
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和４年８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) 「京都市中小企業等総合支援補助金」の募集について   

 

京都市では、長引くコロナ禍に加えて、原油価格・物価高騰等により厳しい状況にある、

売上高が減少している事業者、及び地域の物流を支える事業者に、事業の継続に要する経

費に幅広く活用いただける補助制度を創設しましたので、お知らせします。  

 

■補助対象者  

京都市内に本店や主たる事務所を有する中小企業、小規模事業者又はフリーランスを含

む個人事業者のうち、次のいずれかに該当する方  

 

○ 売上高が減少した事業者向け  

 令和 4 年 4 月から同年 9 月までの間におけるいずれかの月（以下「対象月」という。）の



売上高が、平成 31 年 4 月から令和 3 年 9 月までの間における対象月と同月の売上高と比較

して、30%以上減少している方  

○ 地域の物流を支える事業者向け  

 直近の事業年度の売上高において、貨物自動車運送事業による売上高が最も多い方  

 

■補助対象経費  

燃料費や光熱水費、原材料費、人件費、事務所等の家賃、資金調達コスト等事業の継続

に要する経費 

■補助内容  

補助率：10／10 

補助上限額：法人 10 万円、個人事業者  5 万円 

■補助対象期間  

 令和 4 年 4 月 1 日（金）～ 9 月 30 日（金） 

■申請受付期間  

 令和 4 年 7 月 28 日（木）～10 月 31 日（月）  

  

◆ 詳細は、以下をご覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000300206.html 

 

【お問い合わせ先】 

 「京都市中小企業等総合支援補助金」事務局  

  電話：050ー2018－8102 又は 0570－023－107（土日祝日除く毎日午前 9 時～午後 5 時） 
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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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(2) 「京都市中小企業等デジタル化・ＤＸ相談コーナー」の開設について  

≪産業観光局≫  

 

京都市では、自社内のデジタル化や DX について、「IT に詳しい人材が社内にいないので

何から手をつければよいかわからない」、「在庫管理のデジタル化を図り、ネット販売を含

めた営業力の強化につなげたい」等の課題の解決に向け、市内中小企業者向けのウェブ上

の相談コーナーを開設します。  

 

例えば、次のような取り組みをお考えの方は、是非とも、ご相談ください。  

 

 ①既存製品等の高付加価値化のためのビジネスモデルを考えたい  

 ②月額課金サービスなどを活用した新規サービスモデルを考えたい  

 ③新たに事業展開するためのデジタル化を推進したい  

 ④業務の効率化など生産性を向上させたい  

 

【注】 

パソコンの購入や操作の相談、ネットワーク・機器・ツール・オンライン会議実施のた

めのパソコン設定など、機器の導入に当たってのセットアップ等の質問は対象外です。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000300206.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html
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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


■設置期間：令和 4 年 8 月 1 日(月) ～ 令和 5 年 3 月 31 日(金) 

■対 象 者 ：京都市内に本社または事業所などの事業拠点を有する中小企業等  

       主たる事務所を市内に設けている中小企業等で構成する団体  

       （中小企業等…中小企業基本法による中小企業の範囲に該当する事業者） 

■相談方法：専用の問合せフォームから相談内容等を入力してください。  

問合せフォーム https://www.astem.or.jp/entre/dx-consul 

       ※原則３営業日以内に事務局から回答します。  

       ※相談内容に応じて、電話対応も行います。  

 

【お問い合わせ先】  

運営事務局：公益財団法人京都高度技術研究所  

TEL：075-315-3708 （平日 9：00～17：00） 

FAX：075-315-6634  E-mail：info-dx@astem.or.jp  

 

(3) 「京都のステキな木の空間」を募集します！≪産業観光局≫  

 

京都市では、豊かな森林と「木の文化」を未来へと継承・発展させるため、市内産木

材等の木材利用を推進しています。  

 木を使った空間の良さを広く市民の皆様に知っていただくため、この度、地域の木を使

った建物や空間を募集します。  

 御応募いただいた建物等は１０月の木材利用促進月間にパネル展示やホームページによ

り発信し、市民の皆様による投票や感想の募集等も行いますので、ぜひ御応募ください。  

 

■応募対象：木造の建物、内容や外装が木質化された建物（店舗・事務所・住宅）及びそ    

の内部空間  

■応募資格：応募する建物や空間の所有者、設計者、施工者等  

■募集期間：令和 4 年 8 月 8 日（月）～9 月 9 日（金）  

 

