
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２７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) 「京都・地域企業応援会」７～９月分を募集中！！ 

 

毎回好評いただいております「京都・地域企業応援会」，7～9 月開催分を募集していま

す。応援会は，地域企業として事業を展開する皆さまが持つアイデアを幅広い知見を持っ

たコーディネーターと相談，話し合うことで，実現化への助言やヒントを得ることができ

ます。また，これまでのノウハウから，計画へのアドバイスだけでなく，企業間連携の支

援も行います。  

定員がありますので，気になる方はぜひお早めにお申し込みください！  

 

■対象者  

 京都市内に本店を有する事業者  

■開催日時及び定員  

 令和 4 年 7 月 4 日（月）  

 令和 4 年 7 月 15 日（金）   

 令和 4 年 8 月 19 日（金） 



 令和 4 年 9 月 2 日（金）  

  

 各日，3 つの時間帯を設けます。定員は各時間 2 枠，計 6 枠です。 

 ア：午前 11 時 30 分～午後 0 時 30 分  

 イ：午後 1 時～午後 2 時 

 ウ：午後 2 時 30 分～午後 3 時 30 分 

■相談費用  

 無料 

■申し込み  

 事前申込が必要となりますので，「京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイト

（https://community-based-companies.kyoto/ouenkai）」からお申込みください。  

 

詳細はこちらからご覧ください  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299499.html 

 

▼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) 【アイデア募集！】京都市男女共同参画センター（ウィングス京都）の有効活用に係

るサウンディング型市場調査の実施について≪文化市民局≫  

 

・京都市営地下鉄線・阪急京都線の駅から徒歩約５分の好アクセス！  

・来館者数は年間４０～５０万人！  

・会議室等の施設稼働率は８０～９０％！  

といった魅力のある京都市の公共施設「京都市男女共同参画センター（以下「ウィング

ス京都」という。）」の一部エリアについて，事業アイデアを募集します。是非御応募くだ

さい！ 

 

詳細は以下のページを御覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000298868.html 

 

※ 現地見学会も開催します。まずはお申込みを！ 

 

■提案又は意見をいただきたい内容  

調査対象エリアを活用した，ウィングス京都の新たな価値の付加・更なる魅力の向上等

につながるアイデア等（飲食等の店舗，事務所（シェアオフィスやスタートアップオフィ

スを含む），教育系施設，子ども関連施設（託児施設，学習塾等）など）  

■募集期間  

令和４年６月１０日（金）～９月３０日（金）  

 

【お問い合わせ先】 

京都市文化市民局共生社会推進室 

TEL: 075-222-3091 FAX: 075-366-0139 

メールアドレス：danjo@city.kyoto.lg.jp 
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(3) 森林の応援団づくり事業  支援事業者の募集の御案内≪産業観光局≫  

 

京都市では，脱炭素社会や SDGｓの実現等に寄与し，京都の豊かな森林と「木の文化」

を未来へと継承・発展させるため，木や森林の良さを生かした新たな商品やサービスの開

発や販売，社会的課題の解決に繋がる事業等に取り組まれる事業者を，事業資金の調達か

ら支援する「森林の応援団づくり事業」において，支援を希望する事業者を以下のとおり

募集します。  

 

■事業の仕組み 

 支援を希望する事業者の事業計画のうち，本市が支援の認定を行ったものについて，ふ

るさと納税型クラウドファンディングで資金調達を行い，補助金として交付します。  

■対象となる事業  

以下の全てに該当する事業  

※ 京都市内に主たる事業所を所有するかどうかは問いません。 

１ 京都市内の森林資源や森林空間等を活用した商品やサービス等を提供する事業のうち，

新規に又は規模を拡大して実施する事業  

２ 林業の振興，森林の多面的機能の維持向上，社会課題解決に寄与する等，公益性の高

い事業 

３ 令和４年度内に事業に着手し，令和５年度以降も継続して事業実施することが見込ま

れる事業（令和４年度内に補助事業に係る必要な経費の支払いが完了する事業）  

■補助する金額（上限額）  

 原則として，申請１件につき１００万円以内であって，ふるさと納税型クラウドファン

ディングで調達した寄付金（手数料分を除く）の額内（補助率１０／１０）  

■募集期間：令和４年６月２１日（火）～令和４年７月２２日（金）  

■詳細は以下のＨＰを御覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000297230.html 

 

