
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２５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) 事務局の体制について  

 

 昨年度に引き続き，係長の吉田と，大松が地域企業未来力会議を担当させていただくこ

とになりました。  

これまでから参加いただいている皆さまや，今年度から新たに参加いただく皆さまに，

熱心に議論していただけるよう，事務局を挙げて取り組みます。  

  

 今年度も引き続きよろしくお願いいたします！！  

 

(2) 【５月３１日締切】中小法人・個人事業者のための「事業復活支援金」について  

 

新型コロナウイルス感染症により，大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者，フ

リーランスを含む個人事業者に対して，国から事業規模に応じて支給される「事業復活支

援金」の締切が５月３１日（火）となっています。申請前に必要な登録確認機関による事

前確認の実施は５月２６日（木）までですので，申請を予定されている方はお早めにお手

続きください。  



 

◆事業復活支援金の概要  

＜対象＞  

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象  

・２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高（※）が，２０１８年１１

月～２０２１年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して，５０％以上又は３

０％以上５０％未満減少した事業者（※）時短要請に関する協力金は，対象月の事業収

入に算入する必要があります。  

＜給付額＞  

・基準期間の売上高－対象月の売上高×5 

・給付上限額が事業規模に応じて決まっています。事業復活支援金事務局のウェブサイト

をご確認ください。  

（例）年間売上高が１億円以下の法人で，売上減少率５０％以上⇒給付上限額１００万円 

 

申請の流れなど詳しくは事業復活支援金事務局のウェブサイトをご覧ください。  

ＵＲＬ：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 

◆お問合せ先：事業復活支援金事務局 相談窓口  

 ＴＥＬ：0120－789-140 

 ＩＰ電話等からのお問合せ先： 03-6834-7593（通話料がかかります）  

▼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/ 

 ▼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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(3)［京都市新型コロナワクチン］５月の集団接種のお知らせについて≪保健福祉局≫  

 

京都市では，市民の皆様の命と健康，くらしを守るため，希望される市民の皆様にでき

るだけ早期にワクチン接種をいただけるよう取り組んでいます。  

５月以降も，地域の拠点病院や本市の公共施設等での集団接種を実施。また，３回目接

種を実施する一部会場では，ワクチンをモデルナからファイザーに切り替えます。 

ワクチン接種で得た免疫の効果は時間と共に低下します。３回目接種は「感染」や「重

症化」を予防する効果があります。この機会にワクチン接種をご検討ください。  

 

★５月実施の集団接種に関する詳細はこちら★  

https://vaccines-kyoto-city.jp/assets/dl/index/flyer0418.pdf 

 

＜京都市新型コロナワクチン接種ポータルサイト＞  

接種場所，予約方法，接種券のお届けスケジュールなどの最新情報を掲載しています。  

・ホームページアドレス： https://vaccines-kyoto-city.jp/ 

 

(4) 令和４年度伝福連携担い手育成支援のオンライン事業説明会の御案内  

≪保健福祉局≫ 

 

京都市は，現在，「伝統産業の継承」と「障害のある方の働きがいのある仕事の創出」
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を目的として，令和４年度京都市伝福連携担い手育成支援事業補助金を活用する事業者を

募集しております。当該補助金は，障害のある方の雇用に関する費用や，雇用・商品開発・

販路開拓等に係る支援を行うアドバイザー派遣に要する費用等に御活用いただけます。  

  

 募集要項等につきましては，以下のリンク（京都市公式ＨＰ）に掲載しておりますので

御覧ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000295953.html  

 

なお，当該事業の募集内容と活用事例について，オンライン（ Zoom）で説明会を実施し

ますので，御興味，御関心がございます皆様は，ぜひ御参加ください。  

 

【令和４年度伝福連携担い手育成支援の事業説明会】   

◆日時：令和４年５月１０日（火）午後２時から午後３時２０分頃まで  

◆会場：オンライン開催（ Zoom）  

◆対象 

以下①及び②のいずれかで，障害者雇用又は市内の障害者就労支援事業所若しくは市内

事業者等（以下「市内福祉施設等」という。）への業務の発注を検討している方  

①京都市指定の伝統産業に従事する方又は従事される方により組織された団体  

②新たに京都市指定の伝統産業に従事する方又は新たに従事する方により組織された団体  

◆参加費 無料  

◆定員  30名程度 

◆プログラム  

・事業説明  

・事例紹介（佐賀県のアートと福祉と伝統産業の取組／京都の農業と染織と福祉の取組）  

・事例発表（京くみひもの取組／京念珠の取組）  

◆申込 

次のとおり御入力いただき，京都市障害保健福祉推進室まで，メールをお送りください。 

件名 伝福連携事業説明会参加希望  

内容 ①企業・団体名  ②氏名 ③連絡用メールアドレス ④日中連絡のつく電話番号  

◆締切：令和４年５月９日（月）必着  

 

【お問い合わせ先】  

京都市障害保健福祉推進室  就労支援担当   

TEL：075-222-4161 FAX：075-251-2940  

Mail：syogai@city.kyoto.lg.jp  

担当：田中  

 

(5)KYOTO Agri-Business Cafe～新しい農業のカタチを考えるビジネス交流会～

※新たな参加者，プロジェクト募集中※≪産業観光局≫ 

 

