
京都府地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想

１ 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針

京都府の経済は、世界的な金融危機に端を発する景気の悪化が引き続き、企業活動や景

気の先行きへの不安が広がりつつある中、和装・伝統産業や小売商業をはじめ、京都の

中小・零細企業を取り巻く経営環境は厳しさが増すとともに、雇用環境のさらなる悪化

も懸念されるところである。

とりわけ、西陣織、京友禅、丹後織物などの和装産業や京焼・清水焼をはじめとする京

都の伝統工芸産業は、長い歴史の中で培われた高度な技術と意匠の蓄積により、日本の

伝統文化を支え、世界に誇りうる府民共有の財産であり京都の社会基盤を成すものであ

るが、近年の生活様式の洋風化や大量生産・大量消費に代表される社会情勢の変化によ

る需要の減少や不況の長期化の中で大変厳しい状況にあるため、和装・伝統産業を支え

る中小企業の経営安定や再生、成長・発展を支援し、振興することが重要な課題である。

また、観光産業は、大きな経済波及効果や雇用創出効果が期待できる裾野の広い産業で、

近年の観光ニーズの多様化、観光形態の変化への対応や、全国各地・海外観光地との競

合の中で観光目的地として選ばれるためには、京都府の地域特性を生かした新しいコン

セプトの観光を提案していくことが必要となっている。

一方、農林水産業は、地域資源そのものを活用し、消費者に新鮮で安心・安全な食品を

供給するなど、府民生活の基盤を支える産業であるとともに、災害の防止や国土・自然

環境の保全といった重要な多面的な機能を有している農地や森林等は府民共有の財産で

ある。さらに、近年、こころの豊かさが求められる時代にあって、農山漁村のもつ伝統

的な食文化やそれらを支える知恵や技、人々に安らぎを与える美しい景観などの地域資

源が府民から再評価されており、これらを地域力の再生に生かしていくことが求められ

ている。



このため、京都府では『「人・間
に ん げ ん

中心」の京都づくり５つのビジョン（＝新京都府総合

計画実現のための中期ビジョン）』に掲げた「活力の京都づくり」等の着実な推進に向け、

地域経済の活性化と活力ある京都型産業の創成のため、次のような取組を積極的に展開

することとしている。

① 制度融資等による中小企業の経営安定・再生から成長・発展までの総合的な支援

② 和装・伝統産業が時代の変化に適応し、豊かな生活文化を提案する産業として発展

していけるよう、伝統産業の複雑で高度な技術を組み合わせた新たなものづくりの推

進

③ 若者にきものや伝統工芸品に触れ親しんでもらう機会の提供や、観光業界などと連

携した取組による府民や観光客へのアピールなど、将来的な需要基盤の確立への支援

④ 府域の豊かな観光資源を生かしたテーマ性のある新しい京都観光の推進

⑤ 付加価値の高い農林産物（京野菜・宇治茶・北山杉など）や、地域特産物（丹後ト

リガイ・岩牡蠣など）等の生産振興及び他産地との区別化や高品質化を進めるブラン

ド化の推進

⑥ 個性豊かな食文化の継承への貢献を目的とした農産加工品の製造・販売、郷土食や

行事食及びその技術の伝承活動に対する支援

今後、地域経済をさらに活性化させるためには、北から南まで京都府の持つ伝統、文化、

自然、景観など、すばらしい地域の特性を生かした多くの観光資源や、京野菜・宇治茶

などの特産品、西陣織、京友禅、丹後織物などの和装産業、京焼・清水焼をはじめとす

