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平成２０年度京都市中小企業支援計画（要約）

１ 中小企業を取り巻く状況

中小企業が全事業所の９９％を占めるなど，都市活力の向上にとって中小企業

の活性化は不可欠であるが，京都の経済状況は，和装産業における出荷額の減少を

はじめとした伝統産業の低迷や，原油をはじめ原材料価格の高騰の影響など，各業

種において厳しい状況にある。

２ 中小企業支援行政の基本方針

・「産業連関都市」として独自の産業システムを築く取組を推進

・平成２０年度予算においては，中小企業金融対策などのセーフティネットとして

の役割を重視しつつ，京都の未来を見据えて，「産学公連携による知恵産業の創出」

などに力点を置く。

○「中小企業支援センター」を拠点としたきめ細かな各種支援事業（経営・金融

両面）

○「スーパーテクノシティ構想」に基づく，ベンチャー企業への支援

○伝統産業の活性化と新たな展開に向けた施策の一層の推進

○京都ならではの「華やかな都市のにぎわい」の創出

○入洛観光客数５０００万人達成に向けた魅力ある観光の創造

３ 中小企業支援事業の実施体制

(1) 支援体制の整備

・京都市地域プラットフォーム（新事業創出支援体制）の構築（11 年 4 月），(財)

京都市中小企業支援センターの設置（13 年 4 月）,京都市産業技術研究所の設置

（15 年 4 月），工業技術センターと繊維技術センターの立地的統合実施計画の策

定（平成２０年度予定）

(2) 京都市中小企業支援センターにおける実施体制

・経営資源確保に向けた支援事業を効果的，効率的に実施するため，プロジェク

トマネージャーや中小企業診断士等の専門家を配置。

４ 事業の概要

(1) 中小企業支援センターにおける支援事業

バリュークリエーション支援制度，いきいき定期診断事業，専門家派遣，中小

企業知的財産戦略支援事業など

(2) 新事業支援機関における支援事業

相談事業，京都起業家学校，女性起業家創出支援事業，創業準備支援室の設置

など

５ 独自の事業の概要

(1) 京都ものづくり企業 縁むすびプロジェクト

優れた技術力を有する意欲あるものづくり中小企業の取引先拡大等を支援

(2) 公設試験研究機関における産業技術支援事業

(3) ベンチャー企業等の発掘・育成を図る支援事業
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「ベンチャー企業目利き委員会」を核に，ベンチャー企業の育成を図る「未来

創造型企業支援プロジェクト」の推進

(4) 企業の市内への立地促進事業

桂イノベーションパーク構想の推進

(5) 知的財産の活用の推進を図る支援事業

知的財産流通に係る企業マッチング事業等

(6) 知恵産業融合センター推進事業

伝統産業と先端産業の最新技術の融合を図り，技術者養成等を行う「知恵産

業融合センター」の創設検討

(7) 伝統産業の振興を図る支援事業

伝統産業活性化推進計画の推進

(8) 商業の振興を図る支援事業

京都市商業ビジョン２００４の更なる具体化
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平成２０年度京都市中小企業支援計画

