
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 6 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！  

 

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

 

☆ 事務局からのお知らせ  

(1)第１回地域企業未来力会議の参加申込締切は 6 月 14 日（金）です！！  

 

☆ 京都市等からのお知らせ  

 (2)「令和元年度  京都市地域リハビリテーション推進研修」のご案内  

≪保健福祉局≫ 

  (3)令和元年度（第１７回）京都環境賞の募集について  

大賞は副賞５０万円！  

              ≪環境政策局≫ 

  (4)自転車のチャーリーとクルマ先輩から，自動車ドライバーのみなさまへのお願い  

≪建設局≫  

(5)「ＳＤＧｓ人権シンポジウム」の開催について  

              ≪文化市民局≫ 

(6)「働きたくなる地域企業のつくりかた」第２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≫ 

(7)「京都市政策評価委員会」市民公募委員の募集について  

             ≪総合企画局≫  

(8)京都市聴覚言語障害センター主催「コミュニケーション教室」の開催について  

              ≪京都市聴覚言語障害センター≫   

   

========================================================================= 

【本文】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

☆ 事務局からのお知らせ  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

(1)第１回地域企業未来力会議の参加申込締切は 6 月 14 日（金）です！！  

  

 第１回会議では，今年度の会議の進め方やビジネスアイデアの募集をはじめ，  

これまでのアイデアの共有や意見交換を行うなど，盛り沢山の内容となっております。 

 

■日時：6 月 27 日(木 )15 時～ 

■場所：【会 議】京都中央信用金庫本店 9 階大ホール  

     【交流会】京都経済センター 3 階オープンイノベーションカフェ  

 

 皆様のご参加を心よりお待ちしております！  

 

 ▼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 

https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://youtu.be/QCikPABqUyk
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html


  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html 
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☆ 京都市等からのお知らせ  
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(2)「令和元年度 京都市地域リハビリテーション推進研修」のご案内  

≪保健福祉局≫ 

 

京都市では，リハビリテーションの推進及び充実を図るとともに，福祉・介護  

サービス等の質の向上を資することを目的に，リハビリテーションに関する様々な  

研修を行っています。  

 以下のとおり参加者を募集いたしますので，皆様のご参加をお待ちしています。  

 

■申込期間 ６月５日～各研修の３日前まで  

■申込方法 申込書を郵送またはＦＡＸ  

■定 員  講座６４名 実習６～１０名程度 

■対 象  障害者雇用を進める企業に所属する方等  

 

【お問合せ先】  

 京都市地域リハビリテーション推進センター相談課（担当：中谷，上垣） 

 電話：０７５－８２３－１６６６  

 

【詳細はホームページをご覧ください】  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000250562.html  

 

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

(3)令和元年度（第１７回）京都環境賞の募集について  

大賞は副賞５０万円！  

              ≪環境政策局≫ 

 

京都市では，地球温暖化の防止や循環型社会の形成，生物多様性の保全等の環境  

保全に貢献する活動を実践されている市民や事業者の皆様を「京都環境賞」として  

表彰しています。  

大賞は副賞５０万円！今年度は，６月１日（土）から募集を開始しておりますので，  

皆様の御応募をお待ちしております。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000251443.html   

 

■募集期間：～令和元年８月３０日（金）【必着】  

■表彰対象：  

京都市内を主たる活動の場として，環境保全に貢献する活動に取り組んでいる方  

（個人，団体，事業者など）  

■表彰内容：  

京都環境賞 [大賞]：表彰状及び副賞（表彰銘板及び５０万円）  

特別賞 [６部門]：表彰状及び副賞（５万円）   

 ※その他，奨励賞も設けております。  

■応募方法：  

 ホームページに掲載，又は各区役所等で配布している応募用紙に御記入いただき，  

E メール，郵送，持参又は FAX にて御応募ください。  

 

【応募・お問合せ先】  

 環境政策局  環境企画部 環境管理課  

 電話：075-222-3951 FAX：075-213-0922 

 Email：k-kyosei@city.kyoto.lg.jp  

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

http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000250562.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000251443.html
mailto:k-kyosei@city.kyoto.lg.jp


(4)自転車のチャーリーとクルマ先輩から，自動車ドライバーのみなさまへのお願い  

≪建設局≫  

 