る京都の伝統工芸産業など、京都にしかないこれらの豊かな「地域産業資源」を十分に

活用し、創意ある工夫と進取の精神で事業化にチャレンジする取組を一層推進すること

が重要である。



２ 地域産業資源の内容

京都府において、その産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義があると

考えられる資源は別紙のとおりである。

３ 地域産業資源を用いて行う地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業

資源に係る地域の経済の活性化を推進する方策

（１）個別地域産業資源に関する施策

ア 和装・伝統産業の振興施策

(ｱ) 匠の公共事業

京都の和装・伝統産業は、日本の文化を支え、世界に誇りうる府民共有の財産

であることから、「伝統と文化のものづくり産業振興条例」に基づき、和装・伝

統産業の基盤づくり（人材育成・技術継承、新たなものづくりの推進、需要基盤

形成のための普及啓発）を積極的に推進する。

(ｲ) 京もの愛用推進事業

「京もの」の需要の拡大を図り、広く消費者への利用を促進するための新たな

ビジネスモデルであるカタログギフト方式の「京もの愛用券」事業を推進する。

(ｳ) 京もの工芸品産地等支援事業

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等産地の活

性化につながる取組に対して支援する。

(ｴ) 高校生きものチャレンジ事業

将来の日本文化の担い手である高校生に対し、教育活動を通して、きものに親



しんでもらうとともに、日本の伝統文化に対する理解を深めるなど、将来のきも

のの需要拡大につなげる。

(ｵ) 丹後織物ルネッサンス事業

丹後地域の基幹産業であり、和装文化の伝統を守る上でも重要な位置を占める

丹後織物産地の発展を図るため、地域に蓄積した高度な技術を活用した新商品の

開発及び販路開拓の取組を実施する。

(ｶ) 京都イタリア中小企業交流支援事業

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の交流を進めることにより、京都のさらなる活性

化・発展を図る。 

(ｷ) 感動創造ものづくり推進事業

伝統産業の新たな発展を目指して、京都で開催される第２６回伝統的工芸品月

間国民会議全国大会に合わせ、京都市、南丹市、関係団体と連携し、「京都感動

創造ものづくりフェア」等を開催。

伝統工芸の技や職人の手技を生かした、新しい生活文化を創造するものづくり

の展開を提案する。

イ 観光の振興施策

(ｱ) 京都府観光ブランド推進事業

京都の強みを生かしたテーマ（「食」と「匠」）に基づき、各地域・分野の人々

と協働して集中的な誘客プロジェクトを実施し、一層の観光誘客を図る。 



(ｲ) 京都観光未来塾推進事業

京都の観光の質を高め、府域への観光誘客の促進を図るため、京都府観光連盟

に設置する京都観光未来塾において京都観光を担う人材の育成を図り、京都府の

観光力を強化する。

(ｳ) 総合観光案内所整備事業

内外の観光客の利便性向上のため、京都府全域の観光案内、観光情報発信等を

ワンストップで行う総合観光案内所を、京都の玄関口である京都駅に、府市共同

で設置する。

(ｴ) 京都・花灯路推進事業

閑散期における京都への観光誘客を図るため、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でライトアップし、寺院・神社における夜間拝観等とタ