１ 中小企業を取り巻く状況

京都市は，伝統産業から先端技術産業まで多彩な産業が共存する我が国有数のも

のづくり都市であるとともに，地域に密着した商業が市民の暮らしに息づく都市で

ある。また，全事業所の９９％以上を占める中小企業は，京都の経済活動の中で大

きな役割を果たしており，都市活力の向上にとって中小企業の活性化は不可欠であ

る。

こうした中で，京都市の経済は，和装産業における出荷額の減少をはじめとした

伝統産業の低迷や，原油をはじめ原材料価格の高騰の影響など，各業種において厳

しい状況にある。

２ 中小企業支援行政の基本方針

上述の状況の中，京都市では，伝統産業から先端技術産業まで，農林業から観

光産業，サービス業までが，相互にきめ細かく支え合う「産業連関都市」として

独自の産業システムを築く取組を進める。

このため，平成２０年度の本市予算は，財政健全化の取組を更に加速させるとと

もに，困難な状況にある市民の暮らしを守り，温もりのある市政を推進するため，

中小企業金融対策などのセーフティネットとしての役割を重視しつつ，京都の未来

を見据えて，「産学公連携による知恵産業の創出」などに力点を置き，「市民との『き

ょうかん（共汗，共感）』で進める地域主権時代をリードする総合的なまちづくり」

を推進する予算とする。

具体的には，多様で活力ある中小企業の経営の維持・発展を支援するため，新

規融資枠の拡大など，中小企業融資制度の更なる推進を図るとともに，都道府県

等中小企業支援センターである「財団法人京都市中小企業支援センター（以下「支

援センター」という。）」の機能を強化し，経営・金融相談から経営革新・取引先

拡大まで各種支援事業を推進する。

また，ものづくりを創発し産業経済に活気あるまちを実現するために，平成

１４年３月に策定した「京都市スーパーテクノシティ構想」に基づき，新事業創

出の原動力であるベンチャー企業への支援や，スーパーテクノシティ構想の行動

計画として，産業科学技術振興の基本的方向，重点推進施策及び推進体制を取り

まとめた「京都市産業科学技術振興計画」（平成１８年１０月策定）を推進するな

ど，「ものづくり都市・京都」を牽引する企業の育成・誘致を図るとともに，平成

１７年１０月に制定した伝統産業活性化推進条例を具体化するものとして，平成

１８年１１月に策定した「京都市伝統産業活性化推進計画」に基づき，本市の基

幹産業である伝統産業の活性化と新たな展開に向けた施策を一層推進する。

更に，平成１６年３月に策定した「おいでやす京の商い～京都市商業ビジョン

２００４～」を着実に推進し，多世代に愛される京都ならではの「華やかな都市

のにぎわい」の創出や，市民に身近で地域の特色を生かした，商業の育成に取り

組む。また，２１世紀の基幹産業である観光振興のため，平成１８年１月に策定
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した「新京都市観光振興推進計画～ゆとり うるおい 新おこしやすプラン２１

