
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 4 年 4 月 5 日配信） 

 

京都市地域企業未来力会議参加者等  各位 

 

 いつもお世話になり，ありがとうございます。  

 メールマガジンを配信します。  

 

 会議の情報や京都市からのお知らせのほか，皆様からの掲載希望も受け付けていますの

で，イベントやセミナーの御案内，新商品の御案内，自社での取組の周知など掲載内容を

事務局までお知らせください！  
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(1) 今年度も「京都市地域企業未来力会議メールマガジン」をよろしくお願いいたします！  

 

「京都市地域企業未来力会議メールマガジン」では，今年度も地域企業の皆様に向け，

行政や事業者の皆様からの情報を発信してまいります。  

イベントやセミナーの御案内，新商品の御案内，自社での取組の周知などの情報をぜひ，

事務局までお寄せください。 

今年度も「京都市地域企業未来力会議メールマガジン」をよろしくお願いいたします！  

 

(2) 令和 3 年度第 2 回 地域企業未来力会議にご参加いただきありがとうございました。  

 

3 月 28 日（月）に「令和 3 年度第 2 回未来力会議」を開催いたしました。ご参加いただ

いた皆さまありがとうございました。会議の様子は Facebook で発信しております。また，

ニュースレターも発行予定ですので，ぜひご確認ください。 

▼https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/ 

 

京都市では，引き続き，皆様のアイデアを形にする後押しやこれからの経営に役立てて

いただけるよう，地域企業の持続的発展のサポートに取り組んでまいります！今年度の事

業については，随時メールマガジンにてお知らせいたします。多くの皆様のご参加をお待

ちしております！ 

 

▼事業者の皆様への支援情報 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html 

▼京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイトはこちら 

  https://community-based-companies.kyoto/ 
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 ▼未来力会議 facebook はこちら 

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

 ▼過去の会議資料等 

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html  

 ▼メールマガジンのバックナンバー 

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html 
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☆ 京都市からのお知らせ  
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(3) 「ごみゅにけーしょん（バイオマスプラスチックのススメ）」を発行しました！  

≪環境政策局≫  

 

「プラスチック資源循環促進法」が令和 4 年 4 月から施行され，排出事業者へ対し，プ

ラスチックを使用した製品の更なる排出の抑制及び再資源化の取組を行うことが求められ

ます。 

令和 4 年 3 月発行の事業ごみ減量ニュースレター「ごみゅにけーしょん」第 45 号では，

プラスチックに代わる素材として注目されている「バイオマスプラスチック」を取り上げ，

店舗での活用事例等を紹介していますので，ぜひ御覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000243098.html 

（ごみの減量は経費の節減につながります！バックナンバーでは，食品ロス削減の取組や

優良事業所の取組等も御紹介しておりますので，御覧ください。）  

 

【問合せ先】  

 環境政策局  循環型社会推進部 資源循環推進課  事業ごみ企画担当  

 電話：075-222-3948／電子メール：gomigenryo@city.kyoto.lg.jp 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(4) 京都商工会議所「第 1 回『京都・知恵アントレ大賞』応募受付中」  

  ≪京都商工会議所≫  

 

「京都・知恵アントレ大賞」では，「京都・知恵アントレプレナー支援プログラム」の一

環として，これまでにない発想や技術で未来を切り拓き，世界へ羽ばたくアントレプレナ

ーを発掘・選定し，地元グローバル企業や産業支援機関とともに全力で支援します。創業

10 年以内のスタートアップの応募をお待ちしております。  

 

■応募締切  2022 年 5 月 27 日（金） 17:00 メール必着      

■主 催   京都商工会議所  

■サポーター  (株)ワコールホールディングス，京セラ(株)， 

       (株)村田製作所，(株)トーセ，(株)島津製作所， 

       西日本旅客鉄道(株)，三洋化成工業(株)，(株)JTB， 

       (株)大丸松坂屋百貨店大丸京都店， 

       (株)リーフ・パブリケーションズ，(株)キャビック， 

       東映太秦映画村（(株)東映京都スタジオ)  