イアップしたスケールの大きな夜の時・空間を創出する観光イベントを、地元や

府市民、企業等の参加のもと実施する。

(ｵ) 丹後広域観光等推進事業

観光庁から観光客の来訪及び滞在を促進する観光圏の指定を受けた丹後地域

の自然、文化、歴史、温泉等の豊かな観光資源を生かし、幅広く情報発信するこ

とにより、丹後の知名度を高め、四季型・滞在型観光地としての地位の確立を目

指すとともに、観光客の誘致を継続的に推進し、地域の活性化と産業の振興を図

る。 

(ｶ) 観光資源魅力向上事業

奥深い京都府の魅力をより多くの観光客に周知することにより、京都市域に集

中する観光客を京都府全域に拡大するとともに、リピーターを確保するため、魅

力ある観光資源を生かした観光商品企画等を実施し、地域の活性化を図る。 



ウ 農林水産業の振興施策

(ｱ) ブランド京野菜等倍増戦略事業

確かなものづくりにより京野菜の魅力をさらに強化し、ブランドイメージを高

めるとともに、ブランド京野菜を多くの消費者・流通関係者にＰＲし、需要の拡

大を図る。 

(ｲ) 丹後水産物ブランド化推進事業

丹後水産物の統一的なブランド認証制度を創設するとともに、丹後地域での利

用を促進するため、観光産業等と連携し、利用拡大キャンペーンを実施する。

（２）関連する施策

本府においては、中小企業による地域産業資源を活用した事業を促進し、地域経済

の活性化を図るため、以下の中小企業支援施策を実施する。

ア 中小企業への総合的な支援

(ｱ) 「京都 知恵と力の博覧会」開催事業

京都産業の持つ優れた技術・製品や京都を代表する文化・芸術、洗練された食・

もてなし等を多くの人々に楽しんでいただきながら、京都の底ぢからを改めて発

信する博覧会を、京都企業等の協力も得て開催するため、実行委員会を設立し、

その準備を行う。 

(ｲ) 中小企業サポートチーム運営事業

厳しい経営環境下にある中小企業の経営安定等を図るため、オール京都体制の

中小企業サポートチームにより、企業の課題に応じたきめ細やかな支援を積極的

に実施する。



(ｳ) 中小企業金融支援

世界的な金融危機の深刻化に伴う景気の急速な悪化により、府内中小企業の経

営環境は非常に厳しい状況にあることから、京都市と協調して中小企業融資制度

の一層の拡充を図り、中小企業の経営安定、再生を支援する。

(ｴ) 中小企業経営承継支援事業

経営者の高齢化が進み、企業数が減少している中小企業等の経営承継の円滑化

支援や、商店街の空き店舗対策を推進し、地域経済の活力維持を図る。 

(ｵ) 地域ビジネスサポート推進事業

中小企業者等に対する創業・経営革新支援をはじめ、地域経済圏の拡大やニー

ズの高度・専門・多様・広域化などへの対応、地域の活性化を積極的に支援する

機能を兼ね揃えた地域経済の広域拠点となる「地域ビジネスサポートセンター」

の運営を支援する。

(ｶ) 「きょうと農商工連携応援ファンド」推進事業

「きょうと農商工連携応援ファンド」を創設し、農林漁業者と商工業者の連携

による新たな取組を支援することで農業ビジネスの育成を図る。 

(ｷ) 中小企業成長促進等総合支援事業

中小企業の弱点であるマーケティングや人材育成などの経営基盤強化をはじ

め、中小企業の経営革新や創業のための取組など、中小企業の成長等を総合的に

促進していくための支援を実施し、京都産業の活性化を図る。 

(ｸ) 中小企業技術センター、織物・機械金属振興センターにおける技術支援等

中小企業技術センター及び織物・機械金属振興センターにおいて、技術相談や

依頼試験、機器開放(貸付)、人材育成、研究開発等により府内中小企業の技術力

向上に資する支援を行う。 



(ｹ) 「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業

「地域力の再生」を図るため、地域特産品や観光資源を活用した創業、商店街

の活性化や福祉・環境・子育て支援など地域の課題を解決する取組の事業化など、

新たな事業の創出や中小企業者等の新分野への進出を支援する。

(ｺ) 京都ブランド商標強化推進事業

「地域団体商標」の登録を支援し、京都ブランド商標の開発・育成・保護・拡

大を図るため、府、市、関係機関、業界団体等が一体となって設立した「京都ブ

ランド商標推進協議会」の取組を支援する。

イ 地域の特性に応じた新産業の育成

(ｱ) 試作産業創出事業

中小企業の「試作産業」への積極的参加を促進し、「試作産業」を新京都ブラ

ンド産業として一層育成していくため、京都試作センター㈱等と連携し、集客力

のある見本市への出展等を通じて、情報発信と受注拡大の取組を行い、「試作の

メッカ 京都」を国内外に発信する。

(ｲ) 健康創出産業振興事業

大学・関連企業の集積等、京都の優位性を生かし、次代の京都産業を牽引する

健康創出(ウエルネス)産業を育成する。

※ 「ウエルネス産業」とは、ライフサイエンス（生命科学）、バイオ、医療、ヘルスケ

ア（健康管理）等幅広い関連部門を包括する産業分野をいう。

(ｳ) 環境産業等産学公研究開発支援事業

「京都府中小企業応援条例」に基づき、社会的ニーズに対応する技術課題へ

の重点的な取組を促進し、技術開発成果を実用化して社会に普及するため、地



球環境問題への貢献等、府の政策目的の達成につながる研究開発を支援し、併

せて次代の京都経済の発展を担う技術革新に立脚した新産業創成を図る。 

(ｴ) 「緑のＫＹＯディール」を推進する環境技術の開発

環境技術の普及と開発が一体となった社会構造の転換を図るとともに、ＣＯ

２吸収源対策の取組により、オール京都による地球温暖化対策を推進する「緑

のＫＹＯディール」の一翼を担うため、京都の強みを活かした環境技術の開発

と産業化を加速する。

(ｵ) 京都ＩＴバザール推進事業

学術・文化や産業の集積、京都ブランド等の特色を生かし、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」の具体化を目指し、ＩＴ関連等成