詳細、応募方法等については、下記 URL より御確認ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000302066.html 

 

【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  

 Tel:075-222-3346 

 Mail:ringyosinko@city.kyoto.lg.jp 

 

(4)市内限定の電子ポイント「さんさんポイント」の加盟店を募集中！≪環境政策局≫  

 

京都市では、再エネ設備の導入・活用の推進に取り組む市民の方に市内の商店等で利用

できる市内限定の電子ポイント「さんさんポイント」を発行するにあたり、利用加盟店と

して御協力いただける店舗・施設等を募集しています。対象店舗は、「京都市内に本店を

有する、又は、京都市内の商店会に加盟している法人・団体又は個人事業主」。店頭に二

次元コードを設置いただくもので、専用端末は不要です。ぜひご登録ください！  

 

≪加盟店のメリット≫  

１ ポイント利用でお店の売上アップ！  

２ 登録費用・決済手数料は無料！  

３ ポイント利用額の報告は不要！（自動で振込み）  

 

詳細ページ  

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000302097.html 

不明点等はお気軽にお問い合わせください。  

 

◆加盟店登録のお申込み・お問い合わせ先◆ 

「京都市住宅の再エネ地産地消・地域循環推進事業事務局  さんさんポイント窓口」  

https://www.astem.or.jp/entre/dx-consul
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000302066.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000302097.html


京都市環境保全活動推進協会  広報企画室  

対応時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始を除く）  

Tel：075-647-3535 

E-mail：info@kyoto-repoint.jp 

 

◆京都市のエネルギー政策についてのお問い合わせ先◆ 

京都市 環境政策局  地球温暖化対策室  

Tel：075-222-4555 

E-mail：ge@city.kyoto.lg.jp（担当：吉田，今江）  

 

(5) 「ごみゅにけーしょん（せん定枝・刈草の民間リサイクル施設への誘導、ごみ搬入手

数料及び審議会）」を発行しました！≪環境政策局≫ 

 

令和 4 年 7 月発行の事業ごみ減量ニュースレター「ごみゅにけーしょん」第 46 号では、

せん定枝・刈草の民間リサイクル施設への誘導、ごみ搬入手数料及び審議会を紹介してい

ますので、ぜひ御覧ください。  

 

○せん定枝・刈草の民間リサイクル施設への誘導  

クリーンセンターへの「持込ごみ」では、せん定枝・刈草等の割合が約 3 割と高く、リ

サイクル可能なものが搬入されており、資源化施設でリサイクルすることが、資源の有効

活用となります。大切な資源を有効活用しましょう。  

 

○ごみ搬入手数料及び審議会  

事業者の皆様が、ごみ収集運搬業者（許可業者）に支払われている「ごみ処理料金」に

は、許可業者の「収集運搬料金」だけでなく、京都市クリーンセンター等における「ごみ

搬入手数料」が含まれています。この「ごみ搬入手数料」は、許可業者を通して京都市に

支払われています。  

現在、京都市では、京都市クリーンセンター等にごみを搬入する際にお支払いいただい

ております「ごみ搬入手数料」のあり方等について、令和 4 年 1 月から京都市廃棄物減量

等推進審議会で議論を行っています。  

 

※バックナンバーでは、プラスチックや紙ごみの減量、優良事業所の取組等も御紹介して

おりますので、御覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000243098.html 

 

【お問い合わせ先】 

 環境政策局  循環型社会推進部 資源循環推進課  事業ごみ企画担当  

 電話：075-222-3948／電子メール：gomigenryo@city.kyoto.lg.jp 

 

(6) ［京都市新型コロナワクチン］8 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、ワクチン接種の促進に取り組

んでいます。  

8 月以降も、市内 700 か所の身近な医療機関に加え、地域の拠点病院や本市の公共施設

などでの州団接種を実施しています。  

新型コロナウイルス感染症は、若い人でも感染し、重症化する方や後遺症が長く続く方

もいます。ワクチン接種には「感染」や「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。  

 

★8 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/flyer0722.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/ 
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(7) 「京都 BA.5 対策強化宣言」発出について≪行財政局≫ 

 

 オミクロン株 BA.5 系統を中心とする感染が急拡大し、8 月 4 日に京都府において、「京

都 BA.5 対策強化宣言」が発出されました。 

改めて一人ひとりが、「自分が感染しない」、「ほかの人に感染させない」、「感染を

ひろげない」を常に意識し、感染防止に注意して行動いただくようお願いします。  

 

