
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（ 31 年 4 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)攻撃的な「親子のサル」が出没していますのでご注意ください！   

 

新年度を迎え，間もなく 1 カ月。事務局も新たな体制で今年度の内容について  

検討を進めております！未来力会議の日程など，決まり次第，本メールマガジンで  

お知らせしてまいります！  

さて，間もなく大型連休。現在，東山山麓及び稲荷山の寺社等に，攻撃的な  

「親子のサル」が出没しており，本市職員も現地で注意喚起を行っております。 



万一サルに遭遇されましたら，以下の禁止事項をお守りください！  

 

■禁止事項  

・襲ってきたり，噛みついたりするので，絶対に近づいたり，カメラを  

向けたりしないでください。  

・遭遇したら慌てず，静かにその場を離れてください。  

・エサは絶対に与えないでください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000250550.html  

 

 ▼未来力会議 facebook はこちら  

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

 ▼京都市公式動画情報館で「京都・地域企業宣言」 PR 動画を配信中！  

  https://youtu.be/QCikPABqUyk  

 ▼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  

 ▼未来力補助金要綱  

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000224020.html  
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☆ 京都市からのお知らせ  
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(2)平成 31 年度「夏のエコオフィス運動」の取組について  

              ≪環境政策局≫ 

 

 本市では，温室効果ガスの排出量削減，省エネルギーの推進とともに，  

京都の伝統産業の振興や京都に伝わる日本の文化の継承に配慮した取組を  

推進するため，以下のとおり，広く呼び掛けております。つきましては，  

この取組の一層の普及と定着が図られますよう，御協力をお願い申し上げます。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000250914.html 

  

■実施期間  

・平成 31 年 5 月 1 日（水）～10 月 31 日（木） 

■取組内容  

・適正冷房（ 28℃）の推進  

 執務室の温度は，28℃を目途に適切な温度管理を実施願います。  

・軽装勤務の普及，定着 

ノー上着，半袖シャツ，綿パンの着用等，執務室の温度管理を徹底するため， 

TPO に応じた軽装勤務を実施願います。  

・伝統産業製品の利用の推奨  

涼感を演出する「西陣織」のネクタイをはじめとする，京扇子，京うちわ， 

手ぬぐい及び竹製品など，京都の夏を涼しく過ごすための伝統産業製品について，  

積極的な利用を推奨するよう，御協力願います。  

 

------------------------------------------------------------------------- 

(3)地域活動への御協力について   

≪文化市民局≫  

 京都市では自治会・町内会への加入促進をはじめ，地域力の向上に向けて，  

様々な取組を実施しています。各企業等におかれましても，従業員の地域活動への  

積極的な参加について御理解と御協力をお願いいたします！  

 

■市長からのメッセージ  

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000217943.html  
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【お問い合わせ先】 

 京都市文化市民局地域自治推進室地域づくり推進担当 

 TEL 075-222-3049  

FAX 075-222-3042 

 

-------------------------------------------------------------------------  

(4)「京都市持続可能な都市構築プラン」について  

             ≪都市計画局≫  

平素は，本市都市計画行政に格別の御理解，御協力を賜り，ありがとうございます。  

この度，京都市の都市特性を十分に踏まえながら，人口減少をはじめとする様々な  

課題に対応し，将来にわたって暮らしやすく，魅力と活力のある持続可能な  

都市構造を目指す「京都市持続可能な都市構築プラン」（以下「プラン」といいます。）  

を策定しましたので，お知らせいたします。  

プラン本冊及び概要版は，京都市ホームページに掲載しておりますので，  

以下のページから御覧いただければ幸いです。  

なお，プランに含む立地適正化計画については，半年間の周知期間を経て，  

本年 10 月に公表する予定です。  

 

【京都市持続可能な都市構築プランに関するホームページ】  

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000249400.html  

 

【お問い合わせ先】 

京都市都市計画局 都市企画部都市計画課 地域担当 家村，中村  

TEL 075-222-3505 

E-mail tokeika@city.kyoto.lg.jp 

 

