
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和４年７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) 【7/6 発表】令和４年度「輝く地域企業表彰」について 

 

京都市では、地域に長年親しまれている事業者をはじめ、安心安全への貢献、文化の継
承、自然環境の保全等、地域に根差して企業活動に取り組まれる事業者を表彰し、様々な
地域企業のモデルを広く発信していくため、平成３１年度より「京都市 輝く地域企業表彰」
を実施しています。 

今年度も「京都市 輝く地域企業表彰」の実施をすることが決定しました！ 
詳細は明日７月５日に広報しますので、ご覧いただき、ご応募ください。自薦・他薦ど

ちらも可能ですので、ぜひ関係事業者の皆さまにもご紹介ください。 

 

(2) 「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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(3) きもの等の和装着用の推進について≪産業観光局≫  

 

京都市では、「隗より始めよ」の精神の下、市職員が率先して伝統産業製品の使用やきも

の等の和装着用を行う取組を進めています。和装着用については、祇園祭や１１月１５日

の「きものの日」、年始の仕事始め等に市職員がきもの姿等の和装で勤務する取組を実施し

ております。  

また、京都和装産業振興財団においても、京都市と同様に、入居する京都経済センター

において、入居団体の協力を得てきもの等の和装着用の取組を進めています。  

皆様方におかれましては、きもの等の和装着用による和装産業の振興に御理解、御協力

いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

 

【令和 4 年度に京都市が実施するきもの等の和装着用の取組について】  

１ 内容 

・京都市役所の有志職員がきもの姿等で業務を行います。  

・京都のまちにこの取組が拡大するよう、積極的にＰＲします。               

２ 実施日 

https://community-based-companies.kyoto/ouenkai
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299499.html
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


  祇 園 祭  令和４年  ７月１５日（金）  

令和４年  ７月２２日（金）  

  きものの日  令和４年１１月１５日（火）（予定）  

  仕事始め    令和５年  １月  ４日（水）（予定）  

３ 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  

ＴＥＬ：075-222-3337 

 

【令和４年度に京都和装産業振興財団が実施するきもの等の和装着用の取組について】  

１ 内容 

・ 京都経済センター入居団体の御協力を得て、それぞれの団体の有志職員がきもの姿  

等で業務を行います。  

・ 京都経済活性化の拠点であり和装業界の中心でもある四条室町の地からきもの文

化を発信します。  

２ 実施日 

  祇 園 祭 令和４年 ７月１５日（金） 

  きものの日 令和４年１１月１５日（火）（予定）  

  仕事始め   令和４年 １月 ４日（水）（予定）  

３ お問い合わせ先 

  公益財団法人  京都和装産業振興財団  

ＴＥＬ：075-371-1300 

 

(4) 「祇園祭  宵山ガイド２０２２」の発行について≪産業観光局≫ 

 

 祇園祭宵山会議では、祇園祭宵山期間中における山鉾の観覧者等への案内の一環とし  

て、山鉾の位置や祇園祭の楽しみ方を掲載した「祇園祭  宵山ガイド２０２２」を発行し  

ますので、お知らせします。  

  本年は、ＧＰＳ機能と連動し、スムーズな観覧をサポートする「デジタルマップ」を  

新たに作成しましたので、ぜひ、宵山観覧の際には御活用ください！！  

  紙のガイドは７月１日以降、京都総合観光案内所「京なび」、各山鉾町会所（宵山期  

間中）、鉄道駅、本庁舎・区役所・支所などに配架を予定しています。  

 なお、「京都観光Ｎａｖｉ」の以下、ページにも掲載をしておりますので、御活用く  

ださい。  

 

  観光ナビ内紹介ページ：https://ja.kyoto.travel/event/major/gion/ 

 

  ◆デジタルマップ  

  前祭宵山ガイド： https://stroly.com/viewer/1654220410/?zoom=3 

  後祭宵山ガイド： https://stroly.com/viewer/1654747691/?zoom=3 

 

 ※ スマートフォンやタブレットにて御覧ください。  

 

(5) －在籍出向で人材育成・組織活性化を－  

地域企業「担い手交流」チャレンジプログラムのご案内≪産業観光局≫  

 