長産業の誘致やベンチャー企業の育成も行うとともに、国のユビキタス特区の指

定と連携した取組を推進する。

※ 「ＩＴバザール構想」とは、世界的なハイテク企業や、ものづくりの高度な技術を

有する中小企業、優れた研究成果を持つ大学・研究機関が集積する京都市から関西文

化学術研究都市に至る府南部地域においてＩＴ関連をはじめとする成長産業の集積拠

点づくりを目指す構想

(ｶ) 中小企業研究開発等応援事業

「京都府中小企業応援条例」に基づき、知事の認定を受けた新技術の研究開発

等に関する事業計画のうち、特に新規性、成長性、波及効果等が認められ、他の

中小企業のモデルとなる模範的なものについて、チャレンジする府内中小企業の

創造的な取組を支援する。

(ｷ) 中小企業知的資産活用推進事業

知的財産権やノウハウ、人材、技術力など目に見えない企業の強みである知的

資産を活かす知的資産経営（＝「知恵の経営」）を支援し、「知恵をまなぶ」「知



恵をいかす」「知恵をまもる」事業を総合的に進め、中小企業の活性化を図る。 

(ｸ) 北部産業技術支援センター・綾部推進事業

中丹地域を中心とした地場の中小企業の活性化を図るため、綾部市と共同で整

備した「北部産業技術支援センター・綾部」において、中小企業の技術の高度化

や産学公連携を通じた新たな分野への展開を支援する。

(ｹ) 北部産業活性化拠点・京丹後推進事業

北部地域の地場ものづくり産業の一層の成長と次世代の産業振興を進めるた

め、ものづくり人材の育成・確保、地域の新しい産業興し、中小企業の総合支援

３つの機能を持つ「丹後・知恵のものづくりパーク」の運営を推進する。

(ｺ) 中小企業活力向上支援事業

経済不況により経営が圧迫されているものづくり中小企業の活力向上のため、

支援体制を強化し、技術力向上や販路開拓の取組を強力に支援する。

(ｻ) 京都デザインインキュベーション展開事業

府内外から優秀なデザイナーの誘致・集積を図るとともに、伝統産業をはじめ

とした府内中小企業の新たな市場開拓を推進するため、京都素材を扱ったデザイ

ナーブランド(京都スタイル)を目指す起業家に対し、情報発信力や集客力のある

場の提供を行う。 

(ｼ) 京都ブランド推進連絡協議会推進事業

京都府域にある「京都ブランド」にさらに磨きをかけるとともに、街としての

魅力や品格を向上させるための活動に取り組む。 



２．地域産業資源の内容
①農林水産物

番号 名称 地域産業資源に係る地域
1 青味だいこん 京都市

福知山市、綾部市、舞鶴市
京丹後市、伊根町
京都市、亀岡市、南丹市、京丹波町
京丹後市、与謝野町

4 うぐいす菜 京都市
京都市、亀岡市
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町
京田辺市、木津川市、精華町

6 大内かぶ 南丹市
7 桂うり 京都市
8 南瓜 京丹後市

京都市、亀岡市
綾部市
京丹後市

10 辛味だいこん 京都市
11 甘藷（さつまいも） 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
12 キュウリ 福知山市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
13 京うど 京都市
14 京せり 京都市、宇治市

京都市、亀岡市、大山崎町
福知山市、与謝野町
木津川市
京都市
京丹後市

17 茎だいこん 京都市
京都市、南丹市
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

19 黒愛菜（枝豆） 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
20 新丹波黒（黒大豆） 福知山市、綾部市、亀岡市、京丹後市、南丹市、京丹波町、与謝野町
21 くわい 京都市
22 小松菜 京都市、久御山町
23 里芋 京丹後市
24 佐波賀大根 舞鶴市

京都市
綾部市
京都市、亀岡市、南丹市
京丹後市
京都市、亀岡市、城陽市、久御山町
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

28 すぐき菜 京都市
亀岡市
福知山市、宮津市、京丹後市、伊根町、京丹波町、与謝野町

30 田中とうがらし 京都市
31 玉葱 京丹後市
32 丹波くり 福知山市、綾部市、亀岡市、南丹市、京丹波町
33 落花生 舞鶴市
34 時無大根 京都市

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
京都市
京都市、長岡京市
京田辺市

37 ハーブ 与謝野町
38 はたけ菜 京都市

トマト35

2 小豆

鹿ヶ谷かぼちゃ25

36 なす（千両二号）

賀茂なす9

京山科なす15

金時にんじん16

九条ねぎ18

京都大納言小豆3

えびいも5

聖護院かぶ26

聖護院だいこん27

そば29



２．地域産業資源の内容
①農林水産物

番号 名称 地域産業資源に係る地域
京都市、福知山市、長岡京市、南丹市、京丹波町
井手町

40 ハバネロ 亀岡市
41 柊野ささげ 京都市

42 伏見とうがらし
京都市、福知山市、宇治市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、京
丹波町、伊根町、与謝野町

43 ブロッコリー 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
京都市、久御山町
京丹波町
京都市
福知山市、舞鶴市
京丹後市

46 やまふき 綾部市
47 京こかぶ 京都市
48 舞鶴かぶ 舞鶴市
49 松ヶ崎浮菜かぶ 京都市
50 万願寺とうがらし 福知山市、舞鶴市、綾部市、南丹市

51 みず菜
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽
市、向日市、京丹後市、南丹市、木津川市、久御山町、井手町、宇治
田原町、精華町、京丹波町、伊根町、与謝野町

52 壬生菜 京都市、南丹市

53 紫ずきん
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南
丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町

54 もぎなす 京都市
55 桃山大根 京都市
56 淀苗 久御山町

京都市、南丹市
宮津市

58 紫芋 亀岡市
59 京たんご梨 京丹後市
60 スイカ 京丹後市
61 なし 京丹後市
62 葡萄 京丹後市
63 メロン 京丹後市
64 桃 京丹後市
65 大浦みかん 舞鶴市
66 由良みかん 宮津市
67 舞鶴いちご 舞鶴市
68 山城の柿 木津川市、宇治田原町、和束町、南山城村

69 酒造好適米
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南
丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町