■賞     知恵アントレ大賞： 1 社，知恵アントレ賞：数社程度  

■応募資格  以下の 1～3 のすべてを満たすこと。  

       1.成長意欲にあふれる創業 10 年以内の中小企業等  

      2. 完 成 品 又 は デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン 可 能 な 製 品 や サ ー ビ       

スを有していること  

       3.京都市内に拠点を構え続けること（進出予定含む）  

■表彰基準   1.京都・世界へ大きなインパクトを与えている，又は与える可能性が高

い事業か  

       2.京都経済の未来を担う起業家として期待できるか  
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       3.オール京都による支援の必要性・有効性があるか  

■受賞特典  ・ブースター資金 活動助成金 総額 600 万円 

       ・表彰式の開催  京都商工会議所創立 140周年記念式典にて表彰（予定）  

 ・サポーター企業 社会実装に向けた支援  

（協業マッチング，実証実験，ユーザー評価  等） 

       ・連携サポート  得意分野を掛け合わせた最適な支援を展開 

       ・プロモーション マスメディアや支援機関等の媒体で広報を支援  

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

  https://www.kyo.or.jp/s/117395 

 

【問合せ先】  

 京都商工会議所 特別プロジェクト推進室  

  TEL 075-341-9755  E-mail spj@kyo.or.jp 

 

(5) IT導入補助金説明会のご案内≪シスポート株式会社≫ 

 

今年もいよいよIT導入補助金の募集が始まります。  

今回のIT導入補助金2022は，従来の通常類型（補助率1/2，補助額最大450万円）に加え

て，来年から始まる消費税のインボイス制度を視野に，「デジタル化基盤導入類型」とい

うのが創設され，会計ソフトや受発注ソフトなどを対象に最大 3/4の補助率でソフトウェア

購入費や導入関連費用までが最大 350万円(補助率2/3)まで補助されます。  

さらに，今回初めて，パソコンやプリンターなどハードウェアも補助率 1/2で10万円まで  

補助されます。  

 

IT導入支援事業者として昨年度81.3%の採択実績（採択社数割合）を持つ当社が以下の通

りIT導入補助金の説明会を開催します。  

 

■日 時：2022年4月14日（木）14:00〜16:00（受付開始 13:30） 

■場 所：京都経済センター3階 3-B会議室 

■参加費：無料  

■申込方法：会社名，お名前，電話番号，連絡用メールアドレスをご記入の上， 

下記アドレスにメールでお申込下さい。 

info@sysport.co.jp 

 

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，18名定員の部屋で参加定員 6名として  

開催します。定員に達した場合には参加をお断りすることがありますのでご了承下さい。  

また参加の際にはマスクを着用してご来場下さい。  

 

【問合せ先】  

シスポート株式会社 代表取締役 米田 明 

〒610-0361 京都府京田辺市河原平田 23-16 

Tel. 0774-63-1131 Fax.0774-63-1130 

 

************************************************************************ 

※ このメールマガジンは，京都市地域企業未来力会議に御参加いただいた方や  

 事務局が個別に名刺交換させていただいた方にお届けしています。  

  配信の停止を希望される方やメールアドレスの変更は，お手数ですが事務局  

 までメールにて御連絡くださいますようお願いします。 

************************************************************************ 

※ メールマガジンは月 3 回程度の配信を予定しています。  

  皆様からの掲載内容も随時受け付けています。  

  御希望の場合は事務局まで御連絡ください。 

************************************************************************ 

 発行：京都市地域企業未来力会議  事務局 

   （京都市産業観光局 地域企業イノベーション推進室） 
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mailto:spj@kyo.or.jp
mailto:info@sysport.co.jp


    〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

     TEL 075-222-3329  FAX 075-222-3331 

     URL https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp  

************************************************************************ 
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