
(単位：百万円)

知事直轄組織
（知事室長）

留学生総合支援事業費 地域の国際化・活性化を図るため、オール京都で留学生の誘致から就職までを総合的に支援 27 30

知事直轄組織
（知事室長）

多文化共生推進事業費
外国人住民に対する生活情報の提供・相談を行う窓口の運営、地域における日本語教育の体制
整備等により多文化共生を推進 17 20

知事直轄組織
（知事室長）

ケベック州友好提携５周年記念事業費
京都府とカナダケベック州の友好提携５周年を記念して、トップ会談及び交流協議を行うとと
もに、両地域において交流事業を実施 1 -

知事直轄組織
（職員長）

ベンチャーチャレンジ職員育成事業費
現場主義を徹底し、前例にとらわれず、民間団体等と連携して、先進性のある施策提案を行う
とともに、果敢にチャレンジする職員の育成を実施 10 10

危機管理部 わがまちの消防団強化・応援事業費
消防団が行うふるさとレスキュー等の地域活動や自主防災組織と連携した避難訓練等の取組を
支援するとともに、大学生消防防災サークルや消防団応援の店等の消防団員確保の取組を実施 134 142

危機管理部 危機管理センター整備費
自然災害や大規模事故等のあらゆる危機事象に迅速・的確に対応し、国等の応援態勢にも対応
できる常設の危機管理センターの基本設計を実施 10 4

危機管理部 安心・安全な避難行動促進事業費
災害危険地域で水害等避難行動タイムラインの作成を加速化させ、タイムラインを活用した避
難行動訓練や避難所運営訓練等の市町村の取組に対する支援を実施 30 -

危機管理部 原子力防災対策事業費
原子力発電施設の周辺地域住民の安全確保のための避難路・資機材整備等を行い、原子力災害
発生時における避難体制の強化を実施 568 1,035

総務部 ウトロ地区住環境改善事業費 宇治市ウトロ地区について、国・府・宇治市の三者連携により、住環境の改善を実施 70 53

総務部 きょうと地域連携交付金
府と市町村・市町村相互の連携を強め、一体となった地域づくりを推進するための市町村事業
に対する交付金 1,900 1,900

総務部
文化スポーツ部

新行政棟・文化庁移転施設整備費 新行政棟建設及び旧京都府警察本部本館改修等の実施 4,635 1,980
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政策企画部 地域交響プロジェクト推進費
地域の課題に対し、府・市町村等と連携・協働して対応できる地域活動団体を交付金により支
援するとともに、「協働コーディネーター」による伴走支援、資金・人材確保等に関するセミ
ナー等による団体の基盤強化支援を実施

287 290

政策企画部
「海の京都」・「森の京都」・「お茶の京
都」ＤＭＯ推進事業費

空き家や移住・定住などの地域課題に対応する専門人材の配置等により、ＤＭＯを地域づくり
を支える「まちづくり支援法人」へ進化させるために要する経費 202 173

政策企画部 地域振興計画推進費
現地・現場の課題にきめ細かく臨機に対応するとともに、地域特有の課題に対して、積極的に
事業を実施 130 130

政策企画部
農林水産部

「農・観」連携による地域観光エリア創出
事業費

伝統的建造物を活用した宿泊施設の整備や野菜の収穫体験の実施等農山漁村の実りや暮らしを
体験できる地域資源を磨き上げ、エリア全体を滞在施設化する取組を支援 23 21

政策企画部 子育てにやさしいまちづくり事業費
京都で子育てしたくなるようなまちづくりを目指し、令和２年度から実施しているモデル事業
について、企業との連携強化を促すなど、市町村による持続可能なまちづくりへの取組を支援 150 100

政策企画部 電子申請システム機能強化事業費
電子申請システムの機能強化等を図り、行政手続のための来庁や対面を回避するとともに、府
民の利便性向上の実現に要する経費 43 -

府民環境部 防犯まちづくり推進事業費
犯罪のない安心・安全なまちづくり計画を推進するため、地域防犯活動の拠点「府民協働防犯
ステーション」や、地域を守る子ども見守り隊の活動支援等を実施 12 14