70 丹後米 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
71 京都米 京都府域
72 ストック 宮津市、京丹後市、伊根町
73 二葉葵 京都市

福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹波町
京丹後市
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、
宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

75 京番茶 宇治田原町
京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、
井手町、宇治田原町、和束町、南山城村
福知山市、舞鶴市、綾部市

花菜39

44 ほうれんそう

76 てん茶(荒茶)

74

やまのいも

堀川ごぼう45

宇治茶

57



２．地域産業資源の内容
①農林水産物

番号 名称 地域産業資源に係る地域
宇治市、宇治田原町、和束町
京田辺市
福知山市、舞鶴市、綾部市

78 かぶせ茶（荒茶） 木津川市、宇治田原町、和束町、南山城村
宇治田原町、和束町、南山城村
南丹市、京丹波町
京丹後市
京都市、向日市、長岡京市
八幡市
木津川市、井手町

81 京みょうが 京都市
向日市、長岡京市
八幡市、京田辺市
木津川市、井手町

83 松茸 福知山市、綾部市、亀岡市、南丹市、京丹波町
84 山城のしいたけ 木津川市、笠置町、南山城村
85 亀岡牛 亀岡市
86 京都ぽーく 南丹市、京丹波町

綾部市、南丹市
京丹後市
綾部市、亀岡市、南丹市、京丹波町
京丹後市

89 鹿肉 京都市、南丹市
福知山市、舞鶴市、京丹波町
亀岡市

91 間人ガニ 京丹後市
92 アカモク（海藻） 宮津市、京丹後市、伊根町
93 アワビ 舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町
94 宇川の鮎 京丹後市
95 アカガレイ 舞鶴市
96 ナマコ 舞鶴市
97 アジ 宮津市
98 ヒラメ 宮津市
99 イワシ 宮津市
100 サバ 宮津市
101 ぐじ 宮津市、京丹後市、伊根町
102 メダイ 宮津市
103 メバル 宮津市
104 丹後とり貝 舞鶴市、宮津市
105 エチゼンクラゲ 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
106 牡蠣（真・岩） 舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町
107 アサリ 舞鶴市、宮津市
108 サザエ 舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町
109 サワラ 舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町
110 ズワイガニ 舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
111 エビ 宮津市
112 イカ 宮津市
113 ホンダワラ 宮津市、京丹後市、伊根町
114 コギク 宮津市
115 桑 京都市
116 北山杉 京都市、南丹市

117 竹
京都市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、
大山崎町、井手町

京たけのこ80

煎茶(荒茶)79

京地どり

鶏卵90

88 京都肉

87

たけのこ82

77 玉露(荒茶)



番 名称 地域産業資源に係る地域
京都市、亀岡市、南丹市
京田辺市、木津川市、井手町、笠置町、和束町、精華町

2 京くみひも 京都市、宇治市
3 京黒紋付染 京都市、宇治市、亀岡市、久御山町
4 京小紋 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、久御山町
5 京真田紐 京都市
6 京繍 京都市、宇治市
7 京足袋 京都市
8 京袋物 京都市
9 京房ひも・撚ひも 京都市
10 京友禅 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、久御山町
11 誂京染 京都市

12 金銀糸
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井
手町、宇治田原町

13 調べ緒 京都市

14 丹後ちりめん
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝
野町

15 丹後藤布 福知山市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
16 西陣御召 京都市

京都市
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝
野町

18 西陣金襴 京都市
19 西陣爪掻本綴織 京都市
20 由良川の藍 福知山市
21 帆布製カバン 京都市
22 額看板 京都市

西陣織17

２．地域産業資源の内容
②鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術

京鹿の子絞1

22 額看板 京都市
23 菓子木型 京都市
24 かつら 京都市
25 金網細工 京都市
26 唐紙 京都市
27 かるた 京都市
28 きせる 京都市
29 北山丸太 京都市、南丹市
30 京石工芸品 京都市、宇治市、亀岡市、向日市、八幡市
31 京うちわ 京都市、南丹市
32 京甲冑 京都市、宇治市、亀岡市、八幡市
33 京瓦 京都市
34 京こま 京都市
35 京指物 京都市
36 京座布団 京都市、宇治市、城陽市
37 京漆器 京都市
38 京すだれ 京都市
39 京扇子 京都市、宇治市、亀岡市、南丹市
40 京象嵌 京都市

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、京田辺市
京丹後市、与謝野町

42 京つげぐし 京都市
43 京葛籠 京都市
44 京陶人形 京都市
45 京都の金属工芸品 京都市、宇治市、長岡京市、宇治田原町
46 京人形 京都市、宇治市、亀岡市、八幡市
47 京の色紙短冊和本帖 京都市
48 京の神祇装束調度品 京都市

