
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２５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) 令和４年度「京都市 輝く地域企業表彰」対象事業者を募集中です！   

 

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 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000299852.html
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▼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) 【まだまだ参加者受付中！８/３まで！】「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。  

 

■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 

 

(3) 【パートナー企業等を募集！】持続可能で柔軟な公園運営を実現する事業モデルの募

集≪建設局≫  

 

公園を拠点に地域を活性化させる仕組みを構築したい！  

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


 

京都市では、トライアルとして、令和３年度から公民連携での公園の利活用をスタート。

成功事例も出てきているが、継続させるには、人材や活動資金の確保、安定した活動拠点

となる施設の不足など課題も浮き彫りに…。 

今回、これらの課題に正面から取り組み、京都市や地域の方と共に公園運営を継続的な

ものとするための事業モデルの構築、その実証に取り組んでいただける企業等を募集しま

す。 

 

▼提案を期待する内容  

・自社の強みを活かしながら、地域のポテンシャルを引き出す公園利活用の提案  

・既存の枠組みにとらわれず、多様な主体による持続可能で柔軟な公園運営を実現させる

事業モデルの構築  

 

▼メリット  

・実地で事業モデルの実証実験が可能（地域の理解が得られた場合に限る。公園の使用手

続きは市が行う。）  

・行政・地域等の反応を確認し、課題の抽出、事業モデルの改善等が可能  

 

■提案の募集期間：令和４年７月２１日（木）～令和４年８月５日（金）  

■詳細は以下のＨＰを御覧ください。  

https://open-labo.city.kyoto.lg.jp/issue/ 

 

【申請先】  

京都市総合企画局総合政策室  SDGｓ・市民協働推進担当  

Email：open-labo@city.kyoto.lg.jp 

 

【お問い合わせ先】 

京都市建設局みどり政策推進室  

Email：ryokusei@city.kyoto.lg.jp 

TEL：075-222-4113（8 時 45 分～ 17 時 30 分（土日祝除く））  

FAX：075-212-8704 

 

(4) 京都市統計月報の更新（令和４年７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７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 

 

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

☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(5)【５/２４開催】Kyoto Startup X Vol.3 

   ～グリーンイノベーション編～京都発の電源系スタートアップをご紹介  

  ≪（一社）京都知恵産業創造の森≫ 

 

京都から日本全国・世界へ、京都におけるスタートアップ・エコシステムを掘り下げ、

https://open-labo.city.kyoto.lg.jp/issue/
mailto:open-labo@city.kyoto.lg.jp
mailto:ryokusei@city.kyoto.lg.jp
https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Monthly/


さまざまな観点で“Why Kyoto ?”を解き明かしていくフラッグシップイベント、“ Kyoto 

Startup X”の第３回は、「グリーンイノベーション編〜京都発の電源系スタートアップを

ご紹介」と題し、カーボンニュートラルや次世代モビリティの実現において重要となる電

源系のソリューションを有する京都発スタートアップの方々にお集まりいただきます。  

Deep Tech とも呼ばれる技術起点でのスタートアップが多く生まれる京都を深掘りする

当イベントを通じて、是非カーボンニュートラル実現に向けた新たな可能性を感じていた

だけると幸いです。  

 

■日 時：２０２２年８月４日（木）１８：３０ ～ ２０：００ 

■登壇者  

〇加納 出亜 氏  （株式会社 NTT DOCOMO Ventures Incubation 担当 Director） 

〇久保 直嗣 氏 （AC Biode 株式会社 代表取締役社長）  

〇古川 実   氏 （株式会社 Space Power Technologies 代表取締役）  

〇中尾 源  氏 （フォロフライ株式会社 COO） 

■場 所：オンライン（Zoom） 

■定 員：２００名 

■参加費：無料  

詳細・お申し込みはこちら：https://open.kyoto/calendar/6080/ 

 

【お問い合わせ先】  

一般社団法人京都知恵産業創造の森 

スタートアップ推進部  

TEL ：075-353-7122 

Mail：startup@chiemori.jp 

 

(6) ８/５（金）１０:００～「京都 VC デスク」について  

≪（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、 8 月は以下のとお

り実施いたします。  

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！ 

 

＜概要＞ 

■日時：２０２２年８月５日（金）１０時～正午  

   ※８月分実施については、開催日時がイレギュラー開催（８/１２は休会）のた

めご注意ください。  

■担当キャピタリスト： 

   ライフタイムベンチャーズ  

   ジェネラルパートナー  粟田  健太郎 氏  

■相談費用：無料   

■相談時間（目安）：４０分間/回 

   ※事前に相談者がいらっしゃる場合はお待ちいただく場合がございますのでご了承

ください。  

■今後のスケジュール及びデスク担当 VC について  

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

 

 「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 

  

https://open.kyoto/calendar/6080/
mailto:startup@chiemori.jp
https://kyotostartup.jp/support/vc-desk/
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。 

  以下のサイトも是非チェックしてみてください！  

  https://kyotostartup.jp/ 

 

【お問い合わせ先】  

一般社団法人京都知恵産業創造の森 

スタートアップ推進部  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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