府民環境部 マザーズジョブカフェ推進費
子育てしながら働きたい女性やひとり親家庭の方などのニーズに応じて、就業と子育てをワン
ストップで支援 45 45

府民環境部
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（配偶者暴力相談センター）を中心に、市町村や関係機関の連携、協力
のもと被害者の相談、保護、自立支援や加害者更生プログラム等を実施 27 27

府民環境部 京都ウィメンズベース事業費
「京都ウィメンズベース」において、企業における女性活躍やワーク・ライフ・バランスの推
進、人材育成等を支援 24 26

府民環境部 消費者あんしんサポート事業費
府民の安心・安全な消費生活を実現するため、高齢者の被害防止対策や成年年齢引下げを見据
えた消費者教育の推進及び市町村消費生活相談窓口の運営支援等を実施 43 52
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府民環境部
スマートライフ・スマートオフィス推進事
業費

スマート社会の実現のため、家庭や中小企業等における再生可能エネルギーの導入及び省エネ
ルギーの促進に係る助成等を総合的に実施 1,472 1,697

府民環境部
地域スマートエネルギーマネジメント推進
事業費

地域における自立・分散型エネルギーの供給体制構築に向けた支援を実施 43 147

府民環境部
太陽光パネル脱炭素型資源循環システムプ
ラットフォーム構築事業費

太陽光パネルのリサイクル・リユース促進のため、プラットフォームを設置し、循環システム
構築に向けた実態調査等を実施 10 -

府民環境部 プラスチックスマートきょうと推進事業費
プラスチックごみの３Ｒ推進のため、排出実態等調査を行うとともに、廃プラスチック類の効
率的回収やプラスチック代替製品等の技術開発に助成 36 70

府民環境部 放射線モニタリング強化事業費
原子力発電施設の周辺環境等における放射線の把握・影響を評価するため、測定所の建替や監
視テレメータシステムの更新等、環境放射線モニタリングの体制を強化して実施 542 249

府民環境部 解体現場アスベスト対策推進事業費
府民の安心・安全を確保するため、アスベスト検査に必要な機材を導入し、アスベストの適正
処理に向けた指導を実施 12 -

府民環境部 省エネ・脱炭素化推進事業費
温室効果ガスの排出削減を図るため、省エネ・省ＣＯ２の取組及び次代を担う子どもたちに対
する環境教育や啓発活動を実施 21 25

府民環境部 気候変動適応推進事業費
府民生活に直結する自然災害等を未然に防止するため、「地域気候変動適応センター(仮称)」
を設置し、気候変動に起因する環境への影響や変化等の情報収集・分析を実施 11 -

府民環境部
建設交通部

きょうと上下水道未来づくり総合対策事業
費

将来にわたる安心・安全な上下水道サービスの供給体制を築くため、京都水道グランドデザイ
ン等に基づく市町村の取組を支援するとともに、下水道広域化・共同化計画策定に向けた調査
を実施

37 36

文化スポーツ部 私立学校教育振興補助金 私立学校の運営費等に対する支援 27,719 27,472

文化スポーツ部 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 3,179 2,952
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文化スポーツ部 京都府公立大学法人運営費交付金 京都府公立大学法人の運営に要する経費 9,263 8,917

文化スポーツ部
京都府公立大学法人施設設備整備資金貸付
金

京都府公立大学法人の施設設備整備に係る貸付金 911 722

文化スポーツ部 府立大学地域貢献活動強化事業費
府政の推進及び府域の発展に寄与し、社会的貢献を果たすため、地域の課題等に的確に対応し
た府立大学の調査・研究活動を強化 30 30

文化スポーツ部 医科大学附属病院医療環境向上整備費
専門的かつ最適な医療の提供や療養環境改善のため、メディカルセンター及び大型診療機器を
整備 269 620

文化スポーツ部 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」への寄附金を活用した文化財の保全事業等の実施 85 85

文化スポーツ部 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

文化スポーツ部 京都作家マーケット開拓支援事業費
国際的なアート展を開催し、国内外の美術関係者と京都の作家とのマッチングなど、作家のス
テップアップに繋がるマーケットを開拓 132 150

文化スポーツ部
京都文化力プロジェクト２０１６－２０２
０開催費

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けて、京都の文化を世界に発信
し、新しい文化創造を目指す「京都文化力プロジェクト２０１６－２０２０」の実施計画に基
づく施策を実施