京都市、久御山町
京丹波町

41 京たたみ

49 京刃物



番 名称 地域産業資源に係る地域

２．地域産業資源の内容
②鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術

50 京版画 京都市
51 京雛 京都市、宇治市、亀岡市、八幡市

京都市、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、宇治田原町
福知山市、舞鶴市、綾部市
京田辺市
京丹後市

53 京丸うちわ 京都市
54 京銘竹 京都市、亀岡市、向日市、長岡京市
55 京焼・清水焼 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市
56 京弓 京都市
57 京和傘 京都市
58 截金 京都市
59 黒谷和紙 綾部市
60 薫香 京都市
61 嵯峨面 京都市
62 尺八 京都市
63 三味線 京都市
64 竹工芸 京都市
65 茶筒 京都市
66 提燈 京都市
67 能面 京都市
68 花かんざし 京都市
69 伏見人形 京都市
70 邦楽器弦 京都市
71 矢 京都市
72 結納飾・水引工芸 京都市
73 和蝋燭 京都市

52 京表具

73 和蝋燭 京都市
74 京印章 京都府域
75 京石塔 京都府域
76 京念珠 京都市

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、南丹市
木津川市
京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、南丹市
木津川市

79 数珠 京都市
80 念珠玉 京都市
81 京味噌 京都市
82 京料理 京都市
83 京とうふ 京都市、亀岡市、向日市、長岡京市
84 古老柿 宇治田原町
85 さばのへしこ 宮津市、京丹後市、伊根町
86 苗めし 京丹後市
87 肉じゃが 舞鶴市
88 海軍食 舞鶴市
89 煉製品 宮津市
90 ふき俵 南山城村
91 ぶりのみそ漬け 伊根町
92 舞鶴かまぼこ 舞鶴市
93 干物 宮津市
94 みそ 京都府域
95 野菜・山菜の佃煮 京都府域
96 ゆば 京都市、南丹市

京都市、亀岡市、南丹市
舞鶴市
城陽市
京都市、亀岡市、南丹市
舞鶴市
城陽市

78

77

97

京仏具

98

京漬物（京つけもの）

京都名産すぐき

京仏壇



番 名称 地域産業資源に係る地域

２．地域産業資源の内容
②鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術

京都市、亀岡市、南丹市
舞鶴市
城陽市

100 野菜漬物 京都府域
101 梅干 綾部市
102 京飴 京都市
103 京あられ 京都市
104 京おかき 京都市
105 京菓子 京都市
106 京せんべい 京都市
107 工芸菓子 京都市

京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御
山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城
村
福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹波町
京丹後市

109 京番茶 宇治田原町
京都市、亀岡市、
城陽市、木津川市、井手町
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、京丹波町、伊
根町、与謝野町
宮津市
京丹波町

112 酢 宮津市
113 醤油 宮津市
114 乳製品 京丹後市
115 いか徳利 宮津市

果実酒（ワイン）

99

111

110

108 宇治茶

清酒（日本酒）

京都名産千枚漬

115 いか徳利 宮津市
116 船舶及び船舶用部品 舞鶴市

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
木津川市

118 絹・人絹織物機械染色製品 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
119 プリント染色 京都市、城陽市
120 織物手加工染色 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
121 ハイパーシルク 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
122 ポリエステルちりめん 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
123 絹セリシン（セリシン製品） 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
124 キトサン 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
125 建具 京都市
126 機械金属製品 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
127 工作機械部品 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
128 精密型鍛造・鋳造 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
129 金型 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
130 精密機械部品 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
131 電子部品 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
132 自動車部品 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
133 宮津焼 宮津市
134 与保呂水源の森の水 舞鶴市
135 真名井の清水 舞鶴市
136 大杉の清水 舞鶴市
137 真名井の水 宮津市
138 磯清水 宮津市
139 伏見の御香水 京都市

織物117



番号 名称 地域産業資源に係る地域

1 葵祭 京都市
2 嵐山温泉 京都市
3 大原温泉 京都市
4 大原観光農村 京都市
5 岡崎公園 京都市
6 小塩山 京都市
7 鴨川納涼床 京都市
8 祇園祭 京都市
9 京仕立 京都市
10 京町家 京都市
11 京都コンサート ホール 京都市
12 京都市伝統産業振興館 京都市
13 京都市伏見区商店街 京都市
14 京都錦市場商店街 京都市
15 京都の舞妓、京都の芸妓 京都市
16 京都府京都文化博物館 京都市
17 京都府立植物園 京都市
18 京都府立陶板名画の庭 京都市
19 京都府立堂本印象美術館 京都市
20 京の竹林 京都市
21 鞍馬山・貴船山 京都市
22 国立京都国際会館 京都市
23 越畑観光農村 京都市
24 酒蔵通り花燈路 京都市
25 時代祭 京都市
26 隻ヶ岡 京都市
27 醍醐山 京都市
28 大悲山の三本杉 京都市
29 大文字五山送り火 京都市