以下のリンク先から、注意喚起のチラシをご覧ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000297731.html 

 

(8)「第 4 回 京都省エネ住宅めぐり～夏の快適すまい体感会～」の御案内≪都市計画局≫  

 

京都市では、省エネ基準を満たしつつ、京都の暮らし方や和の文化を取り入れた「京都

らしい省エネ住宅」の普及に取り組んでいます。  

この度、省エネ住宅の良さを実際に体感していただける「第 4 回京都省エネ住宅めぐり

～夏の快適すまい体感会～」を、市内業者と協力して、以下のとおり開催します。  

京都の暑い夏でも快適に過ごせる省エネ住宅を体感できる貴重な機会ですので、ぜひ御

参加ください。  

 

＜見学会の概要＞  

■日程：令和 4 年 8 月 27 日（土）、28 日（日）、9 月 3 日（土）、4 日（日） 

■申込期間：令和 4 年 8 月 1 日（月）～8 月 20 日（土）  

■参加費用：無料  

■申込方法：以下のお申し込み先へ、電話又は申込ホームページからお申し込みください

（先着順）。  

 

【お申し込み先・お問い合わせ先】 

京（みやこ）安心すまいセンター  

電話：075-744-1631 （午前 9 時 30 分～午後 5 時（水曜日、第 3 火曜日、祝日を除く）） 

申込ホームページ：https://miyakoanshinsumai.com/event/eco-2022-summer/  

 

【主催】  

京都市 都市計画局  住宅室 住宅政策課  

電話：075-222-3666 

 

(9) 建築士による住宅相談会を開催します！≪都市計画局≫ 

 

＜建築士による住宅相談会＞ 

 8 月 9 日（火）の 13 時から、右京区役所において、住宅の建築・解体や、隣家との問題

等について建築士による相談会（予約制）を開催します。  

 当日は、無料で御相談いただけるとともに、京安心すまいセンター職員がすまいに関す

る一般的な相談を受付ける相談ブースや情報コーナーも設置します。  

 

詳しくはこちらから↓  

https://miyakoanshinsumai.com/event/event-2965/ 

 

是非、ご参加ください。 

 

【主催】  

京都市 都市計画局  住宅室 住宅政策課  

電話：075-222-3666 
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(10) オール京都で販路開拓を支援！  

「京都知恵産業フェア 2023～Kyoto Style～」出展事業者募集のお知らせ  

≪京都商工会議所≫ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000297731.html
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京都商工会議所、京都知恵産業フェア実行委員会では、京都の伝統や文化を背景とした  

技術や素材、ノウハウなどの知恵を活かした魅力あふれる商品やサービスをバイヤーに  

売り込む展示商談会「京都知恵産業フェア 2023～Kyoto Style～」の出展事業者を募集  

いたします。  

販路開拓に意欲的に取り組む府内の多くの事業者様のご参加をお待ちしています。  

 

【出展事業者  募集概要】  

■募集対象：  

京都の素材や技術、知恵、自社の強みを活用することで、現代ニーズに沿った付加価値

の高い商品の開発とともに、販路開拓に意欲的に取り組む京都府内の中小企業・小規模事

業者 

■募集企業数：130 社程度(東京 30 社、京都 100 社をそれぞれ募集) 

■募集分野：ファッション／ライフスタイル／ビューティ＆コスメ／フード  

■出展料：東京会場 100,000 円(税込) 

     京都会場 35,000 円(税込)※基本小間設備代のみ。  

■募集期間：令和 4 年７月 27 日(水)～8 月 26 日(金) 17:00 ※必着 

 

◇出展者募集の詳細はこちら  

 https://www.kyo.or.jp/kyoto_chiefair/ 

 

【京都知恵産業フェア 2023～Kyoto Style～ 開催概要】  

○東京会場  

 会期：令和 5 年 2 月 15 日(水)～ 17 日(金) 

 会場：東京ビッグサイト(東京国際展示場) 

○京都会場  

 会期：令和 5 年 3 月 8 日(水)、9 日(木) 

 会場：京都市勧業館 (みやこめっせ) 

 

主催：京都商工会議所、京都知恵産業フェア実行委員会  

     

【お問い合わせ先】 

  京都商工会議所、京都知恵産業フェア実行委員会  

  (事務局：京都商工会議所 産業振興部内) 

  TEL：075-341-9781 E-mail： kyoto-chiefair@kyo.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  

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