【申請・お問い合わせ先】  

京都市産業観光局農林振興室林業振興課  

E-mail：ringyosinko@city.kyoto.lg.jp 

TEL：075-222-3346（ 8 時 45 分～17 時 30 分（土日祝除く））  

FAX：075-221-1253 

 

(4) 万博活用戦略セミナー ～2025年大阪・関西万博への参画を目指して～  

≪産業観光局≫ 

 

２０２５年大阪・関西万博の開催まで３年を切りました。  

本セミナーでは、２０２５年日本国際博覧会協会から、２０２５年大阪・関西万博に関

する最新情報と地域企業の参画方法について詳しく解説していただくとともに、近畿経済

産業局から、関西地域の様々な取り組み事例を紹介していただきます。  

万博への参画について関心のある方は、是非ご参加ください。  

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては，開催を中止・縮小する場合があり

ます。 

 

■日 時：２０２２年７月７日（木）１４：００～１６：００  

■場 所：京都市成長産業創造センター２階（ ACT 京都） 

（京都市伏見区治部町１０５番地） 

■内 容： 

1.２０２５年大阪・関西万博に関する最新情報と地域企業の参画方法について  

 講師：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会  機運醸成局長 堺井啓公氏  

2.関西地域の取り組み事例について  

講師：近畿経済産業局  ２０２５NEXT 関西企画室 室長補佐 石原康行氏  

3.質疑応答・意見交換  

■主 催：京都グリーンケミカル・ネットワーク  

（事務局）京都市 産業観光局 産業イノベーション推進室  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000297230.html
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公益財団法人京都高度技術研究所  地域産業活性化本部  

■協 力：近畿経済産業局  

■対 象：２０２５年大阪・関西万博への参画に関心のある企業及び支援機関  

■参加費：無料  

■定員等：以下のいずれも申込み順  

(1) 会場参加       ８０名（１社・団体３名まで）  

(2) オンライン参加 １００名（１社・団体毎の参加人数制限は無し）  

※ Zoom ミーティング 使用予定  

※ 参加に必要な URL 等はお申込み受付後、開催前日までにご連絡します。  

 ▼申込はこちら▼  

  https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=5620  

 

【申込・お問い合わせ先】  

京都グリーンケミカル・ネットワーク事務局  

京都市 産業観光局 産業イノベーション推進室（原、吉岡）  

電話：075-222-3324 ファックス： 075-222-3331 

メール：sanshin@city.kyoto.jp 

 

(5) 「西陣呼称５５５年記念事業の実施」について≪産業観光局≫  

 

 今年（２０２２年）が「西陣」の名称の起源とされる応仁の乱（１４６７年）から起算

してちょうど５５５年目に当たる節目の年であることを契機として，京都市，京都府及び

西陣織工業組合では，より多くの方に，京都を代表する伝統産業の一つである西陣織をは

じめとする和装の魅力を知っていただくとともに，西陣地域の魅力発信を目的として，多

彩な事業を実施します。  

 詳細は，以下のホームページから御確認ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299691.html 

 

＜「西陣」の未来を共に切り拓くパートナーを募集しています＞ 

最初で最後のメモリアルなこの年に，今後の西陣・西陣織の可能性を共に切り拓くべく，

「西陣呼称５５５年記念事業」を共に盛り上げていただけるパートナーを募集しています。 

 以下は，御協力いただきたい内容の一例です。  

 

① 賛助会員の募集  

西陣呼称５５５年記念事業の賛助会員を募集しております。  

  詳細は，以下のホームページから御確認ください。  

  https://nishijin.or.jp/555th/ 

② 「西陣呼称５５５年記念事業」への協力・協賛  

  「西陣 ＣＲＯＳＳ Ｗｅｅｋ」及び実施を予定している各事業等について，多くの方

の御協力によって，より盛り上がる企画にしていけるよう，協力・協賛を募集しており

ます。 

  例：「西陣 design グランプリ」における各企業賞の創設や副賞の御協賛  

    上記事業における優秀作品の展示場所の御提供  

「西陣 ＣＲＯＳＳ  Ｗｅｅｋ」で実施するきものショーへの出演や連携企画  など 

③ 連携企画の実施について  

西陣呼称５５５年を記念して，多様な企業・団体・個人等が実施する企画を広く募集

しています。会場要件（西陣織会館又は西陣地域で展開される企画等）又は企画要件（西

陣織を活用又は西陣織の魅力をＰＲできるような企画等）を満たすものについては，「西

陣５５５関連企画」として，広報連携や各種協力によって，相互に企画を盛り上げてい

くことを目指しています。  

 