滝 滝 京都市

２．地域産業資源の内容
③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

30 滝又の滝 京都市
31 哲学の道 京都市
32 寺町通り(歴史的寺院・美術） 京都市
33 伝統産業ふれあい館 京都市
34 東海道五十三次の起点 京都市
35 中京郵便局舎 京都市
36 日本映画発祥の地 京都市
37 花脊大悲山 京都市
38 琵琶湖疏水 京都市
39 伏見の酒蔵 京都市
40 武地谷水源の森 京都市
41 妖怪ストリー ト 京都市
42 洛西用水 京都市
43 京都府立ゼミナールハウス 京都市
44 京都こども文化会館 京都市
45 京都府民総合交流プラザ 京都市
46 二条城 京都市
47 京都国際マンガミュージアム 京都市
48 吉田山 京都市
49 十石舟・三十石船 京都市
50 京都伝統工芸体験工房 京都市、綾部市、宇治市、向日市、京丹後市、与謝野町

51 琵琶湖国定公園 京都市、宇治市、宇治田原町
52 嵯峨野トロッコ列車 京都市、亀岡市
53 府立保津峡自然公園 京都市、亀岡市
54 保津川 京都市、亀岡市
55 西の鯖街道 京都市、南丹市
56 旧平野家住宅 福知山市
57 雲原砂防関連施設群 福知山市
58 毛原の棚田 福知山市
59 山陰道（細野峠） 福知山市
60 丹波の漆掻き 福知山市
61 南有路の才の神のフジ 福知山市
62 額田のダシ行事 福知山市



番号 名称 地域産業資源に係る地域

２．地域産業資源の内容
③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

63 日本の鬼の交流博物館 福知山市
64 福知山踊り 福知山市
65 福知山城 福知山市
66 二瀬川 福知山市
67 夜久野高原温泉 福知山市
68 由良川の藍 福知山市
69 ミニＳＬフェスタ in Fukuchiyama 福知山市
70 両橋 福知山市
71 やくの玄武岩 福知山市

72 丹後天橋立大江山国定公園
福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊
根町、与謝野町

73 大江山 福知山市、宮津市
74 宮津街道（普甲峠道） 福知山市、宮津市
75 赤レンガ倉庫 舞鶴市
76 雄島参りと冠島 舞鶴市
77 旧上野家住宅 舞鶴市
78 五老ヶ岳 舞鶴市
79 田辺城・城下町の街並み 舞鶴市
80 与保呂水源の森 舞鶴市
81 若狭湾国定公園 舞鶴市
82 由良の門（戸） 舞鶴市、宮津市
83 由良ヶ岳 舞鶴市、宮津市
84 あやべ温泉 綾部市
85 綾部市天文館パオ 綾部市
86 綾部用水 綾部市
87 上津灰のミズメ 綾部市
88 私市円山古墳 綾部市
89 立岩 綾部市
90 八幡山 綾部市

稲 上流域 滝群 綾部市91 早稲谷川上流域の滝群 綾部市
92 あやべ水無月まつり 綾部市
93 あやべ丹の国まつり 綾部市
94 綾部大橋 綾部市
95 本町界隈・古民家の町並み 綾部市
96 頭巾山 綾部市、南丹市
97 宇治川 宇治市
98 源氏物語宇治十帖古跡 宇治市

99 宇治茶の茶畑
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川
市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置
町、和束町、精華町、南山城村

100 天橋立 宮津市
101 天橋立温泉 宮津市
102 天橋立の道（天橋立線） 宮津市
103 大フケ湿原 宮津市
104 金引の滝 宮津市
105 旧永島家住宅 宮津市
106 養老漁港（定置網体験） 宮津市
107 世屋高原 宮津市
108 杉山林道 宮津市
109 上世屋ブナ林 宮津市
110 栗田湾 宮津市
111 宮津湾 宮津市
112 阿蘇海 宮津市
113 丹後由良海岸 宮津市
114 奈具海岸 宮津市
115 傘松公園 宮津市
116 京都府立丹後海と星の見える丘公園 宮津市
117 世屋高原家族旅行村 宮津市
118 丹後国分寺跡 宮津市
119 旧三上家住宅 宮津市
120 智恵の輪 宮津市
121 廻旋橋 宮津市



