
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和４年６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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 (1) （準備中）令和４年度「地域企業応援会」について 

 

昨年度たくさんの方にご利用いただいた「京都・地域企業応援会」を今年度も開催しま

す！京都市が委託するコーディネーターが，地域企業の課題解決につながるビジネスアイ

デアの具体化に向けたきめ細やかな助言，さらには地域企業間のマッチング支援等の相談

に応じ，地域企業の取組を応援します。 

現在，開催に向け準備を進めております。開催日及び参加申し込みについては，後日改

めてお知らせいたします！ 

 

▼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/0000268990.html
https://community-based-companies.kyoto/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/


  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) 日本唯一のアニメ×異業種コラボ表彰イベント「京都アニものづくりアワード２０２

２」の作品募集について≪産業観光局≫  

 

○概要 

アニものづくりアワード実行委員会は，アニメ・マンガ作品，キャラクターなどを活用

した企業・団体など異業種によるタイアップコラボ作品を表彰する『京都アニものづくり

アワード２０２２』の作品募集を開始いたしました。  

グランプリ及び各部門の入賞作は，９月に京都で開催される「京都国際マンガ・アニメ

フェア２０２２（京まふ）」にて発表及び授賞式を行う予定です。  

また，増加している NFT（Non-Fungible Token 非代替性トークン）分野に対応し，「 NFT

特別賞」も創設します。  

多くの企業・団体の皆様からの御応募お待ちしております。  

 

＜応募対象＞  

２０２０年１月１日から２０２２年６月３０日の間に，発売・公開・実施された企業や

法人，団体による商品・サービス・広告・プロモーションのうち，アニメやマンガ，キャ

ラクター等を活用したもの。  

 

＜応募締切・方法＞  

応募締切：２０２２年６月３０日(木)まで ※予定 

※エントリーシートを公式サイト（ https://animono.jp/download.php）からダウンロード

していただき，応募フォームからお申込みください。  

 

＜申込・詳細＞  

『アニものづくりアワード』公式サイトへ→  https://animono.jp 

 

＜主催等＞  

 主催：アニものづくりアワード実行委員会  

 共催：京都国際マンガ・アニメフェア２０２２実行委員会，KYOTO Cross Media Experience

実行委員会  

 

＜お問い合わせ先＞ 

 アニものづくりアワード実行委員会 (事務局：有限会社河馬 内) 

電子メール：  award@animono.jp 

 

(3) 《まだまだ申請受付中！６/１３（月）まで！》令和４年度「中小企業デジタル化推進

事業」のご案内≪産業観光局≫ 

 

 京都市及び京都府中小企業団体中央会は，市内中小企業等のデジタル化をより一層推進

するため，令和３年度に引き続き，幅広い業種の中小企業や業界団体を対象に，専門家を

派遣し，分析したそれぞれの課題解決に向けたＩＴツールの選定から導入までを支援する

「中小企業デジタル化推進事業」の支援対象者を下記のとおり募集します。  

 

■補助対象者  

 ア 京都市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業等  

 イ 主たる事業所を京都市内に設けている中小企業等で構成する団体  

 ウ 団体の構成員の半数以上が京都市内に事業所等を設けている中小企業等で  

  構成する団体  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html
https://animono.jp/download.php
https://animono.jp/
mailto:award@animono.jp


  ※ ア～ウのいずれかに該当する者  

  ※ 本事業による成果について，広く発信されることに同意する者  

  ※ 令和２年度京都市予算「中小企業等ＩＴ利活用支援事業」又は令和３年度  

   京都市予算「中小企業デジタル化推進事業」の採択を受けた者は対象外  

 

■支援内容  

 ア 専門家派遣  

   最大５回専門家を派遣し、経営や業務に関する課題の分析を行うとともに、  

  課題解決のためのデジタル化計画等を事業者と共に検討します。（費用無料）  

 

 イ 補助金（アの専門家派遣を受けた事業者が対象）  

   アの専門家派遣で検討したデジタル化計画等を実現するためのシステム導入費  

  等を補助します。  

  ・ 補助率：３／４以内  

  ・ 補助上限額：１００万円  

  ・ 対象経費：ＩＴシステム導入にかかる費用等  

 