この度，自動車ドライバーのマナーの向上を呼びかけるため，自転車の「チャーリー」  

と「クルマ先輩」がお伝えする，「自転車とクルマのもっといい関係を目指して。  

Smile Cross Road.」という動画を作成しました。  

京都市では自転車が車道の左側を安全・快適に走行できるように，ベンガラ色の  

「矢羽根マーク」を整備していますが，法律を守って車道を走行している自転車にとって， 

クルマは怖い存在です。自動車ドライバーの皆さんは，車道を走る自転車に思いやりを  

持った運転をお願いします。  

この動画は，京都市 YouTube 公式チャンネル「きょうと動画情報館」で配信すると  

ともに，市内の自動車教習所や京都府警運転免許試験場，区役所等のモニター放映や  

交通安全教室等で活用していきます。また，企業内での啓発等でも，ぜひ御活用ください。  

 

＜矢羽根マーク編＞ https://youtu.be/lxvGpZ5Dvas  

＜追い越し編＞ https://youtu.be/xQ7zxjrfbGU  

＜違法駐車編＞ https://youtu.be/LhnqKtfs57U  

 

【お問合せ先】  

 建設局 自転車政策推進室 計画推進担当  

 TEL 075-222-3565 

 ▼京都市サイクルサイト  

  https://kyoto-bicycle.com/  

 ▼京チャリ facebook はこちら  

  https://www.facebook.com/kyochari/  

 

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

(5)「ＳＤＧｓ人権シンポジウム」の開催について  

              ≪文化市民局≫ 

 

 （公財）世界人権問題研究センターでは，様々な人権問題について学んでいただく  

ためのシンポジウム等を開催しております。  

 この度，SDGs と人権をテーマとしたシンポジウムを，以下のとおり開催します。  

 皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■テーマ ：誰一人取り残さない～ＳＤＧｓがめざすもの～  

■日時  ：令和元年６月１４日（金）午後２時～午後５時  

■内容  ：（１）基調講演  

       坂元 茂樹 氏（公益財団法人 世界人権問題研究センター所長）  

       阿部 浩己 氏（明治学院大学 国際学部教授）  

     （２）パネルディスカッション  

       コーディネーター 薬師寺 公夫 氏 

（立命館大学大学院 法務研究科特任教授）  

       パネリスト    阿部 浩己 氏 

                門川 大作 氏（京都市長）  

                坂元 茂樹 氏 

                菅原 絵美 氏（大阪経済法科大学 国際学部准教授） 

 

■会場  ：同志社大学 寒梅館 ハーディーホール  

■申込〆切：令和元年６月１３日（木）  

■申込方法：電話，ＦＡＸ，又は電子メール  

■参加費 ：無料 

 

 

https://youtu.be/lxvGpZ5Dvas
https://youtu.be/xQ7zxjrfbGU
https://youtu.be/LhnqKtfs57U
https://kyoto-bicycle.com/
https://www.facebook.com/kyochari/


【お問合せ先】  

 （公財）世界人権問題研究センター  

 TEL：075-231-2600 

【詳細はホームページを御覧ください。】  

 http://khrri.or.jp/news/newsdetail_2019_05_28_2019_614_sdg.html  

 

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

(6)「働きたくなる地域企業のつくりかた」第２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２回を開催しますので，お知らせします。  

 

■日 時  令和元年６月１８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  「働く意欲を高める有給休暇等の活用方法」  

       （話題提供者）株式会社ＫＥＩＫＡＮ  代表取締役  佐々木潤氏  

詳細はこちら  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000252317.html 

 

■主  催  京都市，（公財）京都高度技術研究所  

■問合せ先  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 

電子メール： silk@astem.or.jp  

 

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

(7)「京都市政策評価委員会」市民公募委員の募集について  

               ≪総合企画局≫  

 

京都市では，「はばたけ未来へ！京プラン」に掲げた政策・施策について，その目的が  

どの程度達成されているかを評価し，市政運営に役立てるため，「政策評価制度」  

を導入しており，学識経験者や市民公募委員から，評価手法等について御意見をいただく  

「京都市政策評価委員会」（以下「委員会」という。）を設置しています。  

この委員会について，この度，市民公募委員を下記のとおり募集しますので，お知らせ  

します。  

 

