進を図るため、旧暦の七夕（８月上旬）を中心に、夏のにぎわいを創出 50 50

商工労働観光部 「クール・京都」発信事業費 京都の伝統・文化・感性を活かした京都企業の製品、コンテンツ、食品等を全国に向けて発信 20 20

商工労働観光部 「京の老舗」知恵の経営発信事業費
老舗の「知恵の経営」を京都企業への浸透や、国内外に広く発信することにより、京都ならで
はの京都企業のブランド力や信用力の普及啓発を展開 1 1

商工労働観光部 ＮＨＫ大河ドラマ連携事業費
ＮＨＫ大河ドラマを活用した観光誘客や大河ドラマの実現をめざしている市町の魅力に満ちた
歴史文化を発信し、府域の観光活性化を図るとともに、誘致活動を支援 8 -

商工労働観光部
明日に輝く京の商店街づくり総合支援事業
費

商店街の後継者や新規出店者の人づくり、特色・魅力づくり、コミュニティづくりの事業に対
する支援や特に困難な状況にある商店街への集中的な支援 193 -

商工労働観光部 京都環境産業創出・普及事業費
産学公が連携した京都産業エコ推進機構のもと、京都にふさわしいエコ産業の創出と中小企業
のエコ化を推進 4 4
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商工労働観光部 丹後半島ロングライド大会開催支援事業費 平成２４年６月の「丹後半島ロングライド大会」の開催に係る、おもてなし事業を実施 5 -

商工労働観光部 北京都ものづくり拠点構想推進事業費 「北京都ものづくり拠点構想」を推進するため、中丹地域の産業集積の促進と高度化を支援 8 6

商工労働観光部
農林水産部

丹後・食の王国構想プロジェクト推進事業
費

「丹後・食の王国構想」の実現に向け、丹後あじわいの郷を核として、丹後の「食」のブラン
ド化・高付加価値化を推進 13 27

農林水産部 新規就農者確保事業費 就農前の研修期間及び経営が不安定な就農直後の経営を支援 214 -

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

農林水産業への新規参入促進と就農希望者への支援に対する助成 39 31

農林水産部 京力農業づくり推進費 京都の強みをいかし、競争力のある京都ならではの農林水産業の推進 1 1

農林水産部 農業ビジネス支援事業費
農商工連携等による農業ビジネスの育成等を図るため、農業経営の総合的窓口を設置し、段階
に応じた支援を実施 9 9

農林水産部
「いただきます。地元産」プラン推進事業
費

学校給食や病院・福祉施設等の給食における地元産米・野菜の利用促進を図るとともに、府民
運動として地産地消の取組を推進 7 7

農林水産部 食の安心・安全推進事業費
食の安心・安全を推進するための取組を実施
・食の安心・安全登録制度の推進、食情報の提供、適切な食品表示の促進 6 5

農林水産部
共に育む「命の里」事業費（里の基礎づく
り事業費）

住民協働による生活道路や農業用施設等の整備・保全、地域自ら考え実践する地域課題解決の
事業の実施等を支援 255 364

農林水産部
ブランド農産物市場競争力強化事業費（ブ
ランド需要開拓事業費）

紫ずきんや九条ねぎなどを京ブランドの新しい主力品目に育成するため、首都圏への積極的な
販売促進活動を実施するとともに、京都ならではの食文化を前面に出した販売戦略を実施 23 7
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農林水産部 ブランド戦略推進事業費
ブランド京野菜、特別栽培米、小豆・大豆、有機野菜等付加価値の高い農産物づくりや収益性
の高い産地づくりを推進 171 149

農林水産部
農業経営支援事業費（農業経営力強化総合
対策事業費）

安定的・継続的な農業経営体を確保・育成するため、農業経営の法人化及び経営力強化の支
援、認定農業者等の確保・育成支援を総合的に実施 36 37

農林水産部 京都モデルファーム推進事業費 企業やＮＰＯなどの多様な主体が地域と協働して行う農地保全活動を支援 5 5

農林水産部 担い手農地活用支援事業費
担い手の土地利用目的にあった農地情報を提供するとともに、専門の担当者を配置し、広域的
に担い手を農地に結びつける活動を実施 113 43

農林水産部 農林水産物海外進出事業費
輸出に取り組もうとする農林水産業経営者に対する相談業務、輸出情報の提供等を行うととも
に、府内産農林水産物・加工品を世界に発信する取組を支援 10 20