22 30

文化スポーツ部
教育委員会

日本博府域展開アートプロジェクト事業費
文化庁が推進する「日本博」事業として、地域の文化に触れる新たな機会を創出することによ
り、観光誘客を促進し、地域経済を活性化 43 48

文化スポーツ部 スポーツ拠点施設充実費 市町村が実施する広域的スポーツ施設の整備に対する支援 90 201

文化スポーツ部 文化を担う人づくり事業費
学校や地域の文化施設と連携した小中学生等への「質の高い芸術文化」や「地域文化」を活か
した文化体験機会の提供や全国トップレベルの高校生が京都に集い、日頃の成果を披露し合
い、交流する「全国高校生伝統文化フェスティバル」等を実施

46 47



(単位：百万円)

令和３年度当初予算　主な要求事業

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 Ｒ３要求額 Ｒ２予算額

文化スポーツ部 地域文化活動振興事業費
短期アーティスト・イン・レジデンス（ＡＩＲ）の成果を踏まえた制作発表を伴う中期ＡＩＲ
の府内各地展開や、市町村を含む実行委員会等による文化事業に対する助成等、地域における
文化活動の振興と地域の活性化に資する取組を実施

69 75

文化スポーツ部
ワールドマスターズゲームズ２０２１関西
開催準備費

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西開催に向けた開催地負担金、国内・海外へのＰＲの
強化に要する経費 11 28

健康福祉部
新型コロナウイルス感染症対策費（医療提
供体制等支援関連）

新型コロナウイルス感染症対策として、府民の安心・安全を守るために必要な医療提供体制等
を確保 30,066 -

健康福祉部
新型コロナウイルス感染症対策費（検査体
制確保関連）

新型コロナウイルス感染症対策として、府民の安心・安全を守るために必要な検査体制等を確
保 3,956 -

健康福祉部
新型コロナウイルス感染症対策費（介護施
設等支援関連）

介護施設等が感染症対策を徹底した上でサービスを継続的に提供できるよう、感染拡大防止対
策への支援を実施 252 -

健康福祉部
新型コロナウイルス感染症対策費（障害者
福祉施設等支援関連）

障害福祉施設等が感染症対策を徹底した上でサービスを継続的に提供できるよう、感染拡大防
止対策への支援を実施 220 -

健康福祉部
新型コロナウイルス感染症対策費（児童養
護施設等支援関連）

児童養護施設等が感染症対策を徹底した上で継続的に運営できるよう、感染拡大防止対策への
支援を実施 209 -

健康福祉部 健康長寿・データヘルス推進事業費
健康寿命を延伸するため、健康長寿・データヘルス推進プロジェクトにおいて抽出された地域
や世代別の健康課題に対応する施策を多様な主体が一体となって実施 57 40

健康福祉部 不妊治療給付等事業費 不妊治療や不育治療における負担軽減を図るため、治療に要する経費に対して助成 757 349

健康福祉部 子ども・子育て支援新制度基盤整備費 市町村が行う多様な保育サービスに対する助成 3,011 2,866

健康福祉部 「のびのび育つ」こども応援事業費 放課後児童クラブ等の整備に対する助成 96 92
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健康福祉部
「出会いは京都」きょうと婚活応援セン
ター事業費

婚活応援センターに婚活支援員を配置し、婚活マスターや婚活支援団体等と連携した結婚支援
を実施 31 34

健康福祉部 第３子以降保育料無償化事業費 市町村が実施する３人目以降の保育園等における保育料無償化事業に対する助成 272 247

健康福祉部 保育等子育ち環境充実事業費 未就学児が利用する児童福祉施設の小規模な施設・設備整備に対する助成 100 100

健康福祉部 病児保育基盤整備促進事業費 市町村が行う病児保育事業に対する助成 156 164

健康福祉部 子育てにやさしい風土づくり推進事業費 「きょうと子育て環境日本一サミット」や子育てに寄り添う地域づくりを推進 17 19

健康福祉部 介護保険制度推進費（介護給付費負担金） 介護給付費等に対する公費負担 34,829 32,435

健康福祉部
京都式地域包括ケアセカンドステージ事業
費

医療・介護・福祉を一体化した地域包括ケアを推進し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らせる社会を実現するため、人材確保や施設整備等を実施 2,276 2,837

