
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和４年５月６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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【本文】  
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(1) 【事業類型や要件の変更】事業再構築補助金（第 6 回公募）について  

 

中小企業庁における「事業再構築補助金」第 6 回公募の申請受付が 5 月下旬～ 6 月上旬

に開始されます。第 6 回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む

事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高等減少要件が緩和されています。足許で原油

価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けている事業者に対する加点措置も設けら

れます。  

申請をお考えの方は，事業再構築補助金事務局のホームページをご覧ください。  

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

 

＜概要＞  

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた

規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する。（必須要件あり）  

■公募期間： 3 月 28 日（月）～6 月 30 日（木）  

■申請受付： 5 月下旬～6 月上旬 

 

【相談先】  

事業再構築補助金事務局コールセンター（土日祝日除く 9:00～18:00）  

・ナビダイヤル:0570-012-088 

・IP 電話用：03-4216-4080 

 

 

 



▼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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☆ 京都市からのお知らせ  
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(2) 京都教育懇話会６２回例会のご案内  

＜日本の未来と人づくり＞『SDGs 先進都市・京都の近未来像～社会課題解決のカギ MZ

世代と考える～』≪産業観光局≫  

 

京都の産学公で組織され，未来を担う次世代の人づくりについて情報発信する『京都教

育懇話会』（会長：堀場  厚 株式会社堀場製作所代表取締役会長兼グループＣＥＯ）の取組

の一環で，標記をテーマにした例会を開催します。  

 

■日時 令和４年５月１１日（水）午後６時３０分～午後８時３０分  

■場所 kokoka 京都市国際交流会館（左京区粟田口鳥居町２番地の１）  

■定員 先着１００名 入場無料・事前申込制（録画配信の視聴も選択可）  

 

【概要】  

今回は，「社会課題の解決とＭ（ミレニアル）Ｚ世代の起業家精神」を主題に，若手企業

家ら４名をお招きし，門川市長とともに，若手起業家が今の時代をどう読み解き起業した

のか，社会課題の解決に向け起業家支援や人材育成面で京都市や国に期待することは何か

などについて議論を深めます。  

（登壇者）  

 ・門川 大作 京都市長  

 ・中村 多伽 株式会社 taliki 代表取締役 

 ・松居 佑典 株式会社 BugMo 代表取締役 CEO 

 ・内山 浩輝 株式会社 konoki 代表取締役 

 ・酒井 克也 学校法人立命館  財務部長兼総合企画部付部長  

 

【お申込み方法】  

下記ＵＲＬにアクセスし申込フォームに必要事項をご入力いただき送信してください。  

手続き完了次第，自動返信でお申込み完了のお知らせをお送りします。  

https://business.form-mailer.jp/fms/062329f0167687 

 

(3) 京都市からのワクチンニュース！！≪産業観光局≫  

 

＊主に企業や団体にお勤めの方向けのダイジェストニュースです。  

①３回目接種の効果  

３回目接種には「感染」や「重症化」を予防する効果が認められます！  

➢３回目接種した６５歳以上の高齢者の新規感染者に占める割合は大幅に減少！！  

２月１９日：１７．４％ ⇒ ４月２６日：７．７％  

 

②「若い世代」「現役世代」の接種促進〈接種体制確保〉   

➢５月からファイザー社ワクチンを使用する集団接種会場を新たに設置  ＮＥＷ 

➢「現役世代」が接種しやすいよう，平日夜間，金曜日，土曜を中心に開設  ＮＥＷ 

➢「１２～１７歳」や「１０～２０歳代」限定の接種枠も確保  ＮＥＷ  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html
https://community-based-companies.kyoto/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html


＜ファイザー社ワクチンを使用する会場＞ 

相馬病院，ＫＢＳホール，みやこめっせ，西大路病院，東山地域体育館（１０～２０歳

代限定の枠を設置），なぎ辻病院，光仁病院，イオンモールＫＹＯＴＯ（１２～１７歳

限定の枠を設置），むかいじま病院，蘇生会総合病院，共和病院  

➢接種の予定を立てにくい方のために『事前予約なし』での接種を，「国立京都国際会館」 

「みやこめっせ」で引き続き実施！！  

 

