
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 5 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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(1)令和を駆ける！アイデア実現に向けて前進中！ 

  

昨年度の未来力会議で「10 年後の京都の HERO 創出プラットフォーム」のアイデアを  

発表された中馬一登さん。 5 月 8 日の日経新聞にその内容が掲載されました！  

未来力会議で練り上げていただいたアイデアの実現に向かって前進しております。  

未来力会議 facebook にも掲載しておりますので，ぜひ御覧ください！ 

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

 

また，事務局では今年度の未来力会議開催に向けて，只今準備を進めております！  

日程・プログラムが決定次第，速やかに御案内いたします。  

今しばらくお待ちくださいませ。  

 

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

(2)販路拡大や業務効率化等に使える補助金の御案内   

  

今年度も販路拡大や業務効率化等に使える国の「小規模事業者持続化補助金」の募集が

開始されましたので，以下のとおりお知らせします。   

   

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


■詳細は次のページを御覧ください。  

 https://h30.jizokukahojokin.info/  

■小規模事業者の方（製造業は従業員 20 人以下）が使える国の補助金です。   

■補助率 2／3 上限 50 万円  

■公募期間：平成 31 年 4 月 25 日(木)～令和元年 6 月 12 日(水)  

■経営計画の作成については，以下に御相談ください。 

『京都商工会議所ビジネスサポートデスク』   

 https://www.kyo.or.jp/kyoto/pdf/kcci_map_1903.pdf  

 

 

 ▼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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(3)「働きたくなる地域企業のつくりかた」第 1 回ランチタイム座談会の参加者募集  

～働き方改革に取り組む経営者の生の声を聞き，意見交換する機会を提供～  

              ≪産業観光局≫ 

 

京都市及び(公財)京都高度技術研究所では，市民，企業，ＮＰＯ，大学などの多種多様  

な組織や個人が，京都で社会的課題の解決に挑戦し，過度の効率性や競争原理とは異なる  

価値観を広める取組を推進しています。  

平成 30 年度には，働き方改革が難しいとされる業種や小規模事業者等の中から，飲食， 

小売，建設業者など， 7 社をモデル企業に選定し，働き方改革に挑戦していただくととも  

に，その実践内容を周知する，京の企業「働き方改革チャレンジプログラム」を実施しま  

した。 

この度，その成果を地域企業に広めるため，同プログラムのモデル企業等による連続セ  

ッション「ランチタイム座談会」の第１回を開催しますので，お知らせします。  

 

■日時：令和元年 5 月 21 日（火）正午～午後 1 時 30 分 

■会場：京都経済センター3 階「オープンイノベーションカフェ」  

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地） 

■対象者：地域企業の経営者のほか，総務課及び人事課など，働き方改革関連業務の担当  

者等 

■定員：15 人程度（先着順）  

■参加料：無料 

■参加方法：事前申込不要，直接会場にお越しください（出入り自由）。  

■テーマ：「トップが変わると組織が変わる」  

     （話題提供者）大東寝具工業株式会社  代表取締役  大東利幸氏  

詳細はこちら   

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000251348.html 

■主催：京都市，（公財）京都高度技術研究所 
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【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  

 京都市ソーシャルイノベーション研究所  金山・川勝  

 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134 番地  

 TEL 075-366-5527 FAX 075-366-5529 

E-mail silk@astem.or.jp 

 

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

(4)第 12 回 京都 21 世紀教育創造フォーラム  ＜日本の未来と人づくり＞  

『グローバル人材育成の要諦～次世代はその目を世界に開け～』開催について  

≪産業観光局≫  

 京都の産学公で組織する「京都教育懇話会」では，この度，グローバル世界の展開と  

新たな人材像をテーマに，第１２回京都２１世紀教育創造フォーラム「グローバル人材育  

成の要諦～次世代はその目を世界に開け～」を開催します。  

世界を牽引する人材育成について，立命館アジア太平洋大学学長  出口 治明 氏に講演い  

ただくとともに，パネル討議では，次世代を担う来場の高校生とも積極的な質疑応答を交  

えつつ，グローバル世界の展望とあるべき人材像・人材育成など，未来に寄せる熱い思い  

を討議します。皆様の御参加をお待ちしております。  

 