健康福祉部
重度心身障害児（者）等医療給付事業助成
費

市町村が実施する重度心身障害児（者）医療給付事業等に対する助成 2,953 2,973

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 1,106 1,151

健康福祉部 京都子育て支援医療助成費 市町村が実施する京都子育て支援医療費助成事業に対する助成 2,321 2,364

健康福祉部 後期高齢者医療助成事業費 後期高齢者の適切な医療を確保するため、高齢者医療確保法に基づき医療費等を助成 28,838 28,162
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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 420 544

健康福祉部 国民健康保険事業助成費 国保の被保険者の適切な医療を確保するため、国民健康保険法に基づき医療費等を助成 22,123 22,613

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負担を軽減するため、保険料の増加を抑制するための特
別対策を実施 403 403

健康福祉部 自殺防止総合対策事業費
京都府自殺対策推進計画に基づき、若者の自殺予防、自殺未遂者や自死遺族への支援、さらに
は相談支援体制の整備・充実などの自殺対策を総合的に推進。 69 71

健康福祉部 障害者文化・スポーツ振興費 障害者の文化芸術活動及び障害者スポーツの普及・振興 81 85

健康福祉部 障害者施設整備助成費 障害者のための社会福祉施設の整備に対する助成 200 278

健康福祉部 発達障害者支援体制整備事業費 発達障害児等の早期発見、療育・相談などの支援に要する経費 45 47

健康福祉部 舞鶴こども療育センター整備費 舞鶴こども療育センターで小児整形の手術を実施するため、医療機器の整備を実施 15 -

健康福祉部 京都式農福連携事業費
きょうと農福連携センターによる農福連携事業所への専門家派遣等の支援や、ハード整備・ソ
フト事業に対する助成、大学連携による人材育成等を実施 50 50

健康福祉部 脱ひきこもり支援推進強化費
ひきこもりからの自立を促進するため、早期把握・早期支援から社会適応訓練、自立までを一
体的に支援 88 88

健康福祉部 児童虐待総合対策事業費
児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応、再発防止に至るまでの一貫した施策を総合的に推
進 142 128



(単位：百万円)

令和３年度当初予算　主な要求事業

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 Ｒ３要求額 Ｒ２予算額

健康福祉部 きょうとこどもの城づくり事業費
様々な課題を抱える子どもの生活習慣の確立と学習習慣の定着を図るため、地域の実情に応じた
「きょうとこどもの城」の開設や運営を支援 169 148

健康福祉部 難病対策総合推進事業費
難病医療法に基づく医療費助成、難病医療提供体制の整備、難病患者の療養生活支援、多領域
の難病に対応できる相談支援を実施 1,880 1,919

健康福祉部 歯と口の健康づくり事業費
歯と口の健康づくり推進条例に基づき、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期などライフステー
ジや環境に応じた歯と口の健康づくり対策を推進 29 26

健康福祉部 がん対策総合推進事業費
京都府がん対策推進条例に基づき、がん検診受診率の向上をはじめ、がん教育の推進、相談支
援の強化、ピロリ菌検査・除菌治療の支援など、総合的ながん対策を推進 279 276

健康福祉部 肝炎対策費
Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者に対するインターフェロンフリー及びインターフェロン治療等
に関する医療費助成等の実施 147 221

健康福祉部 救急医療対策費
府内の救急医療体制を確保するため、重症・重篤な救急患者を２４時間３６５日体制で受け入
れる救命救急センターの運営経費の助成等の実施 673 616

健康福祉部 周産期医療対策費 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 314 360

健康福祉部 総合医師確保対策費
医師等の「働き方改革」を支援する事業の創設や、医師偏在の解消に向けた診療体制構築等、
総合的な医師確保対策を推進 719 400

健康福祉部 看護師等確保・定着対策事業費 看護師等の確保・定着を図るため、資質向上、再就職支援対策を推進 99 103

健康福祉部 医療施設設備整備助成費 医療施設等の整備等に対する助成 215 300

健康福祉部 北部地域看護師確保対策費
看護師不足が続く北部地域の看護師確保・定着を図るため、北部地域の病院等での実習受入等
を強化し、人材確保を推進 37 38



(単位：百万円)