農林水産部 農林水産フェスティバル開催事業費 府内産農林水産物や加工品の販売、展示等を行う農林水産フェスティバルの開催 6 6

農林水産部 京都モデルフォレスト創造事業費 豊かな緑を守る条例に基づく府民参加による森づくりの推進 9 10

農林水産部
府内産木材利用促進事業費（環境にやさし
いウッドマイレージ認証木材利用推進事業
費）

ウッドマイレージＣＯ２認証木材を使用した木造住宅の建築に対し緑の交付金を交付するとと
もに、府内産木材（間伐材等）の安定供給体制整備を支援 37 44

農林水産部 森林整備加速化・林業再生事業費 間伐、路網の整備、高性能林業機械等の導入、木材加工流通施設整備の取組を支援 458 -

農林水産部 京の木材生産・利用倍増事業費
木材の生産性の向上から流通の合理化、加工体制の強化など川上から川下に至るまで、府内産
木材の利用推進を図るための総合的な対策を実施 81 -

農林水産部 豊かな里山再生事業費 ナラ枯れ・松くい虫等の被害防止対策を実施 79 259
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農林水産部 奥地保安林整備事業費
荒廃した集落周辺の保安林や野生鳥獣の生活環境に重要な奥地保安林において、安心・安全な
地域づくりのため、間伐による森林整備や基幹作業道及び木製治山施設の整備を実施 393 395

農林水産部
野生鳥獣保護事業費（特定鳥獣保護管理推
進事業費）

人と野生鳥獣の望ましい共生形態の実現を目的に、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、生息地管理を実施 17 19

農林水産部 野生鳥獣被害総合対策事業費
野生鳥獣被害に強い地域づくりを進めるため、有害鳥獣捕獲や防護柵の設置、地域ぐるみの防
除対策などを総合的に実施 514 407

農林水産部 林業大学校運営費 林業大学校の運営経費 62 -

農林水産部 林業大学校施設整備費 林業大学校の開校に伴う施設整備 160 -

建設交通部 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 52 -

建設交通部 生活交通ネットワーク構築支援費 地域における効果的・効率的な公共交通ネットワークの構築等に対する助成 324 317

建設交通部 公共交通ネットワーク活性化事業費
公共交通の活性化を効果的かつ総合的に進めるため、アクションプランに基づき、ソフト・
ハード両面から鉄道やバスなどの乗継等利便性向上を図るための各種施策に要する経費 30 -

建設交通部 建設業新分野進出支援事業費
新分野進出を目指す建設企業に対し事業計画策定等の相談を実施するとともに、計画実現に向
けた取組に要する経費を助成 22 22

建設交通部 住宅耐震化総合支援事業費
民間住宅の耐震診断事業及び木造住宅の耐震改修工事等への助成や耐震化率向上を図るための
普及啓発 197 76

建設交通部 エコロード整備事業費 道路照明灯等の既設照明器具をＬＥＤに更新 94 38
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建設交通部 京都縦貫自動車道建設事業費
京都縦貫自動車道丹波綾部道路の京丹波わち～丹波間の早期供用に向け、京都府道路公社が有
料道路事業として行う道路整備に係る貸付金 585 2

建設交通部 鴨川環境保全対策推進費
鴨川条例に基づく花火・落書き・バーベキュー等の迷惑行為規制、府民会議や鴨川四季の日の
実施等 13 13

建設交通部 都市計画基礎調査費
社会・経済状況の変化に応じ、適時適切な都市計画の見直しを行うための基礎調査の実施に要
する経費 65 -

建設交通部 住宅資金融資対策費 住宅資金融資事業及び利子補給金等 100 123

建設交通部 中堅勤労者向け公共賃貸住宅供給促進費 中堅勤労者向け公共賃貸住宅の入居者への家賃減額補助 15 23

教育委員会
豊かな心を育てる教育推進事業費（小中学
校分）

小中学校で様々な体験活動を実施するなど豊かな人間性の育成を目指し心の教育を充実 50 47

教育委員会
豊かな心を育てる教育推進事業費（読書コ
ンテスト）

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、読書に関わるコンテストを実施 1 1

教育委員会 心のサポート推進事業費（小中学校分）
小中学校にスクールカウンセラーや心の居場所サポーターを配置するなど不登校対策や生徒指
導を充実 223 223

教育委員会 心のサポート推進事業費（府立高校分） 府立高校にスクールカウンセラーを配置するなど相談体制を充実 66 37

教育委員会 心のサポート推進事業費（家庭教育相談） 家庭教育に関する電話相談の実施・巡回相談の実施等 11 11

教育委員会 学力充実推進事業費（小中学校分） 小中学校における確かな学力を身に付けるための取組を総合的に推進 83 85
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教育委員会 学力充実推進事業費（府立高校分） 府立高校での「ことばの力」の向上を図るための学習指導プログラムの開発 2 3