上記に関わらず，「これを機に西陣織を使った新商品を開発しよう」や「イベントチラシ・

ポスターの掲示・配架・配布等への御協力」等，皆さまに各イベントに御参加いただくだ

けでも大歓迎です。 
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５５５年の時を経て，いま，大きく生まれ変わろうとしている西陣地域・西陣織産地の

産声を聞くべく，本プロジェクトを一緒に盛り上げようと思ってくださる方は，ぜひお気

軽にお問い合わせください。  

 

【お問い合わせ先】  

 京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室  

電話：075-222-3337 FAX：075-222-3331 

メールアドレス：densan@city.kyoto.lg.jp 

 

(6) ［京都市新型コロナワクチン］７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，ワクチン接種を進めています。 

７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します。７/１から

は，４回目の集団接種も開始します。  

 

無料(公費)で接種を受けられるのは９/３０までの予定です。接種をお考えの方は早めの

接種をお勧めします。  

 

ワクチンには，感染そのものを防ぐ効果，感染した際の重症化を防ぐ効果があります。  

ご自身とご家族，大切な人を守るため，接種をご検討ください。 

 

★７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/flyer0617.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/ 

 

(7) 京都市統計月報の更新（令和４年６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６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/ 

 

【お問い合わせ先】 

総合企画局情報化推進室統計解析担当  

電話：075-222-3216 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(8) 雇用・労務管理業務のご相談に“何度でも”“無料で”専門家がお答えします！  

≪関西圏雇用労働相談センター（ＫＥＣＣ）≫ 

 

「初めて（いずれは）従業員を雇いたいけど，採用時の留意点は？」，「起業しようと思

うけど，雇用・労務管理はどうすればいいの？」といったお悩みはありませんか？  

「関西圏雇用労働相談センター（ＫＥＣＣ）」では，労務トラブルの未然防止を目的とし

て，開業から概ね５年程度の企業（業種不問）やグローバル企業等をはじめとした事業者

等を対象に，弁護士や社会保険労務士による相談等が“何度でも”“無料で”受けることが

できます。  

窓口・電話・メール・オンライン等で受け付けていますので，お気軽にご相談ください！   

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


■場所 グランフロント大阪北館  ナレッジキャピタル８Ｆ Ｋ８２７号室  

■時間 月～金の 11：00～20：00 ※祝日，年末年始(12/29～1/3)を除く  

■詳細はこちらのＨＰをご確認ください。  

https://kecc.jp/ 

 

【お問い合わせ先】 

 国家戦略特区 関西圏雇用労働相談センター事務局  

 TEL：06-6136-3194 E-mail：info@kecc.jp 

 

(9) オンラインセミナー「プラスチック資源循環に向けた基本原則・マイクロプラスチッ

クとその分析評価技術」の開催について≪(公財)京都高度技術研究所≫ 

 

この度、（公財）京都高度技術研究所では、環境経営に興味のある方を対象に、プラスチ

ック資源を循環させるための基本原則とプラスチック資源循環戦略マイルストーンについ

て紹介し、マイクロプラスチックの分析評価技術や分析装置について学んでいただけるセ

ミナーを開催します。  

 

【開催概要】  

■日時 令和４年８月５日(金) 午後３時～午後４時３０分  

■会場 Zoom のオンライン  

■対象  企業、大学、研究機関の研究者・その他上記テーマに関心のある方々  

■後援  株式会社 島津製作所  

■定員 １００名（先着順）  

■参加費  無料（要事前申し込み）  

■申込方法 下記 URL からお申し込みください。  

      https://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20220617-33756.html 

 

【お問い合わせ先】 

（公財）京都高度技術研究所  地域産業活性化本部  

  京都市桂イノベーションセンター 担当：小野寺、岩城  

 TEL：075-391-1141  

  E-mail：info-kkic@astem.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。 

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

＜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://kecc.jp/
mailto:info@kecc.jp
https://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20220617-33756.html
mailto:info-kkic@astem.or.jp
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