令和３年度当初予算　主な要求事業

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 Ｒ３要求額 Ｒ２予算額

健康福祉部 地域医療介護総合確保基金積立金
効率的かつ質の高い地域医療提供体制の構築と、地域包括ケアシステムの構築を総合的に推進
するため、基金の積立を実施 3,321 3,162

健康福祉部 地域医療機能強化特別事業費
地域医療構想に基づき、各医療機関が地域の実情に応じて計画的に実施する病床機能の分化・
連携を推進する取組に対する助成 177 177

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 11 17

健康福祉部 薬物乱用ゼロ推進事業費
府民、特に青少年の薬物乱用ゼロを目指し、行政・業界団体・民間団体等の幅広い協力・連携
のもと、薬物乱用防止対策を推進 11 13

商工労働観光部
商店街を核とした地域コミュニティ活性化
事業費

商店街が核となった地域コミュニティの持続的な発展を図るため、商店街が実施するデジタル
化・多機能化等に助成 80 -

商工労働観光部 新型コロナウイルス緊急金融支援費
新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少した事業者等厳しい経営環境にある中小企業
者を資金面で支援するため、金融機関と連携しながら、長期・固定金利による融資制度の一層
の充実を図り、中小企業者の経営の安定・強化を支援

155,503 66,000

商工労働観光部
「ＷＩＴＨコロナ」時代に対応した中小企
業経営支援強化費

コロナ禍を乗り越えようとする中小企業等を支援するため、金融機関と経営支援機関が一体と
なった支援体制を構築 25 -

商工労働観光部 中小企業総合応援事業費
中小企業のさらなる成長を支援するため、中小企業応援隊（中小企業団体中央会、商工会、商
工会議所及び商工会連合会等）が行う経営指導・支援等に助成 1,903 1,905

商工労働観光部
起業するなら京都・プロジェクト推進事業
費

世界に伍するスタートアップ・エコシステムを構築するため、京阪神連携・オール京都で、多
様な交流によるイノベーション創出とスタートアップのステージ毎に応じた伴走支援を実施 114 310

商工労働観光部 「産学公の森」推進事業費
新たな産業文化の創生及びＷＩＴＨコロナ社会における社会課題の解決を図るため、企業グ
ループ・産学連携グループ・産学公連携グループの形成から、製品等の試作・研究開発、実用
化に向けた市場開拓、生産設備投資等に助成

436 443

商工労働観光部
京都エコノミック・ガーデニング支援強化
事業費

中小企業の成長・発展のため、新商品・サービス開発等の事業計画策定段階から本格展開まで
の取組に助成 417 449



(単位：百万円)

令和３年度当初予算　主な要求事業
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商工労働観光部 中小企業共同型ものづくり支援事業費
中小企業の生産性・競争力を向上させるため、受注・設計・生産管理情報等の共有化や工作機
械の共有化に向けた計画策定や設備投資等に助成 140 150

商工労働観光部 次世代地域産業推進事業費
ｉＰＳ、ＡＩ等に関連する新産業創出のため、高度研究機関等が参画する産学連携グループの
取組に助成 50 50

商工労働観光部 小規模企業等経営基盤強化支援事業費
小規模企業等の経営基盤を強化するため、新商品・サービスの開発、新たな市場の開拓、新し
い社会課題の解決などの事業展開を図っていくための前提として必要となる、社内基盤整備な
どの課題解決を図る取組に助成

100 100

商工労働観光部
「ＫＹＯＴＯ　ＫＯＵＧＥＩ　ＷＥＥＫ」
開催事業費

伝統技術・素材を生かした新しいものづくりをはじめとする「ＫＯＵＧＥＩ」の新たなビジネ
ス展開を図るため、京都の職人と国内外バイヤーやクリエーター等の相互交流を促進する幅広
い取組を実施

44 50

商工労働観光部 伝統産業統合支援事業費
伝統産業の生産基盤の強化を図るため、設備類の新設、改修及び道具類の購入や下支えに不可
欠な設備の更新等に助成 50 75

商工労働観光部 伝統産業産地再構築活性化事業費
染織産業の産地再興に向けた取組を支援するため、海外等への販路開拓等の新たな事業展開に
助成 25 -

商工労働観光部 京都産業立地促進事業費
企業誘致による雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るため、立地企業の施設整備等に助
成 1,915 1,917

