
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１５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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☆ 事務局からのお知らせ  

(1) 令和４年度「京都市 輝く地域企業表彰」対象事業者の募集について   

－地域に根差した企業活動に継続して取り組まれている事業者を表彰します－   

 

(2) 「京都・地域企業応援会」８～９月分を募集中！！ 

 

☆ 京都市からのお知らせ  

(3) 「京都市 DX 人材育成講座」の実施について  ≪産業観光局≫  

 

(4)【募集中】京都市宇多野ユースホステル指定管理者の募集について  ≪産業観光局≫  

 

(5)「京都五山送り火」当夜（８月１６日）の照明等の一時消灯について（お願い）  

≪産業観光局≫ 

 

(6) 京都教育懇話会６３回例会のご案内〈日本の未来と人づくり〉 

激変の国際情勢を読み解く～次世代はその目を世界に開け～  ≪産業観光局≫ 

 

(7) 京（みやこ）安心すまいセンターを御存知ですか？  ≪都市計画局≫ 

 

(8) ８月１日（月）は「固定資産税・都市計画税」第２期分の納期限です。  

口座振替・コンビニ・クレジットカード・インターネットバンキング・スマホアプリ

による便利な納付を！  ≪行財政局≫  
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【本文】  
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(1) 令和４年度「京都市 輝く地域企業表彰」対象事業者の募集について   

－地域に根差した企業活動に継続して取り組まれている事業者を表彰します－   

 

京都市では安心安全への貢献、文化の継承、自然環境の保全等、コロナ禍の状況におい

ても地域に根差して企業活動に取り組まれる事業者の皆さまを表彰し、市民や地域の皆さ

まに広く発信するために、令和４年度「京都市 輝く地域企業表彰」の対象事業者を募集し

ています。自薦、他薦を問わず応募可能です。皆様からのご応募、ご推薦をお待ちしてお

ります！  

 

■対象：本市内に本店を有し、条例に掲げる地域企業の理念に則して、地域に根差した企

業活動を営む事業者  

■応募要件  

ア 本市の区域内に本店を有する事業者であること。  

イ 創業又は法人設立後、本市の区域内における事業を開始してから１０年以上経過し

ていること。  

ウ 応募する活動等について、５年以上継続していること。また、今後も継続する予定



であること。  

■募集締切：令和４年９月２２日（木）午後５時半まで  

■応募要件などの詳細・応募用紙のダウンロードはこちら。↓ 

    https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299852.html 

 

(2) 「京都・地域企業応援会」８～９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」、８～９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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(3) 「京都市 DX 人材育成講座」の実施について  ≪産業観光局≫  

 

企業の持続可能な経営に向けた生産性の向上やビジネスの拡大には、デジタル技術を活

用して新たなビジネスモデルを創出する DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り

組むことが重要です。そこで、京都市では、中小企業等が社内 DX の推進に必要な知識・ス

キル等を体系的に学び、実践的な能力を養う場として「京都市 DX 人材育成講座」を下記の

通り開催します。自社の DX を推進するために、是非とも、ご活用ください。  

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299852.html
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


■開催期間：令和４年８月５日（金）～１１月１５日（火）  

■会  場：京都リサーチパーク又は京都経済センター  

■受講形式：ハイブリッド形式  

      ※受講申込時に、会場又はオンライン受講のいずれかを選択  

■定  員：会場受講２０名。別途オンライン受講も可能  

      ※会場受講は１企業１名まで 

■参 加 費：無料(受講に際して、特別な知識は必要ありません) 