■日時：令和元年 5 月 26 日（日）午後 2 時～午後 5 時 40 分 

■場所：立命館朱雀キャンパス 5 階 大講義室 

■内容 

 第１部：基調講演（ 14:10～15：10） 

     出口 治明 氏（立命館アジア太平洋大学  学長，学校法人立命館 副総長・理事） 

 第２部：パネル討議（15：25～17：35） 

    ＜パネリスト＞ 出口 治明 氏（立命館アジア太平洋大学  学長） 

            門川 大作（京都市長）  

            堀場 厚 氏（株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼グループ CEO） 

＜コーディネーター＞  薮中 三十二 氏（元外務事務次官，立命館大学客員教授） 

■定員：400 名（参加無料）  

■申込み：ホームページ・Ｅメール・ＦＡＸにて，名前（フリガナ），所属，住所，連絡先  

を明記のうえ，下記問合せ先まで。（令和元年 5 月 24 日（金）午後 5 時必着）  

 

【申込み・お問い合わせ先】  

京都教育懇話会事務局（担当：井本，工藤）  

 TEL 075-813-8292  FAX 075-813-8293   

 E-mail konwakai@st.ritsumei.ac.jp 

HP http://kyoto-kyoiku-konwakai.net/ 

 

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

(5)5 月 31 日(金)は「軽自動車税」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≫  

 

軽自動車税の納期限は 5 月 31 日(金)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。）  

 

mailto:konwakai@st.ritsumei.ac.jp
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【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  

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 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(6)地域企業のための再生可能エネルギー 100%セミナー  

～自然エネルギー100%企業の事例から学ぼう～  

            ≪京のアジェンダ２１フォーラム≫ 

 

世界では再生可能エネルギー 100%への注目が高まっています。国や地域に加えグローバ  

ル企業が続々と再エネ 100%の宣言を始めており，日本でも 17 社（2019 年 3 月現在）が RE100 

に加盟しています。  

 こうした企業からサプライヤー等の取引先にも再エネ 100%を要望する状況も生まれて  

おり，今後，この動きはますます広がりを見せると考えられます。   

京都の地域企業は，これまでにも独自の環境規格の普及に向けて取り組んできたこと  

から，環境意識の高い企業も多いです。   

そこで京都の地域企業向けに，今後のビジネス展開にも影響を与えると考えられる  

再エネ 100%の潮流と今後の展望について，RE100 等の取り組み企業や，自然エネルギー 100% 

宣言企業・団体の事例と合わせて紹介するセミナーを開催します。   

 

■日時：2019 年 5 月 20 日（月）14:00～16:30（受付 13:30～）  

■場所：京都経済センター会議室 7－A（7 階）  

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地）  

■定員：80 名（申込先着順）  

■参加費：無料  

■内容  

・事例報告１「RE100 実施企業の取組み」  

 東俊一郎さん（アスクル株式会社  CSR 総務 CSR・環境・安全管理 部長）  

・事例報告２「自然エネルギー 100%宣言企業・団体の取組み」   

 木原浩貴さん（京都府地球温暖化防止活動推進センター  事務局長）  

 高林伸樹さん（有限会社糺書房  取締役社長）  

・パネルディスカッション   

 「自然エネルギー100%に向けた課題と展望」  

 コーディネーター：豊田陽介さん（特定非営利活動法人気候ネットワーク主任研究員 )  

 パネラー：上記報告者  

・質疑応答・意見交換   
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■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

 http://ma21f.sblo.jp/article/185834741.html  

 

【お申込み・お問い合わせ先】   

 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会アジェンダ課   

 （担当：山谷・井上）  

 TEL：075-647-3535 FAX：075-647-3536  

 E-mail：agenda@ma21f.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 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  

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

 

 

 

http://ma21f.sblo.jp/article/185834741.html
mailto:agenda@ma21f.jp
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