商工労働観光部
建設交通部

京都舞鶴港日本海側拠点機能推進費
京都舞鶴港のゲートウェイ機能の強化を図るため、国際海上コンテナ航路・国際フェリー航路
の拡充及び外航クルーズの誘致等を実施 124 144

商工労働観光部
「Ｋｙｏｔｏ　Ｊａｐａｎ」海外戦略プロ
ジェクト費

京都企業の海外販路拡大を促進するため、海外京都物産展や国際見本市への出展支援等を実施 58 67

商工労働観光部 京都ジョブパーク推進費
求職者の就業促進と中小企業の人材確保を図るため、相談から就職、職場定着までのワンス
トップサービスを実施 317 339

商工労働観光部 ＷＩＴＨコロナ雇用ミスマッチ対策事業費
コロナ離職者等の就業支援として、求人開拓・企業のニーズ調査のための企業訪問、マッチン
グ機会の提供に加え、離職防止・雇用維持のための支援として、働きやすい職場づくりや従業
員定着支援セミナー等を実施

169 -
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商工労働観光部 ＳＴＯＰ氷河期・学生就職応援事業費
第２の就職氷河期世代を生み出さないため、新卒高校生・大学生の徹底した就職機会の確保と
早期離職防止・定着・速やかな再就職支援を実施 52 -

商工労働観光部 就労・奨学金返済一体型支援事業費
中小企業の人材確保と従業員の定着及び若者の負担軽減を図るため、従業員の奨学金返済支援
を行う中小企業に助成 27 20

府民環境部
商工労働観光部

子育てにやさしい職場づくり事業費
子育て世代をはじめとした多様な人材が活躍できる社会を実現するため、子育てしやすい職場
環境への企業改革の促進に要する経費 169 138

商工労働観光部 多様な働き方・テレワーク推進事業費
府内企業におけるテレワーク導入と働き方改革を一体的に推進するため、ＩＴコーディネー
ター等によるサポート体制を構築するとともに、テレワークを導入する府内企業に助成 96 -

商工労働観光部
京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロ
ジェクト事業費

中小企業の生産性向上と働き方改革の推進による人材確保を図るため、経営者の意識改革に向
けた働き方改革セミナーの開催や、高度・中核人材の育成からマッチングまでの一貫した支援
などを実施

426 447

商工労働観光部 京都未来塾事業費
コロナの影響を受けた求職者を一定期間雇用し、府内企業への正規雇用に繋げるため、人材育
成研修と企業実習を組み合わせた、きめ細やかな雇用型訓練を実施 60 -

商工労働観光部
農林水産部

「食の京都」推進事業費
府域共通の観光資源でもある「食」を目的とした観光誘客を促進するため、「食の京都」を
キーワードに地域の注目食材を活用した地域の魅力向上・消費地での認知度向上に向けた取組
を実施

44 44

商工労働観光部 文化財活用推進事業費
文化庁移転、大阪・関西万博をターゲットに、京都が世界最高水準の文化観光エリアになるこ
とを目指し、京都の本物の文化を体感できる文化観光を推進 4 4

商工労働観光部 ＩＣＴ技術活用・新たな観光推進事業費 観光産業のデジタル変革のため、京都府が実施する観光事業のＩＣＴ化を進める取組を展開 16 -

農林水産部 京都農人材育成強化事業費
攻めの農業への転換を図るため、「京都農人材育成センター」において実施する研修により、
高度な経営感覚を持つ農人材を育成 452 453

農林水産部 集落連携１００ｈａ農場づくり事業費
持続可能な地域農業を創出するため、複数集落による広域的な営農体制、地域農業の上下分離
による規模拡大・収益力向上及び企業連携による人材確保を支援 86 -
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農林水産部 京都移住促進プロジェクト事業費
農山漁村の担い手が減少する中、新たな担い手の確保を核とした活力ある地域を創出するた
め、移住促進対策を総合的に実施 136 146