■募集期間：令和４年５月１３日（金）～令和４年６月１３日（月）  

      ※ 郵送の場合、当日必着 

 

■支援件数：１５０件程度  

 

■詳細・申請等は以下のＨＰをご覧ください。  

 ⇒ http://www.chuokai-kyoto.or.jp/guide/josei/cat2/4-22.html 

 

■申請・お問い合わせ先 

 京都府中小企業団体中央会「中小企業デジタル化推進事業」事務局  

    E‐mail cd02@chuokai-kyoto.or.jp 

    ＴＥＬ 075-708-3701（平日 ９時～１２時 １３時～１７時）  

    ＦＡＸ 075-708-3725 

 

(4) 令和４年度（第２０回）京都環境賞の募集について≪環境政策局≫ 

 

京都市では，地球温暖化の防止，生物多様性の保全や循環型社会の推進等の環境保全に

貢献する活動を実践されている方を「京都環境賞」として表彰しています。  

大賞は副賞１０万円！皆様の御応募をお待ちしております。  

 

■募集対象  

 京都市内を主たる活動の場として，環境の保全に貢献する活動に取り組んでいる方  

 （個人，団体など） 

 

■表彰内容  

 ・京都環境賞（大賞）：表彰状及び副賞（表彰銘板及び 10 万円） 

 ・特別賞（７部門）：表彰状及び副賞（各 2 万円） 

（地球温暖化対策賞，生物多様性保全賞，循環型社会推進賞，環境担い手賞，個人活動

賞，KES 推進賞，エコ学区賞）  

 ・奨励賞：表彰状及び副賞（記念品）  

 

■募集期間  

令和４年８月３１日（水）まで【必着】  

 

■応募・お問い合わせ先 

 京都市環境政策局環境企画部環境管理課  京都環境賞担当  

 電話：075-222-3951 FAX：075-213-0922 

 E メール： k-kyosei@city.kyoto.lg.jp 

http://www.chuokai-kyoto.or.jp/guide/josei/cat2/4-22.html
mailto:cd02@chuokai-kyoto.or.jp
mailto:k-kyosei@city.kyoto.lg.jp


 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000295898.html 

 

(5) プラスチックごみ削減・マイボトル普及へのご協力のお願い≪環境政策局≫ 

 

京都市では，ペットボトル等のプラスチックごみを削減するため，市民の皆様にマイボ

トルの利用を呼び掛けています。  

 各事業所におかれましては，従業員の皆様にマイボトルの利用を呼び掛けていただくと

ともに，給水機の設置など，従業員や顧客の皆様がマイボトルを利用しやすい環境づくり

に努めていただくようお願いします。  

 また，京都市では，従業員や顧客の皆様だけでなく一般市民も自由に給水できる「給水

スポット」として給水機を設置していただける事業所を募集しています。詳しくは下記の

ホームページをご覧ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000293485.html 

 

＜お問い合わせ＞ 

 京都市環境政策局資源循環推進課  

電話 075-222-3946  ＦＡＸ 075-213-0453 

Ｅ－mail gomigenryo@city.kyoto.lg.jp 

 

(6) 令和４年度障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業オンライン説明・事業紹介の

御案内 

～２部のパネルディスカッションからの参加も可能！～≪保健福祉局≫ 

 

京都市では，地域企業の皆様が，障害のある人の特性や強みなどを知り，障害のある人・

ない人が共に地域社会で働き続ける職場環境を構築できるよう，個別課題に応じたアドバ

イザーを派遣する「令和４年度京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業」を実

施しています。  

この度，効果的な本事業の活用方法について，事例を交えて紹介するオンライン（ Zoom）

説明・事例紹介を開催しますので，下記のとおりお知らせします。  

■日 時 令和４年７月５日（火）午後２時～午後３時３０分  

■対 象 地域企業（本市の区域内に本店又は主たる事務所を有する事業者）  

■定  員 ２０名程度  ※  先着順 ※ 定員に達した場合は締切を早める場合もございま

す。 

■申 込  以下の申込フォーム（ URL）にアクセスしてお申込みください。  

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=5586  

申込期間：令和４年６月２日（木）～７月１日（金）  

 

