
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 27 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)令和元年度第 1 回地域企業未来力会議の開催日程が決まりました！  

（6 月 27 日(木)15 時～＠京都中央信用金庫本店）  

  

お待たせしました！  

今年度 1 回目の会議開催日時・場所が決定しましたのでお知らせします！  

 

■日時：6 月 27 日(木 )15 時～ 

■場所：京都中央信用金庫本店 9 階大ホール 

 

会議終了後には，京都経済センター 3 階のオープンイノベーションカフェに移り  

まして交流会も開催いたします。  

これまでの会議参加者の皆様はもちろん，はじめてご参加いただける方も大歓迎  

ですので，皆様お誘いあわせのうえ，ご参加くださいませ。  

 なお，詳細および参加票は，近日中にご案内します。  



皆様ご予定のほど，よろしくお願いいたします！  

  

 

 ▼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)「企業向け人権啓発講座」（第 1 回）の開催について  

              ≪文化市民局≫ 

 

 京都市では，社内における人権尊重の風土づくりや企業と社会の持続可能な成長に役立

てていただくため，「企業向け人権啓発講座」を年に 10 回開催しています。  

 第１回の講座について，以下のとおり参加者を募集いたします。  

 皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■テーマ ： インターネットと人権～企業が加害者にも被害者にもならないために～  

■日時  ： 令和元年 6 月 14 日（金）午後 2 時～午後 4 時 

■内容  ： 【講演】佐藤  佳弘 氏（株式会社  情報文化総合研究所  代表取締役）  

■会場  ： 京都市男女共同参画センター  ウィングス京都 2 階セミナー室  

■申込〆切：  令和元年 6 月 7 日（金）  

■対象  ： 京都市内に事業所を持つ企業等の経営者，総務・人事責任者，人権研修推

進者等 

■申込方法： ＦＡＸ又は電子メール  

■参加費 ： 無料 

 

【お問い合わせ先】 

 京都市文化市民局 共生社会推進室（啓発担当）  

 TEL：075-366-0322  

【詳細はホームページを御覧ください。】 

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000250552.html  

 

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

(3)経済センサス－基礎調査を実施します  

≪総合企画局≫ 

 

経済センサス－基礎調査は，我が国の全ての産業分野における事業所の活動状態等の  

基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに，事業所・企業を対象とする各種  

統計調査の母集団情報を整備することを目的として実施します。 

令和元年 6 月から翌年 3 月にかけて，統計調査員が事業所の活動状態を外観等から  

確認し，確認結果を『調査員用端末』（タブレット端末）に入力します。  

今回，新たに把握した事業所など一部の事業所には調査票を配布いたしますので  

御回答をお願いします（インターネット回答も可能です）。  

 

【お問い合わせ先】 

 総合企画局情報化推進室統計解析担当（TEL 075-222-3216） 
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 各区地域力推進室総務・防災担当（統計担当）  

【経済センサス－基礎調査ホームページ（総務省）】  

 https://www.stat.go.jp/data/e-census/2019/campaign/index.html 

  

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

(4)工業統計調査を実施します  

≪総合企画局≫ 

 

工業統計調査は令和元年 6 月 1 日（土）現在で，製造業を営む事業所を対象として，  

我が国の工業の実態を明らかにするために実施します。  

調査結果は，国や地方自治体の製造業に対する各種政策などの基礎資料とするほか，  

一般にも広く利用されています。  

5 月中旬から 6 月にかけて調査員がお伺いしますので，回答をお願いします。 

（インターネット回答も可能です）  

 

【問合せ先】  

 総合企画局情報化推進室統計解析担当  （TEL 075-222-3216） 

 各区地域力推進室総務・防災担当（統計担当）  

【工業統計調査ホームページ（経済産業省）】  

 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/index.html 

 

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

(5)第 6 回｢Monozukuri Hub Meetup Cafe｣ 

～日本のスタートアップは米国で成功できるのか？～の開催について  

 

この度，Kyoto Makers Garage（京都市，京都リサーチパーク㈱，  

（公財）京都高度技術研究所，㈱ Darma Tech Labs で共同運営，以下「ＫＭＧ」という。） 

では，新たなビジネスモデルを開発し，市場を開拓する企業（スタートアップ企業）の  

発掘・育成のため，下記のとおり「 Monozukuri Hub Meetup Cafe」を開催します。  

今回は，今年 5 月に米国・ピッツバーグで開催された  

「Monozukuri Hardware Cup2019 Finals」（※）の概要紹介により，成功事例を学んで  

いただきます。  

また，米国で活躍する日本のスタートアップ企業の発表等を通じて，  

先行する米国のスタートアップの取組や，海外で成功するために必要なことを，  

登壇者と参加者で語り合っていただきます。  

ものづくり分野における起業や，イノベーション等に興味がある皆様の御参加を，  

お待ちしております。  

 

（※） 平成 27 年から米・ピッツバーグにて開催されている，ハードウェアスタート  

アップのプレゼンテーションコンテスト。今年の世界大会本戦では予選（日・米等  

世界 4 カ国で実施）を勝ち抜いた計 11 社が優勝をかけて製品・サービス等について発表  

 

     

■日 時  令和元年 5 月 31 日（金）午後 6 時 30 分～午後 8 時 40 分 

■会 場  Kyoto Makers Garage 

          （京都市下京区朱雀宝蔵町 73-1 ライトワンビル 1F) 