農林水産部 京都農業経営強化事業費
園芸用パイプハウスや生産・出荷調製機器の整備等により、京のブランド産品を中心とした収
量性の高い園芸産地の育成を推進 114 138

農林水産部 農村型小規模多機能自治推進事業費
農山漁村全体を守る地域活動を強化するため、トータルマネジメントを行う農山漁村コミュニ
ティ（農村型ＣＭＯ）の形成に向けた、外部人材の活用を含めた地域の基盤づくりや、地域資
源を活用した「なりわい」づくりから企業と提携したビジネスへの発展まで一体的に支援

71 71

農林水産部 「京都ブランド米」新展開事業費
京都府オリジナル米新品種「京式部」の本格販売開始に合わせ、高級料理店とタイアップした
重点的なＰＲ等を実施し、「京の米」の販売力を強化 73 67

農林水産部 宇治茶ブランド世界発信事業費
ＷＩＴＨコロナ・ＰＯＳＴコロナ社会における宇治茶の新たな市場・販路拡大を図るため、輸
出対応産地の育成や改植の加速化を進めるとともに、宇治茶のプレミアムブランド化や世界文
化遺産登録に向けた取組を実施

42 14

農林水産部 京ものブランド力総合戦略事業費
生鮮食品から加工食品等中食へのシフト等の食志向の変化をリアルタイムに捉え、国内外にお
ける京もの農林水産物のブランド力・販売力を強化するため、国内の「中食」マーケットにお
けるビジネスモデルの構築や「京もの」の海外販路拡大等を実施

161 -

農林水産部 スマート農林水産業加速事業費
府内農林水産業の成長産業化と魅力向上を図るため、ＡＩ・ＩＣＴ等先端技術を活用したス
マート技術の実装を加速化し、農林水産業の作業性・品質・生産性の向上に資する取組を実施 221 210

農林水産部 林業「森世紀」創造戦略事業費
防災・減災を目的とした森林整備の推進とともに、府内産材の自給率アップによる府内完結型
の木材産業体制の構築を目指した川下～川上の総合対策を実施 820 841

農林水産部 豊かな森を育てる基金積立金
森林の整備及び保全、森林資源の循環利用並びに森林の多様な重要性について府民の理解を深
めることで、森林の多面的機能の維持及び増進を図るため、基金の積立を実施 712 700

農林水産部 森林経営管理制度市町村支援事業費
森林経営管理制度の円滑な運用のため、市町村への技術的支援や職員研修に加え、業務推進
ツールの作成等を実施し、市町村が行う森林管理の取組への支援体制を強化 104 106

農林水産部 森林環境譲与税基金積立金
市町村が実施する森林の整備及びその促進に関する施策に対する支援等を行うため、基金の積
立を実施 105 105
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農林水産部 有害鳥獣総合対策事業費
メスジカ等の捕獲強化や捕獲個体の処理施設の整備、防護柵の整備の支援、担い手育成等によ
り農作物被害対策を推進 551 547

農林水産部 海洋調査船建造費
府漁業の経営安定、漁村の活性化に貢献するため、老朽化の進む海洋調査船「平安丸」に代わ
る最新の性能を備えた調査船を建造 180 7

建設交通部 府民協働型インフラ保全事業費 府民からの提案による安心・安全整備及びインフラ長寿命化整備を実施 2,900 2,900

建設交通部
建設ＤＸ（デジタルトランスフォーメー
ション）促進事業費

建設分野における働き方改革や生産性向上のため、ＩＣＴ技術を習得するための研修等を実施
するとともに、工事現場における立会など現場確認業務のリモート化を促進 4 -

建設交通部 自転車活用推進事業費
京都の地域資源を紡ぐサイクルルートを形成するため、サイクルプラットフォームを設置する
とともに、安全対策をはじめとする走行環境を整備 333 -

建設交通部 中小河川タイムライン作成支援事業費 中小河川に避難開始の目安となる水位を設定し、水害等避難行動タイムラインの作成を支援 20 20

建設交通部 水位・氾濫予測システム導入事業費
雨量予測や地形データ等を活用し、６時間先までの水位及び氾濫時の浸水範囲を予測するシス
テムを構築 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 85 151