③「若い世代」「現役世代」の接種促進  〈大学・企業等との連携〉  

➢「大学のまち京都・学生のまち京都」公式アプリ「ＫＹＯ－ＤＥＮＴ」による情報発信   

ＮＥＷ 

＜大学の取組＞ 

・ワクチン接種情報が確実に学生の目に入るよう，各大学における学生用ポータルサイト

に掲載 

・Twitter等のＳＮＳで学内の職域接種の情報を発信  

・学生の保護者にもメールで情報発信  

 

④４回目接種の実施に向けて    

≪４回目接種を推奨する対象≫  

➢６０歳以上の高齢者，１８歳以上で基礎疾患を有する方など  

≪接種間隔≫  

➢３回目接種から５箇月以上  

４回目接種を希望する方が円滑に接種できるよう，５月下旬に対象となる方に接種券を

お届けできるよう準備中。合わせて接種体制も確保します。  

 

○京都市新型コロナワクチン接種ポータルサイト https://vaccines-kyoto-city.jp/ 

ワクチン接種を実施している医療機関を検索できるほか，ＷＥＢサイトで予約を受付が

できる医療機関を掲載しています。集団接種の予約もこちらから！  

○京都市新型コロナワクチン接種コールセンター（受付時間  ８時３０分～１７時３０分） 

電話番号：０５７０－０４０８０８  ／ ０５０－３３１０－０３７１   

 

(4) 下京区まちづくりサポート事業『 SHIMOGYO＋GOOD』令和４年度補助金申請募

集中です≪下京区役所≫ 

 

平素から，下京区政の推進に御協力をいただき，厚く御礼申し上げます。   

 さて，この度，下京区役所では，下京区内における自発的，主体的なまちづくり活動を

支援する「下京区まちづくりサポート事業『ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋ＧＯＯＤ』」について令和

４年度の申請を募集しておりますので，お知らせします。   

 「SHIMOGYO+GOOD」は，下京区内で実施する事業で，「第３期下京区基本計画」の重点戦

略の６つのテーマを推進する「良いことがたくさんの京都・下京区」をつくろうとする活

動を応援する制度です。   

 

 子どもからお年寄りまで誰もが住み続けられるまちを目指した活動や地域課題の解決を

持続可能な手法（ビジネス的手法等）で進める取組など，＋GOOD（プラスグッド）な下京

区をみんなでつくるための活動費を補助します。   

市民団体や NPO はもちろん，地域企業のアイデアも。まちの未来が良くなるアイデアを

実現してみませんか。   

詳細は以下 URL から御確認ください。  

【募集期間：４月１５日（金）～５月１６日（月）】   

 

▼申請書ダウンロードはこちら  

https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/page/0000295468.html 

▼SHIMOGYO＋GOOD 特設サイトはこちら  

https://shimogyo.plus-good.kyoto/  

 

 



御不明なことがありましたら，お気軽にお問い合わせください。   

皆様の御申請，お待ちしております。  

  

【お問い合わせ先】 

  下京区役所地域力推進室（企画担当）川勝  

  TEL:０７５－３７１－７１６４   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(5) ＼ステキな愛称ください！／ 2025年大阪・関西万博 公式キャラクターの愛称公募につ

いて≪(公社)2025年日本国際博覧会協会≫ 

 

公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会は，2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）

の開催に向けて，公式キャラクターの愛称を一般公募します。  

一昨年 8 月に決定した公式ロゴマークに続き，今年 3 月には公式キャラクターのデザイ

ンが決定されました。ロゴマークに続く，もうひとつの大阪・関西万博のシンボルとして，

世界中から愛され，親しみを持たれるキャラクターを目指し，プロ・アマを問わず広く公

式キャラクター愛称の募集を行います。  

■応募受付期間  

2022 年 4 月 26 日（火）15：00～2022 年 5 月 16 日（月）15：00 

■応募方法  

応 募 受 付 期 間 内 に ， 2025 年 大 阪 ・ 関 西 万 博 キ ャ ラ ク タ ー 愛 称 公 募 サ イ ト

（ https://character.expo2025.or.jp/name/index.html ）からご応募ください。  

■賞金 

 最優秀作品：30 万円 

■その他  

 応募資格や応募方法，審査・選考方法等は，別添資料及び公募サイトを御覧ください。  

■参考：2025 年日本国際博覧会協会公式サイト 

 https://www.expo2025.or.jp 

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

※ 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。 
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