-------------------------------------------------------------------------  

(5)広告掲載者様を募集します！  

50 万世帯配布『水道使用量のお知らせ』裏面広告  

             ≪上下水道局≫  

 

京都市上下水道局では，水道メーターの検針を行った際に，各御家庭に  

『水道使用水量のお知らせ』を投函しています。  

 このお知らせ用紙の裏面に掲載する広告を募集していますので，事業者様の  

販路拡大・販売促進等にぜひ御活用ください！  

 

＜注意＞水道・下水道事業者様の広告は掲載できません。  

 

 ▼詳細は以下を御覧ください。  

  https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000246080.html  

 

■広告媒体 

 「水道使用水量のお知らせ」の裏面  

■配布数・配布方法  

 京都市内の給水契約を結んでいる各御家庭や企業等の約 50 万件 

 2 箇月に 1 回，水道メーター検針時にポスティング  

■広告料金  

 1 期（2 箇月）当たり【15 万円】(税込み) 

 

 ▼現在，以下の枠が募集中です。  

  第 3 期（8・9 月）   第 4 期（10・11 月） 

  第 5 期（12 月・1 月）  第 6 期（2 月・3 月）   

 

【お問い合わせ先】 
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 上下水道局  経営戦略室  

 TEL 075-672-7710 

 

------------------------------------------------------------------------- 

(6)障害のある方の“働きたい”と企業の“雇いたい“を繋げることを支援します！  

平成 31 年度京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業の申請を受付中！！  

             ≪保健福祉局≫  

 

 京都市では，障害のある方の一般就労を促進することを目的として，障害のある方が  

働きやすい環境を整備するために必要となるノウハウ（社内理解の促進，業務の切り出  

しなど）を提供するアドバイザーの派遣や，実際に体験的に働くことにより意欲や能力，

適性を確認する雇用に向けた職場体験会等に要する費用の補助を行っています。  

 障害のある方の雇用を通じて，在職者の方も働きやすくなる，誰にでも優しい職場  

づくりのきっかけにしてみませんか？  

 詳細や申請方法及び雇用事例は下記 URL をご確認ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000249655.html  

 

------------------------------------------------------------------------- 

(7)京都の伝統の技と心を障害のある方の多様な働き方で次世代に継承する  

平成 31 年度京都市伝福連携担い手育成支援事業の申請がスタート！  

  ≪保健福祉局≫  

 

 京都市では，伝統産業界における後継者確保・技術継承と障害のある方の就労支援・  

雇用創出を図るため，京都市伝福連携担い手育成支援事業補助金制度を設置し募集します。 

 前年度は京鹿の子絞の「青刷り」「糸入れ」「くくり」の行程を， 20～50 歳代の手先が  

器用な障害のある方が居る市内の福祉施設に委託して，新商品開発や小中学校の体験  

キットの作成を行ったところ，組合の方や伝統産業事業者の方も，集中力の高さや  

出来栄えには，目を見張るものがありました。  

 組合をあげて後継者を育てたい，メーカーで新商品開発をしたいが仕事をお願いできる  

職人さんが少ないなど，伝統産業の課題解決の一つの手法としてご検討ください。  

 詳細や申請方法は下記 URL をご確認ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000249533.html  

 

------------------------------------------------------------------------- 

(8)5 月 7 日(火)は「固定資産税・都市計画税」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などで  

便利な納付を！  

≪ 行財政局≫  

 

固定資産税・都市計画税第 1 期分の納期限は 5 月 7 日(火)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もできます。）  

【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！  

御利用は，納付金額が 30 万円までの，コンビニ納付用の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  
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でも納付できます！  

御利用は，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  

 

【お問い合わせ先】  

市税事務所 納税室納税推進担当  

TEL 075-213-5466 

 

-------------------------------------------------------------------------  

(9)京都市統計月報の更新（31 年 4 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， 31 年 4 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（下記サイトの「最新の統計情報」から御覧ください。）。  

 