～」に基づき，「５０００万人観光都市・京都」の実現に向け，魅力ある観光の創

造を図る。

中小企業支援施策の実施に当たっては，本市の経済活動において大きな役割を

果たしている中小企業の活性化が，京都市経済の活性化に相乗的な効果をもたら

すよう，市民をはじめ大学や産業界，関係団体等との強固なパートナーシップの

もと，各種施策の連携を一層強化する。

３ 中小企業支援事業の実施体制

(1) 実施体制の整備

京都市においては，平成１１年４月，新事業の創出を図るため，財団法人京

都高度技術研究所(以下「ＡＳＴＥＭ」という。)を中核的支援機関として，「京

都市地域プラットフォーム（新事業創出支援体制）」を構築し，平成１３年４月

には，中小企業者に対する支援策を一層充実させるため，財団法人京都市小規

模事業金融公社に中小企業指導所の業務を移管し，都道府県等中小企業支援セ

ンターとして「支援センター」を設置した。

更に，産業技術支援の核となる公設試験場の機能強化を図るため，平成１５

年に工業試験場と染織試験場を統合し，「京都市産業技術研究所」を設置したが，

両施設の場所が離れたままであり，今後，立地的にも統合し，研究分野の重点

化を戦略的に推進するため，平成２０年度に具体的な整備実施計画を策定する

予定である。

中小企業への支援に当たっては，これらの支援機関をはじめ，既存の他の各

支援機関との一層の連携を図る。

(2) 支援センターにおける実施体制

中小企業者の経営資源の確保に向けた支援事業を効果的かつ効率的に実施す

るため，経営や技術に関して豊富な経験を持つプロジェクトマネージャー（１名）

及びサブマネージャー（３名）により，支援センター事業を一貫して管理すると

ともに，中小企業者の潜在的な支援ニーズの掘り起こしや事業実施上の諸課題へ

のアドバイスを重点的に行う。

また，中小企業診断士等の専門家による経営相談員の常駐により，中小企業の

経営向上に向けきめ細かく支援する。

更に，中小企業者の経営革新を目指す事業計画を審査・評価する機関として，

事業可能性評価委員会となる「バリュークリエーション審査委員会」を運営し，

実現可能性が高いと認められた計画の実行に際し，金融支援やフォローアップ支

援を実施する「企業価値創出（バリュークリエーション）支援制度」の効果的な

運用を図る。
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４ 事業の概要

(1) 支援センターにおける支援事業 ２０年度予算 39,508 千円

支援センターにおいては，民間の専門家が常駐する総合相談窓口の運営や中小

企業者の第二創業，経営革新の取組を支援する事業のほか，独自に京都市中小企

業融資制度の相談等や「ものづくり企業」の取引先拡大等を支援する取組を実施

し，経営・金融の両面から中小企業支援施策の取組を推進する。

① 相談事業

豊富な知識・経験を持つ中小企業診断士等の専門家が常駐した総合相談窓口

を設置し，更に，企業経営・金融関係・技術面等で経験豊富なプロジェクトマ

ネージャー等を配置して，専門的で，高度なアドバイスを適切かつ効果的に行

う。また，日常の事業経営で中小企業に生じた法律問題について，即時に弁護

士への相談ができる体制を整備し，法律に関する専門的なアドバイスを行うほ

か，中小企業者への円滑な資金供給を図る取組の一環として中小企業融資制度

の推進並びに相談等を行うとともに，中小企業融資制度利用者向けの経営相談

事業として「いきいき定期診断」を実施している。

② 企業価値創出（バリュークリエーション）支援制度（事業可能性評価委員会

運営事業）

中小企業者が新たな事業展開や新商品の開発，第二創業等を通して，経営革

新を図り，企業価値を高めようとする事業計画を公募・審査し，最終審査で合

格（オスカー認定）した企業に対し，金融支援やフォローアップ支援等を行う。

③ 専門家派遣事業

中小企業者における技術，情報，人材等の面での経営の向上を図るため，そ

の要請に応じて民間の専門家を企業に派遣し，個別の診断，助言を実施する。

また，専門家派遣の支援ツールとして従業員に対するアンケートにより営業力

に関する診断を行い，中小企業の営業力を強化することを目的とした「営業力

パワーアップ診断事業」を実施する。

④ 情報提供事業

ホームページ「繁盛ナビゲーションｋｙｏｔｏ」による情報発信や，経営情

報誌｢Information からすま｣，メールマガジンの発行等を通じて，中小企業者

にとって有用な各種情報を市内の中小企業者に向け幅広く提供する。

⑤ 地域資源を活用した事業展開の支援

京都の豊かな地域資源を活用した中小企業者の新たな事業展開や新商品の

開発等の支援を行う。

また，国の新連携支援等を受けようとする中小企業者の相談等に応じ，中小

企業者が国等施策を活用した新事業展開を円滑に実施できるよう支援する。

⑥ 中小企業のＩＴ化推進（関西ＩＴ経営応援隊事業）

中堅・中小企業の IT の活用による経営改革を推進し,活性化を図ることを目

的として,セミナー，相談会の実施に加え，ＩＴに精通した専門家を企業に派

遣しＩＴ経営成熟度診断を実施する。
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⑦ 地域中小企業知的財産戦略支援事業