■プログラム   

 １部 事業説明  

事例紹介「障害のある人と地域企業でつくるソーシャルグッド」の取組  

２部 パネルディスカッション  

「デジタル社会が叶える障害のある人の“働きがいのある仕事”とアクセシビリティ」 

  詳細は，以下にアクセスして御覧ください。   

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000298400.html 

 

■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 

 

(7) 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行されました。

≪保健福祉局≫ 

 

 すべての障害のある人が社会参加するためには，障害のある人が必要とする情報へのア

クセシビリティを向上させること，コミュニケーションの手段を充実させることが重要で

す。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000295898.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000293485.html
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 情報バリアフリーや情報アクセシビリティの向上，意思疎通支援の充実を一層推進する

ため，5 月 25 日に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施

行されました。  

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html 

 

 事業者においても，障害のある人の情報アクセシビリティの向上等に努めていただくよ

うお願いします。  

 

 ■ 障害のある人の困りごと例とそれを解消するための環境整備・合理的配慮  

  （聴覚障害のある人）  

   ・オンライン会議に字幕がない  

    → 音声文字化ソフトや遠隔要約筆記を利用  

   ・問合せ先・申込先として電話番号しか記載されていない  

    → ファックスやメールでも対応を。  

   ・駅などでの緊急情報が音声でしかアナウンスされない  

    → 電光掲示板などに文字表示。周囲の人が筆談やスマホで伝える。  

  （視覚障害のある人）  

   ・テレビの速報が字幕のみ  

    → 音声でも伝える  

   ・ホームページのイベント情報がＰＤＦのみで内容が分からない  

    → 読上げ機能に対応するよう，テキスト形式で情報を掲載  

   ・二次元コードの位置が分からず，うまく読み取れない  

    → 位置が分かるような工夫を。スマホ決済などでは二次元コードを読み取るサ

ポートを。  

  （知的障害や発達障害のある人）  

   ・漢字や難しい言葉が多い書類を理解できない  

    → 漢字にふりがなを。やさしい言葉でゆっくり説明。  

   ・自分の考えをうまく言葉にすることが難しい  

    → 急かさずゆっくり。具体的な質問を。  

 

 ■ 障害のある人への合理的配慮について  

   内閣府 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト  

    https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/goritekihairyo/ 

   内閣府 合理的配慮等具体例データ集  合理的配慮サーチ  

    https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html 

京都市・京都府 障害を理由とする差別の解消のための事例集  

    https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000192671.html#jireis hu 

  

(8) 令和 4 年度 京都市地域リハビリテーション推進研修のご案内（講座・実習）  

≪保健福祉局≫ 

 

＜実習＞  

リハビリテーションに関連する実習を会場で実施するほか，受講者のご希望の会場でも

出講型の実習を実施します。講師は，当センターの理学療法士，作業療法士です。  

■内 容 ホームページをご確認ください。  

      京都市：地域リハビリテーション推進研修（実習・講座）   

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000250562.html 

 

■場 所  京都市地域リハビリテーション推進センター１階研修室  又は，受講者側が

用意した会場  

■定 員  ６名 

■参加費  無料 

■申込方法 HP の申込フォームからお申込みください。 FAX でも申し込めます。  

 

＜講座＞  

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html
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リハビリテーションに関連する知識及び介護技術等の向上を目的とした研修を，京都市

内の障害福祉サービス事業所，介護保険施設・事業所等に所属の職員等を対象に行ってい

ます。会場とオンラインで開催します。ぜひご参加ください！  

■内 容  ホームページをご確認ください。  

     京都市：地域リハビリテーション推進研修（実習・講座）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000250562.html 

 

■場 所  京都市地域リハビリテーション推進センター１階研修室ほか  又は，オンラ

イン 

■参加費  無料 

■申込方法 HP の申込フォームからお申込みください。会場で受講される方は， FAX でも

申し込めます。  

【お問い合わせ先】 

 京都市地域リハビリテーション推進センター  １階 相談課 

  京都市中京区壬生仙念町３０  TEL：823-1666 

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

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  

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

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000250562.html
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