京都市では公益財団法人産業雇用安定センターとの連携の下、ウィズ・アフターコロナ

社会における地域企業の担い手育成、組織の活性化、企業間連携の強化などを推進するた

め、「地域企業『担い手交流』チャレンジプログラム」を実施しています。  

 本プログラムは、主に大企業在籍者が、一定期間、中小企業などに在籍出向することを

促進するもので、受け入れる中小企業においては、大企業などの「中核人材」を活用し、

新規事業の開発や本業の強化、組織の活性化などの効果が期待できます。また、送出企業

においては、次世代リーダーの育成やミドル層の活性化などを推進するものです。  

 この度、令和４年度の本プログラム参加企業募集を開始しました。ぜひご検討いただき

たくご案内いたします。  

 

https://ja.kyoto.travel/event/major/gion/
https://stroly.com/viewer/1654220410/?zoom=3
https://stroly.com/viewer/1654747691/?zoom=3


１ 対象   

 受入企業：京都市内に本社又は主たる事業所を有し、外部の「中核人材」を活用して経

営課題の解決に挑戦する企業 

 送出企業：中小・ベンチャー企業への「在籍出向」を活用して人事課題の解決に挑戦す

る企業 

２ 募集企業数  

 受入企業：１０社程度  送出企業： ５社程度 

３ 受付期間  

 令和４年１０月３１日まで  

４ 詳細は以下をご覧ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299492.html 

５ お問い合わせ先 

 地域企業「担い手交流」チャレンジプログラム推進デスク  

 〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 599-3 学芸出版社ビル 1 階 

 TEL：090-6399-5100 ／ 電子メール：info＠kyoto-ninaite.com 

 

(6) 「企業向け人権啓発講座」の開催について≪文化市民局≫ 

 

 京都市では、社内における人権尊重の風土づくりや企業と社会の持続可能な成長に役立

てていただくため、「企業向け人権啓発講座」を開催しています。  

 令和４年８月４日に講座「働く女性の健康課題～生理・不妊・妊娠・出産についての基

礎知識～」を開催しますので、以下のとおり参加者を募集いたします。  

 皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■ テーマ  働く女性の健康課題～生理・不妊・妊娠・出産についての基礎知識～   

■ 日時   令和４年８月４日（木）午後２時～午後４時 

■ 内容   講演 

・【助産師による講演】 

   講師：越山  茂代（つぐみ助産院  院長） 

・【不妊当事者による体験談等】  

講師：鳥家 華代（ＮＰＯ法人Ｆｉｎｅ公認 不妊ピア・カウンセラー）  

■ 会場   京都市男女共同参画センター  ウィングス京都  ２階セミナー室  

■ 申込〆切  令和４年７月２８日（木） 

■ 対象   京都市内に事業所を持つ企業等の経営者、総務・人事責任者、人権研修推

進者等 

■ 申込方法 ＦＡＸ、京都市情報館申込フォーム又は電子メール  

■ 参加費  無料 

 

【お問い合わせ先】 

 京都市文化市民局 共生社会推進室（啓発担当）  

 ＴＥＬ：075-222-3096 

【詳細はホームページを御覧ください。】 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000299524.html 

 

(7) 【募集中】京都市市民活動総合センター指定管理者の募集について≪文化市民局≫ 

 

京都市では、ＮＰＯやボランティア団体等による公益的な市民活動を総合的にサポート

するとともに、市民相互の交流や連携を図るための拠点施設として、「京都市市民活動総

合センター」を設置しています。  

この度、京都市市民活動総合センターの管理運営を行う指定管理者を募集しますので、お

知らせします。  

 

〇指定期間     令和５年４月１日～令和９年３月３１日（４年間）  

〇募集要項等の配布 令和４年７月１日（金）～８月１日（月）  

○応募申請の受付   令和４年７月２６日（火）～８月１日（月）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299492.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000299524.html


 

募集の詳細は、下記の京都市ホームページで御確認ください。  

皆様の積極的な御応募をお待ちしております！  

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000300104.html 

 

京都市市民活動総合センター  

http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/ 

 