■参加対象者 

 会場受講：京都市内に本社を有している中小企業（みなし大企業は含みません。）で、  

      社内の DX を推進する責任者及び担当者  

 オンライン受講：京都市内に本社又は事業所等の事業拠点を有している中小企業（み  

         なし大企業を含む。）で、社内の DX を推進する責任者及び担当者  

■プログラム概要  

 DX に必要な知識・スキル等を体系的に学び、中小企業等の DX 推進の実践的な能力を養  

 う連続講座として、「ビジネスモデル編」と「システム基本設計書編」の２部構成で、  

 全１２回（オンライン受講は全９回）実施します。 

■プログラムの詳細・申込  

 下記 URL をご参照ください。  

  https://www.astem.or.jp/entre/dx-jinzai 

■申込締切：令和４年８月３日 (水) 

 

【お問い合わせ先】  

 公益財団法人京都高度技術研究所  

 地域産業活性化本部  人材育成支援部 「京都市 DX 人材育成講座」事務局  

 TEL:075-315-3708 Mail:info-dx@astem.or.jp 

 

(4) 【募集中】京都市宇多野ユースホステル指定管理者の募集について  ≪産業観光局≫  

 

京都市では、主として青少年の健全な旅行を誘致、奨励するため、低廉な料金での宿泊

及び宿泊者、市民等の交流に供する施設として、「京都市宇多野ユースホステル」を設置

しています。  

この度、京都市宇多野ユースホステル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。  

 

■指定期間     令和５年４月１日～令和９年３月３１日（４年間）  

■募集要項等の配布 令和４年７月１５日（金）～８月２５日（木） 

■応募申請の受付   令和４年８月１９日（金）～８月２５日（木） 

 

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/sankan/page/0000301551.html 

 

京都市宇多野ユースホステル  

https://www.yh-kyoto.or.jp/utano_yh/ 

 

【お問い合わせ先】  

京都市 産業観光局 観光ＭＩＣＥ推進室  

電 話 075-746-2255 

 

(5) 「京都五山送り火」当夜（８月１６日）の照明等の一時消灯について（お願い）  

≪産業観光局≫  

  

本年の「京都五山送り火」については、できる限り規模縮小することなく、本来の形で  

実施される予定です。 

 つきましては、京都市民、観光客の皆様が待ち望んでいる五山送り火の情緒を守り、楽  

https://www.astem.or.jp/entre/dx-jinzai
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000301551.html
https://www.yh-kyoto.or.jp/utano_yh/


しんでいただくため、当日の照明等の一時消灯に御協力を賜りますようお願い申し上げ  

ます。 

 なお、消灯に当たりましては、事故防止に十分な対策を講じていただきますよう併せて  

よろしくお願い申し上げます。  

 

〈消灯のお願い〉  

■区域：市内一円〈山科区及び伏見区を除く。〉  

■対象：屋外用照明、ネオン灯、広告灯など  

   （例：ビアガーデンの提灯、店舗の照明看板など）  

■消灯時間：８月１６日（火）午後７時５０分～午後８時５０分（１時間） 

 

※ 京都市では、地球温暖化防止の取組を更に進めていただくため、毎月１６日を「DO 

 YOU KYOTO？デー」として、屋外照明などの消灯を呼び掛けております。重ねてご協力     

をお願い申し上げます。 

 

【お問い合わせ先】  

京都市 産業観光局 観光ＭＩＣＥ推進室  

電 話 075-746-2255 

 

(6) 京都教育懇話会６３回例会のご案内〈日本の未来と人づくり〉 

激変の国際情勢を読み解く～次世代はその目を世界に開け～  ≪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、例会（勉強会）を以下のとおり開催します。  

 

■日時：令和４年８月４日（木）午後６時半～午後８時半  

■場所：京都大学国際科学イノベーション棟（京都大学吉田キャンパス内）  

■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、京都大学大学院法学研究科教授の中西  寛 氏をお招きし、混迷の世界情勢を  

読み解いていただきながら、次世代の教育、人づくりはどうあるべきか、地政学的観点  

を取り入れた教育の重要性について考える機会とします。  

 

【お申込み方法】  

 参加希望の方は、以下の URL からお申し込みください。  

京都教育懇話会 63 回例会 | 京都教育懇話会 (kyoto-kyoiku-konwakai.net) 

