
〔府民の安心・安全を守る４つの緊急対策〕 （単位：千円）

一般財源

子どもの安心・安全を守る総
合対策事業費

80,000 国 23,000 57,000 ⑰ 7,000

小児救急医療体制整備事業
費

73,085 国 20,841 52,244 ⑰ 43,731

＜医科大学および附属病院特別会計＞

外来診療棟等（第１期）建設事
業費

京の子ども夢・未来体験活動
推進事業費

43,500 － 43,500

長期療養児家庭支援事業費 3,650 － 3,650

児童手当支給事業費 4,479,770 － 4,479,770 ⑰ 1,553,178

地域子育てステーション事業
費

7,000 － 7,000

特別支援教育充実事業費 220,000 － 220,000

・小児救急医療電話相談事業の実施
・２次医療圏を単位とする小児救急受入体制の整備

1,994450,000

平成１８年度　当初予算主要事項

事　　業　　の　　概　　要

共 通

備　考
財　　　源　　　内　　　訳
特定財源

予　算　額

緊急こども対策

子どもの安心・安全を守るため「子ども・地域安全見守り隊」や、学校安全ボ
ランティア（スクールガード）等による、住民と警察等が連携した総合対策を
実施
・子ども・地域安全見守り隊活動事業費　　　　　　　36,000
・地域防犯拠点整備事業費　　　　　　　　　　　　　 　15,000
・「地域安心・安全ステーション」モデル事業費　　　  2,000
・防犯推進委員活動強化費　　　　　　　　　　　　　　　5,000
・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費　　　22,000

部局名 事　　　　　　　　項

451,994 起

府内全小中学校において、仕事・活動体験、職場体験活動を実施するとと
もに、体験活動支援企業等バンクを設置し体験活動を支援

外来診療棟等の整備に係る第１期建設工事費（小児医療センターの設置）
債務負担行為
　　　5,398,000

LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥・多動性障害）等の発達障害により学習や
生活面で困難を示す児童生徒に対して、必要な教育的支援を行うため、府
内の小・中学校に教員を配置（府市協調）