建設交通部 ＪＲ奈良線複線化・高速化整備事業費 ＪＲ奈良線の複線化・高速化第二期事業に対する支援 5,238 2,253

建設交通部 北近畿タンゴ鉄道支援費 安心・安全・快適性を確保するための基盤部分に対する支援 366 350

建設交通部 京都舞鶴港物流基盤重点整備事業費 舞鶴国際ふ頭の物流ターミナル機能の強化を図るため、Ⅱ期整備を推進 900 250



(単位：百万円)

令和３年度当初予算　主な要求事業

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 Ｒ３要求額 Ｒ２予算額

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・耐震改修や耐震シェルター設置への支援事業を実施する市町村への助成 93 122

教育委員会 向日が丘支援学校校舎等整備費
教育と福祉の総合的な連携による切れ目ない支援の充実を図るため、長岡京市の共生型福祉施
設構想と連携した向日が丘支援学校の改築整備を推進 211 68

教育委員会 スクール・サポート・スタッフ配置事業費
教員の事務作業や新型コロナウイルス感染症対応等の負担軽減のため、府内公立学校にスクー
ル・サポート・スタッフを配置 509 28

教育委員会 京都式「学力向上教育サポーター」事業費
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い心のケアの支援体制を強化するとともに、子どもの状
況に応じた学習・生活支援策につなげるため、小中学校に「まなび・生活アドバイザー」を配
置･派遣

187 148

教育委員会 いじめ防止・不登校支援等総合推進事業費
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い心のケアの支援体制を強化するとともに、いじめ・不
登校対策を総合的に推進するため、府内公立学校及び市町村の教育支援センターにスクールカ
ウンセラーや心の居場所サポーターの配置・派遣、臨床心理士による相談事業等を実施

572 334

教育委員会 スマートスクール推進事業費
府内公立学校における効率的・効果的な教育活動を実現するため、ＩＣＴ教育環境の整備や研
究を実施 650 744

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を助成 1,345 1,302

教育委員会 地域一体型部活動推進事業費 地域と連携した部活動の推進に向けた体制整備のため、府内公立学校に部活動指導員等を配置 38 33

教育委員会
ＣＢＴによる次世代型学力・学習状況調査
に向けた調査研究事業費

児童生徒一人ひとりに応じた学力の伸びを把握して効果的な指導につなげるため、ＩＣＴを活
用した新しい「学力診断テスト」の導入について調査・研究 12 -

警察本部 警察安全相談員設置費 警察安全相談への適切かつ迅速な対応を図るため、警察安全相談員を配置 57 51

警察本部 交番機能強化費
警察官のパトロール活動の強化を図り、刑法犯認知件数を更に減少させるとともに、高齢者に
対する「いたわりテレホン」を通じたケア等の活動を行うため、交番相談員を配置 528 482



(単位：百万円)

令和３年度当初予算　主な要求事業

部　　局 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 Ｒ３要求額 Ｒ２予算額

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 142 135

警察本部 犯罪防御システム活用事業費
高度な犯罪分析機能により犯罪分析を行う現行システムに交通事故分析機能を付加するととも
に情報発信機能を強化し、防犯・交通安全の一元的対策の推進、地域防犯力の向上、犯罪の早
期検挙を実現

117 104

警察本部 危機管理態勢充実・強化費 大規模災害発生時に備えた災害対策用装備資機材の整備等を実施 36 37

警察本部 宇治警察署整備費
老朽・狭隘化著しく、耐震性能を満たしていない宇治警察署の新築建替工事に向けた実施設計
等を実施。 250 123

警察本部
Ｗｅｌｃｏｍｅ　Ｋｙｏｔｏ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ事業費

急増する訪日外国人とのコミュニケーションの円滑化を図るための「インターナショナルポリ
ス」の体制整備など、府民も訪日外国人等も京都の良好な治安を等しく体感できる環境を整備 10 10

警察本部 子供安全安心実感まちづくり事業費
手上げ横断の指導・啓発や家庭での交通安全教育支援と交通安全施設整備が一体となった取
組、防犯教育の浸透、情報発信手段の変革により、子供の安全確保対策を強化 30 58

警察本部 警察行政サービス・デジタライズ事業費
免許更新等予約システムの導入等、警察行政サービスの利便性向上と府民生活の安全安心確保
に向けた警察行政のデジタル化を推進 30 -