 ▼京都市統計ポータル 

  http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/  

 

【お問い合わせ先】 

 総合企画局  情報化推進室 情報統計担当  

 TEL 075-222-3216 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

■観光に関する統計情報はコチラ  

 京都観光総合調査  

 http://kanko.city.kyoto.lg.jp/chosa/kanko_chosa.html  

 

【お問い合わせ先】 

 産業観光局  観光 MICE 推進室 

 TEL 075-746-2255 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(10)京都商工会議所「起業家フォーラム」  

             ≪京都商工会議所≫  

 

京都は時代を先取りしたベンチャー企業を次々に輩出してきましたが， 

近年はかつてのようにとは言い難い状況です。どうすれば地域の企業が成長し， 

京都が再びベンチャーの都として復権できるのか。第 1 部の講演会でマクロ・  

ミクロの両面からそのヒントを探り，第 2 部の交流会では懇親を深めます。  

 

■日時：2019 年 5 月 21 日（火）14:00～18:30 

        第 1 部講演会 14:00～17:00/第 2 部交流会 17:10～18:30 

■場所：京都経済センター 3 階 3-F 会議室（講演会）  

        オープンイノベーションカフェ（交流会）  

        （下京区四条室町東入 阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 26 番出口直結）  

■内容：“ベンチャーの都 京都” 復権に向けて  

         ～京都経済センターの役割と期待～  

■講師：経済産業省 近畿経済産業局長  森 清 氏 

        京都高度技術研究所 地域産業活性化本部長 孝本 浩基 氏 

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000192437.html
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         (株)クロスエフェクト 代表取締役 竹田 正俊 氏 

         (株)マリ 代表取締役 瀧 宏文 氏  

■受講料：無料 

■定員：50 名 

■詳細：http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_111348.html  

■申込方法：上記 URL にアクセスいただき申込フォームよりお申込みを  

      お願いいたします。  

 

【お申込み・お問い合わせ先】 

 京都商工会議所 中小企業支援部  創業・事業承継推進課  

 TEL 075-341-9782   

FAX 075-341-9798   

 E-mail sjb@kyo.or.jp  

 

-------------------------------------------------------------------------  

(11)京都商工会議所「創業塾」～成功する創業の秘訣とは？～  

             ≪京都商工会議所≫  

 

本気で創業を志す方々を対象に，創業塾を開講します。講義やグループワーク  

を通じて，創業するための経営知識や創業計画書の作成などの実践的な内容を  

習得していただきます。京都商工会議所なら創業後のサポートも万全。  

成功する創業を実現されたい方はぜひご参加ください。  

ぜひご参加ください。  

 

■日時：2019 年 6 月 15・22・29 日，7 月 6・13 日の各土曜日   

    いずれも 10:00～17:00 （計 5 日間 30 時間） 

■場所：京都経済センター7 階 7-C・D 会議室 ※7 月 13 日は E・F 会議室  

        （下京区四条室町東入 阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 26 番出口直結）  

■定員：30 名（先着順）        

■参加費：10,800 円（全 5 回） 

     （初日・最終日の終了後の懇親会への参加は別途各回 3,000 円） 

■内容：   

・創業とは何か？  創業に必要なもの  

・経営戦略と事業コンセプト  

・マーケティングのポイント  

・経営に役立つ IT 活用 

・資金計画のポイント  

・売上・利益計画のポイント  

■講師：安田 勝也 氏／安田コンサルティング 代表・中小企業診断士  

        松下 晶 氏／Bonjour! 現代文明  主宰・中小企業診断士  

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

 https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_111349.html  

 

【お申込み・お問い合わせ先】 

 京都商工会議所 中小企業支援部   

 創業・事業承継推進課 谷口 

 TEL 075-341-9782 

 FAX 075-341-9798   

 E-mail sjb@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。  

http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_111348.html
mailto:sjb@kyo.or.jp
https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_111349.html
mailto:sjb@kyo.or.jp


  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 商工部 地域企業振興課）  

    〒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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