【お問い合わせ先】 

京都市 文化市民局 地域自治推進室（市民活動支援担当）  

電 話 075-222-4072 

 

(8)「京都市における個人情報保護制度の見直しについて  答申（案）」  

～市民の皆様から御意見を募集します～≪総合企画局≫  

 

京都市では現在「京都市の個人情報保護制度の見直しについて 答申（案）」へのパブ

リックコメントを実施しております。  

個人情報保護制度は市民の皆様にとって身近なものであり、生活に密着した仕組みです。

また、本市と連携し事業を実施される際、個人情報に関する仕組みを知っておいていただ

くことは重要です。  

市民の皆様からの御意見を募集しますので、ぜひホームページもご覧ください。  

 

■概要 

これまで、個人情報保護制度は、民間事業者、国、地方公共団体等で規律する法令が異

なっており、２、０００個もの法令が並立している複雑な状況が、個人情報の「保護」と

「利活用」の観点から課題とされていました。 

そこで、「個人情報保護法」において全国的な共通ルールが規定され、令和５年４月か

らは、現行の京都市個人情報保護条例の規律の大半が法律に移行します。  

以上の「個人情報保護法」の改正を踏まえ、本市が条例に規定すべき内容などについて、

京都市情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行い、この度、答申（案）が取りまとめら

れましたので、パブリックコメントを実施いたします。  

■募集期間 令和４年７月２５日（月）まで  ※必着 

■ホームページ（詳細はこちらから）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/sogo/0000298143.html  

 

【お問い合わせ先】  

総合企画局情報化推進室情報管理担当  

TEL：075-222-3215 FAX：075-222-4027 

メールアドレス：johokoukai@city.kyoto.lg.jp 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(9) 「京都 VC デスク」を KOIN に開設！  

～京都に拠点を置く VC7 社のキャピタリストに気軽に相談！！～   

≪（一社）京都知恵産業創造の森≫ 

 

（一社）京都知恵産業創造の森（知恵森）は、スタートアップへの支援環境を更に充実

させることを目的に、京都に拠点を置く VC（ベンチャーキャピタル）7 社と連携し、「京都

VC デスク」を、「KOIN（Kyoto Open Innovation Network）」内に設置しました！  

京都 VC デスクでは、スタートアップについて「何から始めたらよいのか」「実際このア

イデアは上手くいくんだろうか」「実際の資金繰りについてはどうしていけばよいのか」な

どのお悩みについて、京都に拠点を置くＶＣに相談することができます。  

事前予約は必要ありませんので、お気軽に KOIN にお越しください！ 

 

１ 京都 VC デスク概要 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000300104.html
http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/
https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/sogo/0000298143.html
mailto:johokoukai@city.kyoto.lg.jp


（１）スケジュール：毎月第１・第２金曜日  午後１時～午後５時 

   ８月５日（金）  午前１０時～正午 / ８月１２日（金） 休会  

（２）スケジュール及びデスク担当 VC について  

    https://kyotostartup.jp/support/vc-desk/ 

（３）京都 VC デスク協力 VC（五十音順）  

   京銀リース・キャピタル(株) 

   (株)京信ソーシャルキャピタル  

   XTech Ventures(株) 

   栖峰投資ワークス(株) 

   中信ベンチャーキャピタル (株) 

   フューチャーベンチャーキャピタル (株) 

   ライフタイムベンチャーズ（同）  

（４）相談費用：無料   

（５）相談時間（目安）：４０分間/回 

 

２ その他 

 「京都 VC デスク」の他にも、知恵森ではスタートアップの初期段階に注力をして支援を

しています。  

 毎週金曜日には、スタートアップの関連メニュー（イベントや壁打ちなど）も実施して

いますので、是非ご利用ください！  

  https://www.facebook.com/KyotoStartupEcosystem 

  

【京都スタートアップエコシステムの HP】 

 知恵森以外にも、京都のスタートアップエコシステムは多様な支援を行っております。  

 以下のサイトをチェックしてみてください！  

 https://kyotostartup.jp/ 

 

【お問い合わせ先】 

 （一社）京都知恵産業創造の森  スタートアップ推進部  

  メールアドレス startup@chiemori.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  

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