番号 名称 地域産業資源に係る地域

２．地域産業資源の内容
③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

122 湯らゆら温泉郷 宮津市
123 成相観音温泉 宮津市
124 宮津温泉ピント湯 宮津市
125 田井宮津ヨットハーバー 宮津市
126 宮津祭 宮津市
127 府中葵祭 宮津市
128 宮津燈籠流し花火大会 宮津市
129 宮津おどり 宮津市
130 宮津節 宮津市
131 ブリしゃぶを提供する飲食店、旅館 宮津市
132 天橋立「炎の架け橋」 宮津市
133 和火 宮津市
134 文殊堂出船祭 宮津市
135 府中・竹彩 宮津市
136 日本三景天橋立ふゆ花火 宮津市
137 丹後きものまつりin天橋立 宮津市
138 老ノ坂峠（山陰道） 亀岡市
139 亀岡祭山鉾行事 亀岡市
140 亀岡「ひまわり園」 亀岡市
141 亀岡「夢コスモス園」 亀岡市
142 ききょうの里 亀岡市
143 佐伯灯籠 亀岡市
144 七谷川の桜 亀岡市
145 平の沢公園のオニバス 亀岡市
146 湯の花温泉 亀岡市
147 菫青石仮晶（桜石） 亀岡市
148 鴨谷の滝 城陽市
149 水度神社と参道の並木道 城陽市
150 山背古道 城陽市、木津川市、井手町

上津屋 渡 跡 城陽市 幡市151 上津屋の渡し跡 城陽市、八幡市
152 竹の径 向日市
153 長岡宮跡 向日市
154 石田家住宅 長岡京市
155 男山 八幡市
156 飯岡丘陵 京田辺市
157 草路城跡 京田辺市
158 虚空蔵谷の滝 京田辺市
159 浅茂川浦嶋温泉 京丹後市
160 磯砂山 京丹後市
161 稲葉家住宅 京丹後市
162 宇川 京丹後市
163 大野城趾 京丹後市
164 兜山 京丹後市
165 ガラシャの里 味土野 京丹後市

166 北近畿タンゴ鉄道
福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与
謝野町

167 木津温泉 京丹後市
168 経ヶ岬（灯台） 京丹後市
169 久美浜（の）温泉 京丹後市
170 五十河の内山ブナ林 京丹後市
171 琴引浜 京丹後市
172 琴引浜の鳴き砂 京丹後市
173 権現山 京丹後市
174 山陰海岸国立公園 京丹後市
175 小天橋 京丹後市
176 スイス村 京丹後市
177 袖志の棚田 京丹後市
178 丹後あじわいの里 京丹後市
179 丹後大宮温泉 京丹後市
180 丹後温泉 京丹後市
181 丹後国営農地 宮津市、京丹後市
182 丹後琴引温泉 京丹後市



番号 名称 地域産業資源に係る地域

２．地域産業資源の内容
③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

183 丹後の海岸 京丹後市
184 丹後ロングビーチ 京丹後市
185 野間谷渓谷 京丹後市
186 離湖 京丹後市
187 浜詰温泉 京丹後市
188 夕日ヶ浦温泉 京丹後市
189 夕日ヶ浦海岸の夕日 京丹後市
190 海老谷 南丹市
191 城山（八木城跡） 南丹市
192 南丹市美山町北伝統的建造物群保存地区（かやぶきの里） 南丹市
193 京都府立るり渓自然公園 南丹市
194 八木町ホタルの里 南丹市
195 由良川上流（美山川） 南丹市
196 井平尾の景観 木津川市
197 光明仙の景観 木津川市
198 当尾の町並み 木津川市
199 三上山 木津川市
200 天王山 大山崎町
201 大正池野外活動センター 井手町
202 玉川の桜 井手町
203 龍王の滝 井手町
204 大滝 宇治田原町
205 柿屋 宇治田原町
206 永谷宗円生家 宇治田原町
207 笠置山 笠置町
208 木津川 笠置町
209 布目川 笠置町
210 京都府立笠置山自然公園 笠置町
211 百丈岩 和束町
鷲峰 和束212 鷲峰山 和束町

213 関西文化学術研究都市「精華・西木津」地区 精華町
214 不動の滝 南山城村
215 夢絃峡 南山城村
216 琴滝 京丹波町
217 権現の滝 京丹波町
218 質志鐘乳洞 京丹波町
219 由良川の河岸段丘 京丹波町
220 伊根町伊根浦伝統的建造物群保存地区（舟屋群） 伊根町
221 カマヤ海岸 伊根町
222 本庄漁港（漁船クルージングと漁港めし） 伊根町
223 太鼓山風力発電施設 伊根町
224 丹後・奥伊根温泉 伊根町
225 津母海蝕洞の鍾乳石 伊根町
226 布引の滝 伊根町
227 新井崎の千枚田 伊根町
228 岩滝温泉 与謝野町
229 蛭子山古墳 与謝野町
230 大内峠 与謝野町
231 大師山 与謝野町
232 雲岩公園のつつじ 与謝野町
233 作山古墳 与謝野町
234 滝の千年つばき 与謝野町
235 野田川のひまわり 与謝野町
236 尾藤家住宅 与謝野町
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