知的財産戦略支援に適切と認められる企業を選定し，当該中小企業に対し知

的財産や技術動向の調査・解析等を行う知的財産専門家を一定期間集中的に派

遣することにより，当該中小企業それぞれに最適な知的財産の戦略的活用等の

促進を図る。

(2) 新事業支援機関における支援事業 ２０年度予算 60,000 千円

ＡＳＴＥＭを中核的支援機関とし，市内の１３の産業支援機関，団体を新事業

支援機関として位置付け，研究段階から事業展開に至るまでの各段階に応じ，技

術開発面，人材育成面，資金調達面での適切な支援事業を行う。

① 新事業支援体制連携強化事業

ＡＳＴＥＭにワンストップサービス（総合相談窓口）を設置し，中小企業

者や創業者等に対して，各段階に応じた相談事業を実施する。

② 産業支援人材の発掘・活用

ベンチャー・中小企業者の経営課題を的確に捉え，技術と経営の両面から

アドバイスを行う支援人材を育成する。

③ 地域資源発掘交流連携事業

新産業創出，創業支援のために地域産業資源情報やイベント等の最新情報

をホームページで発信する。また，起業家を目指す人材層の厚みを増すため，

総合的・段階的な起業家育成・支援を行う「京都起業家学校」や，女性の起

業を支援する「女性起業家創出支援事業」等を実施する。

このほか地域資源の交流，連携のための事業を実施する。

④ 地域有望分野・案件企画調査事業

京都地域の産業資源を活用した新事業創出に寄与する可能性のある調査提

案を公募し，優れた提案についてその実現可能性，商品化可能性，事業化可

能性等の調査を行う。

⑤ 起業家育成施設支援強化事業

中核的支援機関及び新事業支援機関が保有するインキュベート施設等の入

居者の更なる成長を加速させるために，起業準備期から成長発展期における

様々な課題解決に関するセミナーを実施する。また，「創業準備支援室（スタ

ートアップ・ベンチ）」を設置し，専門家による個人指導等により会社設立に

向けた支援を行う。

５ 独自の事業の概要

(1) 京都ものづくり企業 縁むすびプロジェクト

２０年度予算 11,177 千円

優れた技術力を有する意欲あるものづくり中小企業を支援するため，専門的な

知識や幅広い人脈を有する企業ＯＢ（縁むすびコーディネータ：企業と企業を結

び付ける仲人役)が直接，中小企業を訪問し，取引先拡大や技術提携等に繋げる
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｢縁むすびコーディネータ・マッチング｣などを実施する。

本プロジェクトは，支援センターを拠点として実施することとし，その推進に

当たっては，京都市が実施する各種支援事業の効果的な活用を図るとともに，プ

ロジェクトの推進体制として「京都縁むすびプロジェクト推進会議」を設置する。

(2) 公設試験研究機関における産業技術支援事業

２０年度予算 444,764 千円

京都市では，平成１５年４月，本市の産業技術支援の核である公設試験場の

機能強化を図るため，工業試験場と染織試験場を統合し，「京都市産業技術研究

所」を設置するとともに，同研究所に，工業技術センターと繊維技術センター

を設置した。また，研究分野の融合・新規開拓を進めやすくするため，機動的

な研究体制を構築し，同研究所と市内中小企業者が保有している技術，知識等

を活かした共同研究を積極的に展開することにより，中小企業者の独自の技

術・新製品開発，新分野への進出や経営基盤の強化を図る。

更に，研究分野の重点化の戦略的な推進に向け，平成２０年度は，現在場所

が離れている両センターの立地的統合に向けた整備実施計画の策定を予定して

いる。

① 工業技術センターにおける技術振興

本市工業の振興を図るための試験研究機関として，これからの都市型産業

を担う新技術のエレクトロニクス，新素材，バイオテクノロジーなどの基盤

となる基礎研究を深めるほか，試験・分析，技術指導，情報提供，人材育成

などを積極的に行い，市内中小企業の技術力向上を図る。

② 繊維技術センターにおける技術振興

本市繊維産業の振興を図るための試験研究機関として，品質試験や各種加

工試験・分析，公害防止・品質向上などの研究，故障鑑定・技術相談・公害

相談などの指導と後継者育成研修を推進する。

(3) ベンチャー企業等の発掘・育成を図る支援事業

２０年度予算 36,939 千円

① 未来創造型企業支援プロジェクト

「ベンチャー企業目利き委員会」において，全国から応募された事業プラン

の技術力や将来性などを審査・評価し，Ａランクに認定された企業に対して各

種の支援策を実施することにより，ベンチャー企業を育成する。

また，「ベンチャー企業目利き委員会」を核として，専任コーディネータの

配置，研究開発補助金制度の創設，金融機関に対するプレゼン機会の提供など，

Ａランク認定企業への支援策を拡充し，Ａランク認定後のベンチャー企業の更

なる発展を加速する。

② 創業支援工場やベンチャー企業育成施設の運営等

スタートアップ期にある企業等に対するインキュベート施設の貸与等によ
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り，ベンチャー企業等の育成・支援を図る。