 

【お問い合わせ先】  

京都教育懇話会事務局  

〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町 1 番地（学校法人立命館一貫教育部内）  

TEL：075-813-8292 FAX：075-813-8293 

E メール：konwakai@st.ritsumei.ac.jp 

 

(7) 京（みやこ）安心すまいセンターを御存知ですか？   ≪都市計画局≫ 

 

京都市住宅供給公社「京（みやこ）安心すまいセンター」は御存知でしょうか。  

 京安心すまいセンターは、市民の皆様にご利用いただける「すまいのワンストップ総合

窓口」で、すまいに関する相談対応や情報発信を行っております。  

 以下に情報を記載いたしますので、是非、御活用ください。  

 

＜すまいの相談＞ 

すまいのお困りごとをはじめ、建築、不動産、分譲マンション管理等の「すまいに関す

る相談」に無料で応じています。  

http://kyoto-kyoiku-konwakai.net/2022/07/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%95%99%e8%82%b2%e6%87%87%e8%a9%b1%e4%bc%9a63%e5%9b%9e%e4%be%8b%e4%bc%9a/
mailto:konwakai@st.ritsumei.ac.jp


まずは，お電話で御相談ください。  

 

＜すまいに関する情報発信＞ 

 ホームページやＳＮＳにて，すまいに関する様々な情報を発信しております。  

■ホームページ 

 すまいの選択に関して必要な知識や、支援制度、京都での暮らしの情報などを掲載して

おります。  

 （URL：https://miyakoanshinsumai.com） 

■Instagram 

 市内の既存住宅の改修事例や、京都で暮らすうえで欠かせない文化、ホームページに公

開したコラムを写真で紹介しております。  

 （アカウント：kyotosumai_info） 

■Twitter 

 すまいに関するイベント情報や、ホームページの更新情報等、すまいに関する様々な情

報をリアルタイムで宣伝します。 

 （アカウント：@kyotosumai_info） 

 

【お問い合わせ先】  

京(みやこ)安心すまいセンター  

 電話：075-744-1635 

 

(8) ８月１日（月）は「固定資産税・都市計画税」第２期分の納期限です。  

口座振替・コンビニ・クレジットカード・インターネットバンキング・スマホアプリ

による便利な納付を！≪行財政局≫  

 

固定資産税・都市計画税第２期分の納期限は８月１日（月）です。期限内納付に御理解

と御協力をお願いいたします！  

 

■ 市税の納付には、便利で、安全・確実な口座振替を御利用ください！  

市内の金融機関や郵便局の窓口でお申込みください。  

市税事務所納税推進担当では、郵送によるお申込みも受付けております。  

（「市税口座振替依頼書」は、ホームページからダウンロードできます。）  

【詳細はホームページを御覧ください】  

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001465.html 

 

■ コンビニエンスストアでも納付できます！  

納付金額が３０万円までのコンビニ納付用バーコードが印刷された納付書に限る、など

の御利用条件がございます。  

【詳細はホームページを御覧ください】  

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000216989.html 

 

■ 「市税納付サイト」を利用して、クレジットカード・インターネットバンキングでも納

付できます！ 

納付金額が３０万円までの「納付書番号」が印刷された納付書に限る、などの御利用条

件がございます。  

また、御利用に際しては一部を除き別途システム利用料が必要となります。  

【詳細はホームページを御覧ください】  

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000192437.html 

 

■ スマートフォン用決済アプリ「 PayPay」「LINE Pay」「PayB」「ファミペイ」「au PAY」で

も納付できます！  

納付金額が３０万円までのコンビニ納付用バーコードが印刷された納付書に限る、など

の御利用条件がございます。  

【詳細はホームページを御覧ください】  

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270746.html 



【お問い合わせ先】  

市税事務所 納税室納税推進担当  

電話：075-213-5466 

 

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

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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