京都市では，新しい農業のカタチを考えるビジネス交流会と題して，農家や民間企業，

関係団体，大学，金融機関等の多様な主体が集まってワークショップを行う「 KYOTO 

Agri-Business Cafe」を創設し，これまで総勢９０名の方に参加いただき，熱心な議論を

重ねています。  

この度，令和４年度からの新たな参加者及び「KYOTO Agri-Business Cafe」で取り上げ

るプロジェクトを募集します！  

京都の農業の未来をより良くしていきたいとお考えの皆様の御参加・御提案をお待ちして

おります！  

 

＜「KYOTO Agri-Business Cafe」ホームページ＞  

https://agri.mynavi.jp/agri-business-cafe_kyoto/ 

 

＜問い合わせ先＞ 

KYOTO Agri-Business Cafe事務局（運営：株式会社マイナビ）  

E-mail：agri-business-cafe_kyoto@mynavi.jp 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000295953.html
syogai@city.kyoto.lg.jp%20
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(6)〈５/２７開催〉中小企業デジタル化・ＤＸ促進マッチングフェア２０２２  

 ≪産業観光局≫ 

 

「中小企業デジタル化・ DX促進マッチングフェア2022～IT導入でビジネス変革～」  

 

 この度，京都市は中小企業のデジタル化や DX推進を支援するため，以下のとおり地域ベ

ンダー等とのマッチングフェア及びセミナーを開催いたします。  

 本イベントの参加者の募集とあわせまして，出展事業者の募集をしておりますので，是

非，この機会にご検討を頂けると幸いです。  

 

■日時：令和４年５月２７日（金）  午前１０時～午後４時  

■会場：京都産業会館ホール（京都経済センター２階）  

 

来場される方は，事前申込にご協力をお願いいたします。  

詳細は，ホームページをご参照ください。  

https://dx-kyoto2022.kca.or.jp/ 

 

＜＜出展事業者の募集＞＞  

①応募対象者  

 京都市内に事業所を持つ中小企業等で，中小企業のデジタル化 DX促進のためのサービス

や技術，製品のいずれかを有し，提供できる企業  

 ※仕入れ販売及び委託販売のみの商社や代理店等は除きます。  

②出展料  

 無料 

③応募方法  

 以下URLリンク先にて詳細をご確認のうえ，申し込みください。  

 https://dx-kyoto2022.kca.or.jp/about_exhibitor/ 

④募集期間  

 令和４年４月１９日（火） ～ ５月１０日（火）  

詳細は，ホームページをご参照ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000297/297284/20220419

kouhou_dxevent.pdf 

 

【問合せ先】 

 公益財団法人京都高度技術研究所  人材育成支援部 (本事業の運営委託先) 

 電話：０７５－３１５－３７０８  

 E-mail：info-dx@astem.or.jp 

 

(7)京都市統計月報の更新（令和４年４月号）≪総合企画局≫  

 

京都市では，タイムリーな統計情報を皆様にお届けするため，人口，世帯数，産業経済，

都市施設，文化・観光等，あらゆる分野の最新情報を，市全体又は行政区別に毎月とりま

とめています。  

このたび，令和４年４月号を「京都市統計ポータル」に掲載しましたので，お知らせし

ます。 

 

▼京都市統計ポータル 京都市統計月報  

https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Monthly/ 

 

【問合せ先】  

総合企画局情報化推進室統計解析担当  

電話：075-222-3216  

 

 

 

https://dx-kyoto2022.kca.or.jp/
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(8) 店舗等に京都市内産木材「みやこ杣木（そまぎ）」を利用される方を支援します！  

≪京都市域産材供給協会≫ 

 

 京都市域産材供給協会では，京都市内産木材「みやこ杣木（そまぎ）」の利用の拡大を

図るため，店舗等の新築や増改築等にみやこ杣木を利用される方向けの支援を行っていま

す。 

これを機に，店舗等の木造・木質化をぜひ御検討ください！  

 

【募集概要】 

■補助内容  

 ≪店舗等非住宅施設の新築又は増改築≫  

  ・補助対象経費：みやこ杣木（北山丸太を含む）の購入費  

  ・補助率：１／２  

  ・補助上限額：１００万円（北山丸太を利用する場合は最大１５万円の加算）  

 ≪屋外広告物（看板等）の木質化≫  

  ・補助対象経費：みやこ杣木（北山丸太を含む）の購入費及びその加工費  

  ・補助率：９／１０ 

  ・補助上限額：８万円  

■補助対象者  

 市内の店舗等非住宅施設の所有者，使用者  

■受付期間  

 令和５年１月２０日（金）まで（先着順）  

■応募方法・申込先  

 以下のHPで応募要領等の詳細を御確認のうえ，京都市域産材供給協会へお申込みくださ

い。御不明な点は，同協会にお気軽にお問合せください。  

 

【お問い合わせ先】 

 京都市域産材供給協会 担当 住山，松本  

 Ｈ Ｐ https://miyakosomagi-e.net/ 

 ＴＥＬ 075-406-2671 

 メール info@miyakosomagi-e.net 

 住 所 〒601-0125 京都市北区中川川登74 

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

※ 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） 

    〒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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