③ 京都市ベンチャービジネスクラブ

京都市の呼びかけにより設立した異業種交流団体であり，会員企業への支

援のみならず，広く会員以外の企業も参加できる事業を積極的に実施するこ

とにより，京都市全体のベンチャー企業の育成を図る。

(4) 企業の市内への立地促進事業 ２０年度予算 556,579 千円

① 桂イノベーションパーク構想の推進

京都大学桂キャンパスの隣接地という立地環境を活かして，産学公連携に

よる研究開発を目指す企業を３社誘致しており，国の共同研究施設「JST イノ

ベーションプラザ京都」，起業家育成施設「京大桂ベンチャープラザ北館」及

び成長中期以降の企業の成長促進施設「京都桂ベンチャープラザ南館」を中

核とした産学公連携による新事業を創出する。

② 企業立地支援策の拡充

企業立地促進助成制度の拡充を盛り込んだ「新・京都市企業誘致推進指針」

を策定し，高い付加価値を持つ製品を生み出すことで成長を遂げてきた本市

のものづくり企業の更なる発展につながる開発拠点・研究の立地の促進や，

区画整理事業が進み事業用地の確保が期待できる横大路地区を企業誘致の重

点地域に新たに指定して南部地域への企業集積を図る。

(5) 知的財産の活用の推進を図る支援事業 ２０年度予算 4,000 千円

① 知的財産流通に係る企業マッチング事業

大企業の保有する未利用特許を中小企業に流通し，新製品の開発等を支援

する。

② 中小企業知的財産活用強化プログラム

中小企業を対象に，知的財産に係るセミナー等を開催し，地域中小企業の

知的財産に関する知識の向上を図る。

(6) 知恵産業融合センター推進事業 ２０年度予算 2,000 千円

伝統産業と先端産業の最新技術の融合を図り，技術者養成等を行う「知恵産

業融合センター」の創設に向け，京都商工会議所とも連携しながら，同センタ

ーの機能等について検討する。

(7) 伝統産業の振興を図る支援事業 ２０年度予算 193,589 千円

京都の伝統産業の活性化を図るべく，平成１７年１０月に制定した「京都市

伝統産業活性化推進条例」の趣旨を具体化するものとして，平成１８年１１月

に平成２３年度までに目指す目標，４０の具体的取組を盛り込んだ「京都市伝

統産業活性化推進計画」を策定した。

本計画の推進を図るため，平成２０年度は，事業者等の創造的な活動を支援
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するため，公募制でテーマ設定型の補助金を交付する「京ものきらめきチャレ

ンジ事業」を新たに展開するとともに，最大の市場である首都圏をターゲット

に，新たな販路開拓や消費者ニーズを的確に捉えたきものづくりを目指す「和

装産業活性化戦略プラン」を策定する。

また，伝統産業業界等との更なる連携の下，平成１９年４月に発足した京も

のファンを創出する事業「京ものファンクラブ」の運営を行うほか，本市独自

に春分の日に定めた「伝統産業の日」を中心に，多彩な事業を実施している。

今後も，伝統産業の魅力を広く国内外に発信するとともに，伝統産業の需要

の拡大に努める。

① 京ものきらめきチャレンジ事業

② 和装産業活性化戦略プランの策定

③ 京ものファン創出事業

④ 「伝統産業の日」関連事業 など

(8) 商業の振興を図る支援事業 ２０年度予算 129,838 千円

平成２０年度は，引き続き「京都市商業ビジョン推進委員会」を開催すると

ともに，同委員会で出された意見等を踏まえて，「おいでやす京の商い～京都

市商業ビジョン２００４～」の更なる具体化を図る。特に，嵯峨嵐山地域にお

いて山科に続いて地域商業ビジョンの策定に取り組み，また商業分野における

起業支援と人材育成を図るため，「商い創出事業（VIS：商業ベンチャー・イン

キュベーション・ショップ）」の更なる周知を図る。また，平成２０年度の新規

事業として，経験の浅い商業者に対して販売促進策を訪問して指導する「プロ

モーション能力育成事業」を実施する。

それら個店の活性化支援に加えて，商店街に必要な店舗を誘致する「元気店

舗創出事業」の実施により，商店街の活性化を支援するとともに，その他商業

振興対策助成等により，地域特性に応じた商業の振興を図る。