■対象者  起業・ものづくりに関心のある学生，社会人，ベンチャー起業家  等  

■内 容 

（１）「 Monozukuri Hardware Cup2019 Finals」の概要紹介及び成功事例について     

     講師：牧野 成将氏（㈱Darma Tech Labs 代表取締役）  

（２）日本のスタートアップ企業からの発表  

   ア 武野 團氏（あっと㈱ 代表取締役）  

      イ 服部 雄也氏（Scentee㈱ Sales，CS，広報担当）  

 

https://www.stat.go.jp/data/e-census/2019/campaign/index.html
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（３）パネルディスカッション  

       米国で活躍中の井口尊仁氏をお招きし，上記のスタートアップ企業とともに，  

      米国進出における成功及び失敗事例について，パネルディスカッションを実施  

   ※ 講師の略歴については，以下のリンクを御覧ください。   

   https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000252515.html  

■定 員  40 名（定員になり次第締切）  

■参加費  無料 

■申 込  以下のウェブサイトにて申込受付（先着順）  

  ＵＲＬ： http://www.meetup.com/ja-JP/monozukuri-hub/  

  ※ Facebook 又は Google のアカウントが必要です。お持ちでない場合は，以下の問

合せ先まで御連絡ください。  

■主 催  Kyoto Makers Garage（京都市，(公財)京都高度技術研究所，京都リサーチパ  

ーク㈱,㈱Darma Tech Labs） 

■問合せ先 ㈱Darma Tech Labs（担当：牧野・勝本）  

      TEL：075-315-9396（代表）  E-mail：pr@makersboot.camp 

■その他  イベント終了後に登壇者と参加者との交流会  

（午後 8 時 10 分～午後 8 時 40 分）の実施を予定しています。  

 

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

(6)京都市ベンチャービジネスクラブ  第 35 回総会 記念講演の御案内  

≪産業観光局≫  

 

ＫＶＢＣ第 35 回総会記念講演では，株式会社 Darma Tech Labs 代表取締役 牧野 成将 

氏を講師にお招きし，「京都をモノづくりベンチャーの都に」と題した講演会を開催いたし  

ます。 

 牧野氏は， 2015 年に京都試作ネットと連携してハードウェアスタートアップ向け支援  

プログラム「 MAKERS BOOT CAMP」を立ち上げ，国内・海外のスタートアップの「量産化の  

壁」の解消に取り組んでおられます。また資金面での課題解決に向けて 2017 年に京都銀行 

や島津製作所等と共に「 MBC 試作ファンド」を立ち上げてこれまでに国内 9 社，海外 10 社 

のスタートアップに投資を行ってこられました。その他，複数の国内 VC で投資担当を歴任。 

2016 年より「モノづくり起業推進協議会」会長に就任されています。  

 大変興味深い内容となっておりますので，ぜひ御参加ください。  

 

■日 時： 令和元年 6 月 6 日（木）16 時 00 分～17 時 00 分 

■場 所： リーガロイヤルホテル京都 1 階「ラ シゴーニュ」  

■参加費： 無料 

■定 員： 50 名（先着順）  

■申 込： 以下申込フォームからお申し込みください。  

      http://www.kvbc.jp/schedule/request_k.html  

■締 切： 令和元年 5 月 31 日（金）  

 

【お問い合わせ先】 

ＫＶＢＣ事務局（担当  野村） 

 TEL 075-222-3324 

 FAX 075-222-3331 

 URL http://www.kvbc.jp  

 

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

(7)京都市統計月報の更新（R1 年 5 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， R1 年 5 月号を「京都市統計ポータル」に掲載しましたので，お知  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000252515.html
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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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(8)「竜馬通り商店街」と「クラフトビール部」コラボ事業  

第１回 クラフトビール大会＠竜馬通り商店街  

               ≪竜馬通り商店街・クラフトビール部≫  

 

竜馬通り商店街(振)は，地域課題である商店街の自立的な活性化に向けて取り組み始め  

ております。新たな視点での事業を実施し，多くのお客様に楽しんでいただき，竜馬通り  

商店街ファン，そして伏見来街者を増やしたいとの思いを持っております。  

この度，京都市の推進する「京都市地域企業未来力会議」にて，新たなビジネス創出と  

いう趣旨のもと，ご縁をいただきました「クラフトビール部」さんご協力のもと新たなイ  

ベントを行うこととなりましたのでお知らします。  

 

■日時候補  ： 2019 年 6 月 9 日（日）11:00～17:00（予定）※雨天決行  

■場  所  ： 竜馬通り商店街内  

■内  容  ： 商店街内に京都クラフトビールを味わえるブースや地元飲食屋台を  

        楽しむチケット制の賑わい集客イベント。  

■出店醸造会社：  ７社 

■参 加 費  ： 前売／2,000 円 当日/2,400 円（6 枚綴り）  

チケット 1 枚につき，お好きな醸造所のビールが１杯お楽しみ  

いただけます。当日はバラ売りチケットもあります。  

■チケット販売： 竜馬通り商店街各店・周辺集客施設・山岡酒店・ICHI-YA 等市内各所・

Peatix（インターネット販売）  

■主  催  ： 竜馬通り商店街振興組合  

■協  力  ： クラフトビール部（京都内地ビール会社をコーディネートする団体）  

 

【お問い合わせ先】  

クラフトビール部  

TEL   ：075-744-6581  

E-mail：craftbeerclub@suitosha.co.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。  

************************************************************************  
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※ 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  

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