教育委員会 古典の日推進事業費 小中学生による古典作品等の朗読・暗唱大会を開催し、古典に親しむ児童生徒を育成 1 1

教育委員会 「もうすぐ１年生」体験入学推進費
小学校入学後の生活習慣等に対応できない「小１プロブレム」の児童が増えていることから、
幼保から小学校への円滑な接続を図るための体験入学事業を推進 5 8

教育委員会 被災児童生徒就学等支援事業費
東日本大震災により被災した幼児児童生徒及びその保護者を受け入れている市町村への就学等
の支援 9 -

教育委員会 学校を核とした地域力再生事業費
社会総がかりで取り組む教育の推進のため、京都式の学校地域連携校を構築し、学校・家庭・
地域社会の更なる連携協働を推進 33 -

教育委員会
高校生等修学支援事業費（被災児童生徒就
学等支援事業費）

教育の機会均等を図るため、修学資金の貸与等により高校生の修学を支援 2,035 1,860

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

府立高校における教育改革の推進
・学力向上に主体的に取り組む学力向上フロンティア校の選定
・京都の企業や大学の社会人講師の活用による特別授業の実施　等

103 83

教育委員会 文化の力をはぐくむ「京育」推進事業費
府立高校文化部活動の活性化と京都文化の次世代への継承
・高校の文化部活動支援及び高校生による文化継承
・府高芸文連を通じた部活動の推進

11 11

教育委員会 職業教育充実事業費 高校生段階での将来を見通した勤労観・職業観をはぐくむ教育の推進 33 3

教育委員会 高校生伝統文化事業費
伝統文化への関心を高め、豊かに生きる力を育むため、京都府にゆかりの深い茶道と華道の授
業を実施 23 25

教育委員会 京のまなび教室推進事業費 土曜日等における子どもの体験活動・学習活動等の充実を図るため「京のまなび教室」を開設 53 54
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教育委員会 地域で支える学校教育推進事業費
地域ぐるみで学校を支える体制整備として「学校支援地域本部」を設置し、学習支援・部活動
支援・読書活動支援など、学校のニーズに応じた教育支援活動を展開 24 20

教育委員会 家庭教育支援事業費
就学前の子どもを持つ親を対象として親同士のネットワークの形成を図る「親のための応援
塾」の開催や家庭教育に関する親のための学習機会及び情報の提供 7 4

教育委員会 就労支援事業費
特別支援学校高等部生徒の就職、自立、社会参加を支援するため、ふれあい・心のステーショ
ン等を実施 2 2

教育委員会 特別支援教育総合推進事業費 発達障害を含む幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて一貫した支援を実施 20 22

教育委員会 埋蔵文化財調査保存事業費
埋蔵文化財の保護と開発事業の調整を図るため、確認調査の実施や市町村が実施する調査等へ
の補助を実施 49 50

教育委員会 歴史的建造物等保存伝承事業費
文化財を後世に継承するため、建造物の保存修理や文化財の維持管理等に要する経費の補助等
を実施 1,265 2,370

教育委員会 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 スクールガードリーダーによる各地域への巡回指導等、地域ぐるみの安全防犯体制を整備 6 4

教育委員会 食育推進事業費 学校、家庭、地域社会が連携した食育の推進 1 2

教育委員会 競技スポーツ振興事業費
・国体選手の競技力強化、ジュニア選手育成等による競技スポーツ振興
・トップアスリートの実技指導等によるジュニア層への競技スポーツ啓発 232 245

警察本部 防犯推進委員活動強化費
地域安全活動の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することによって地域
自主防犯活動を活性化 2 2

警察本部 犯罪被害者等支援活動推進費
第２次犯罪被害者等基本計画、京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例等に基づく犯罪被害者
支援に要する経費 6 4
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警察本部 警察安全相談員設置費 府民に危害が及ぶおそれのある相談案件に迅速・的確に対応するため、警察安全相談員を配置 42 29

警察本部 交番機能強化費
交番相談員を配置し、警察官不在時における来訪者への適切な対応を行うほか、「子ども・地
域安全見守り隊」等の地域の自主防犯活動に対する指導や助言を行うなど、交番機能を強化 340 336
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