
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！  

 

【目次】================================================================ 

☆ 事務局からのお知らせ  

(1) 【6/16 発表】令和 4 年度「京都・地域企業応援会」について 

 

☆ 京都市からのお知らせ  

(2) 「The Future of KYOTO AWARD」の御案内≪総合企画局≫  

 

(3) 「地域企業における副業・兼業制度活用促進セミナー」のご案内≪産業観光局≫  

 

(4) 京都駅東 SDGs・未来創造拠点  共創プロジェクト サウンディング型市場調査につい

て≪総合企画局≫ 

 

(5) 6月30日(木)は「市・府民税」第1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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☆ 事務局からのお知らせ  
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 (1) 【6/16 発表】令和 4 年度「京都・地域企業応援会」について 

 

京都・地域企業応援会は，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
い知見を持ったビジネス・コーディネーターと相談，話し合うことで，実現化を支援する
場です。 

詳細は明日 6 月 16 日に広報しますので，ぜひご覧いただき，ご参加ください。  

 

▼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) 「The Future of KYOTO AWARD」の御案内≪総合企画局≫  

 

京都市では，地元金融機関（京都銀行，京都信用金庫，京都中央信用金庫）及び日本た

ばこ産業と連携・協働し，学生が主体となり地域の課題解決に取り組む「 The Future of 

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


KYOTO AWARD」を昨年末に立ち上げました。只今，本取組をサポートいただく賛助企業・団

体を募集中です。  

詳細は「The Future of KYOTO AWARD」ホームページを御参照ください。  

 https://www.kyoto-award.com 

 

▽▼賛同企業・団体を募集しています▼▽  

 本事業は，学生自らが地域の社会課題を見つけ，解決策を検討・提案し，さらにその実

証までを行います。審査を経て採択された提案には表彰を行うとともに，賛同企業からの

助言等の協力のもと実証を行い，学生の成長を応援します。  

○賛同団体・企業のメリット  

 ・団体・企業の PR・イメージアップ  

 ・新卒人材採用の出会いづくり  

 ・SDGs への参画のきっかけづくり  

○御協力をお願いする内容  

 ・事業全体の推進に対するご提言やご支援  

 ・資金面でのご協力  

 ・企業・団体名等を冠した賞の創設 

 ・審査会に参加し，学生の提案に対する審査・助言  

 ・取組への助言等の伴走支援  

 

本事業への賛同に御関心をお持ちの企業・団体様は，以下のお問い合わせ先まで御連絡

ください。  

 

【お問い合わせ先】 

The Future of KYOTO AWARD 準備事務局（株式会社関広内  担当：山本，吉田）  

TEL:075－212－5221 

E-mail：mail@kyoto-award.com 

エントリーフォーム： https://forms.gle/woTbNgGYZJr1HKwd8  

 

(3) 「地域企業における副業・兼業制度活用促進セミナー」のご案内≪産業観光局≫  

 

 京都市では，国の働き方改革実行計画や行財政改革計画（都市の成長戦略）により，  

副業・兼業をはじめとした多様な働き方の普及促進を図っています。  

 

副業・兼業は，ウィズ・アフターコロナ社会において，新たな外部人材活用の形態と  

して，また，柔軟な働き方による優秀な人材獲得の観点からも注目され，活用する企業が

増えています。  

 

今回，自社の社員に「専業禁止」として副業・兼業を推奨されている企業の代表をゲス

トに迎え，多様な働き方を認めるメリットや制度導入ノウハウをお話いただくセミナーを

下記のとおり開催しますので，お知らせいたします。  

 

参加を希望される方は，次の URL の申込フォームから，6 月 20 日（月曜日）までに  

お申し込みください。  

https://forms.gle/SWSSqAUsnHhgVsNB9 

 

■日時 令和 4 年 6 月 23 日（木曜日）午後 2 時～午後 4 時（受付開始：午後 1 時 45 分） 

■場所 キャンパスプラザ京都 ホール（2 階）（京都市下京区西洞院通塩小路下る）  

    ※オンライン（Zoom）でも御参加いただけます。  

■内容 ・講演「専業禁止企業代表に聞く！多様な働き方を推進する理由」  

    ・パネルディスカッション，振り返りワークショップなど  

■対象 副業・兼業制度に興味関心がある企業の経営者や人事担当者など  

    ※応募多数の場合は，京都市内の企業を優先します。  

■定員 （対面参加） 30 名 

■参加費用 無料 

https://www.kyoto-award.com/
https://forms.gle/woTbNgGYZJr1HKwd8
https://forms.gle/SWSSqAUsnHhgVsNB9


■詳細 https://kyoto-ninaite.com/topics/ 

 

【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（岡田，横井）  

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

 

(4) 京都駅東 SDGs・未来創造拠点  共創プロジェクト サウンディング型市場調査につい

て≪総合企画局≫ 

 

京都市では，京都駅の周辺エリアにおいて，「京都市立芸術大学・市立美術工芸高校」の

移転・開校を来年に控えて，「文化芸術都市・京都」の新たなシンボルゾーンを創出する取

組を進めています。  

 この京都芸大新キャンパスに隣接する約 4,000 ㎡の市有地（将来活用地）を企業等に活

用いただき，民間の皆さまの知恵と活力を主体として，ＳＤＧｓの理念の下，「文化・アー

トと経済の好循環」のモデルとなる新たな拠点を生み出すプロジェクトを開始します。  

 つきましては，企業等の皆さまから，本プロジェクトの目指すビジョンを実現するため

の「事業構想（実現したい事業のイメージ）」を，企業・市民の皆さまから，ビジョン実現

に向けた「アイデア」を募集しますので御提案よろしくお願いします。  

 なお，いただいた事業構想は今後の公募条件の参考に，アイデアは企業等による事業構

想の参考とさせていただきます。  

 

■募集期間  

事業構想提案  令和 4 年 8 月 31 日（水）午後 5 時まで 

アイデア提案  令和 4 年 7 月 14 日（木）午後 5 時まで 

■詳細ＵＲＬ  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000299187.html 

 

【お問い合わせ先】 

 京都市総合企画局プロジェクト推進室  

 電話：075-222-3993 

 E メール： project@city.kyoto.lg.jp 

 

(5) 6月30日（木）は「市・府民税」第１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≫  

 

「市・府民税」第 1 期分の納期限は 6 月 30 日（木）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

https://kyoto-ninaite.com/topics/
mailto:info@kyoto-ninaite.com
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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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