長期間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

児童手当法に基づく児童手当の支給
・対象年齢の拡大(現行小学校3年生修了時→6年生修了時)
・所得制限の緩和（780万円→860万円）

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



平成１８年度　当初予算主要事項
（単位：千円）

一般財源

障害者福祉サービス等利用支
援事業費

352,937 － 352,937

ＩＴ活用障害者就労支援事業
費

15,900 国 5,000 10,900

ハート（まごころ）ショップ開設
事業費

4,000 － 4,000

障害者共同作業所運営助成
費

502,632 国 57,750 444,882 ⑰ 489,220

介護保険利用者支援緊急対
策事業費

42,240 － 42,240

共同作業所の運営に対する支援の強化（単価アップ）

財　　　源　　　内　　　訳
部局名 事　　　　　　　　項

保 健福 祉部

特定財源
予　算　額

福祉対策

事　　業　　の　　概　　要

特養等入所者（配偶者が施設外に居住されている方に限る）を支援するた
め、府が独自に高齢者夫婦世帯に対する負担軽減措置を実施

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

障害者自立支援法の施行に伴う自己負担額の増加等に対し、府独自の福
祉支援策を実施

在宅障害者によるITを活用した仕事の受注等を図るための訓練指導、情報
処理教育及び受注販路の開拓等を行うコーディネーターの配置

備　考



平成１８年度　当初予算主要事項
（単位：千円）

一般財源

諸 51,000,000

中小企業再生支援融資 － － －

試作産業創出事業費
（中小企業の体質強化対策）

3,500 － 3,500 ⑰ 22,000

健康創出産業振興事業費
（中小企業の体質強化対策）

23,000 － 23,000 ⑰ 24,000

京都ブランド商標強化推進事
業費
（中小企業の体質強化対策）

2,000 － 2,000

⑰ 100,000

まちなか再生推進事業費 7,000 － 7,000

中小企業地球温暖化対策応
援事業費

21,500 － 21,500

京の米産地づくり事業費 16,200 － 16,200 ⑰ 21,300

中山間地域等特産物育成事
業費

32,860 － 32,860 ⑰ 50,000

ブランド京野菜等倍増戦略事
業費

226,739 諸 2,600 224,139 ⑰ 227,669

中小企業・農家対策

匠の公共事業費

51,000,000

予　算　額
特定財源

商標法の改正に伴い、京都ブランド商標の開発・育成・保護・拡大のための
取組みを実施

－

市場競争力の高く、環境等にこだわった京都米の生産の推進
　・京都米づくりに必要な機械導入に対する助成
　・特Ａ米の復興支援

100,000

財　　　源　　　内　　　訳

－中小企業金融対策費

部局名 事　　　　　　　　項 事　　業　　の　　概　　要 備　考

共 通

108,600

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
に対する支援制度を創設

108,600

51,000,000

京都府中小企業再生支援協議会と連携した「中小企業再生支援融資」を京
都市と共同で実施
（原則無担保、融資限度額２億円、融資期間10年）

京都の試作産業を国内外に発信するため、試作プラットフォームに参画す
る試作グループの技術展示や海外情報発信を支援

「京都ウエルネス産業コンソーシアム」を通じ、大学発ウエルネスベンチャー
を育成するとともに、中小企業の統合医療分野等への進出を支援

⑰

まちづくり三法の見直しに合わせ、中心市街地の商店街が地域の諸団体等
と連携し、広域的な商業活性化を目指して実施する事業を支援

別添資料１　参照

伝統と文化のものづくり産業
振興補助金

100,000

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
に向けた取組みに対する支援

中小企業の経営の安定を図るために必要な資金の融資に係る預託

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を積極的に推進

－

小豆、黒大豆等地域特産物の振興
　・生産に必要な機械導入に対する助成
　・地域に応じた特色ある転作作物の導入支援等

ブランド京野菜等倍増戦略の推進
　・こだわり生産認証制度の運用に対する補助
　・ブランド京野菜等の生産に必要な施設等の整備に対する補助
　・「京マーク」のＰＲ等



平成１８年度　当初予算主要事項
（単位：千円）

一般財源

起 1,941,000

事業会計
315,090 ⑰ 931,000

地下駅火災対策施設整備事
業費

53,333 － 53,333

建築物耐震改修促進計画策
定費

20,000 国 10,000 10,000

住宅耐震化支援事業費 4,000 － 4,000

緊急輸送道路沿道建築物耐
震化促進事業費

10,000 国 5,000 5,000

警察官の増員（７０名） 298,692 － 298,692

警察署再編・機能強化費 69,350 起 63,000 6,350 ⑰ 162,378

自転車マナー向上対策費 15,000 － 15,000

新型インフルエンザ対策事業
費

310,000 － 310,000

＜一般会計・医科大学および附属病院
　特別会計＞

医師確保困難地域対策費
40,400 使 39,400 1,000

食の安心・安全推進事業費 7,500 － 7,500 ⑰ 5,000

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策費 52,400 国 14,700 37,700 ⑰ 52,400

くらしの安心・安全ネットワーク
づくり事業費

6,000 － 6,000

民間住宅の耐震診断事業を実施する市町村に対する補助

建築物の耐震化を計画的に進めるための京都府耐震改修促進計画の策定

安全確保対策

府立施設の耐震補強工事等の実施
　　知事部局等　  367,090（20か所）
　　教育委員会　1,884,000（18校）
　　警察本部　　     16,100（５か所）

債務負担行為

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・くらしの安心見守り隊活動等を展開

自転車利用者のマナー向上のための街頭啓発活動等

地震発生時に緊急輸送道路を確保するための沿道建築物の耐震性能調査

食品・食品関連事業者の安全対策の強化
　・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創設
　・食の安心・安全セミナー、食の座談会開催　　等

府中北部地域等における医師不足に対応するための医師の育成強化、「医
師バンク」の整備

治安・防犯体制の強化を図るため、警察官を７０名増員

と畜場における解体処理及び２４ヶ月齢以上で死亡した全ての牛について、
牛海綿状脳症の検査を実施

上鴨警察署等の再編の実施

府立施設耐震強化対策費 2,267,190 11,100

部局名 事　　　　　　　　項 備　考

新型インフルエンザの発生に備えた医薬品の購入等

予　算　額

共 通

1,317,000

地下駅における火災対策施設（排煙設備）の整備に対する助成（阪急烏丸
駅、阪急河原町駅）

財　　　源　　　内　　　訳
事　　業　　の　　概　　要

特定財源