■募集人数 ：２名 

■任  期 ：令和元年９月１日～令和３年８月３１日  

http://khrri.or.jp/news/newsdetail_2019_05_28_2019_614_sdg.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000252317.html
mailto:silk@astem.or.jp


■応募資格 ：応募日現在（（２）を除く。）で，次の全てを満たす方  

     （１）京都市内に居住又は通勤，通学する方  

     （２）満１８歳以上の方（令和元年４月１日時点）  

     （３）国，地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方  

     （４）日本語を理解できる方（国籍は問いません。）  

（５）京都市の他の附属機関等に２つ以上，市民公募委員として  

在籍していない方  

■応募方法 ：次の書類を郵送，ＦＡＸ又は電子メールで提出してください  

（１）市民公募委員応募用紙（又は氏名，住所等の必要事項を明記したもの） 

（２）小論文（テーマ「これからの京都市政と政策評価」，  

字数８００字程度）  

※ 応募書類の様式は問いませんが，応募用紙を兼ねた募集案内を市役所，庁舎案内所，  

各区役所・支所（地域力推進室），各市立図書館等において令和元年５月３０日から配布  

します。  

  ホームページ（京都市情報館）からもダウンロードいただけます。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000252565.html 

■募集期間 ：令和元年５月３０日（木）～６月２８日（金）  

       郵送の場合は当日消印，ＦＡＸ又は電子メールの場合は，当日送信日時記  

録を有効とします。  

■選考方法  ：応募書類を基に選考します。必要に応じて，面接を行う場合があります。

選考結果は応募者全員に通知します。なお，応募書類は返却しませんので，  

御了承ください。  

■職務内容 ：概ね１年に１～３回程度，原則，平日の日中に開催される委員会に出席し，  

委員会の役割に沿って議論していただきます（※）。  

 

※委員会の役割  

（１）政策評価制度の充実に向けた提案  

（２）政策評価の手法についての助言及び提案  

（３）自己評価の方法及び実施過程への助言  

 

■報  酬 ：委員会への出席ごとに，別に定める報酬をお支払いします。  

■応募・問合せ先  ： 

〒６０４－８５７１（住所記載不要）  

  京都市総合企画局市長公室政策企画調整担当  

  電 話  ０７５－２２２－３０３５  

  ＦＡＸ  ０７５－２１３－１０６６  

  電子メール seisakukikaku@city.kyoto.lg.jp  

 

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

(8)京都市聴覚言語障害センター主催「コミュニケーション教室」の開催について  

              ≪京都市聴覚言語障害センター≫   

 

 京都市聴覚言語障害センターでは，京都市に居住または通勤・通学されている  

１８歳以上の耳の聞こえにくい方やその御家族，学校や職場の関係者の方を対象に，  

「コミュニケーション教室」を開催します。  

 聞こえに関する講演や聞こえを補う最新機器の展覧会など，様々な取り組みを企画  

していますので，対象の方がいらっしゃる企業様は，是非参加の呼びかけ等に御協力  

をよろしくお願いします。  

 

■開催日時・テーマ  

＜講演＞  

 ①令和元年６月１５日（土）午後１時～午後３時  

  「聴覚情報処理障害とは？～音は聞こえるのに，話の内容が聞き取れない～」  

 ②令和元年９月１日（日）午後１時～午後３時  

  「聞こえにくい方のメンタルヘルスについて考えよう」  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000252565.html
mailto:seisakukikaku@city.kyoto.lg.jp


 ③令和元年９月８日（日）午後１時～午後３時  

  「若者に増えているヘッドホン（イヤホン）難聴とは？」  

＜交流会＞  

 ①令和元年８月３日（土）午前１０時～午後０時  

  「聴覚情報処理障害（ＡＰＤ）の当事者交流会①」  

 ②令和元年１０月５日（土）午前１０時～午後０時  

  「聴覚情報処理障害（ＡＰＤ）の当事者交流会②」 

 ③令和元１１月３０日（土）午前１０時～午後０時  

  「聴覚情報処理障害（ＡＰＤ）の当事者交流会③」  

 

 その他，手話講座や最新の補聴援助機器を集結させた展示会も開催予定です。  

 詳細は，以下のチラシを御覧ください。  

 https://kikoe-support.com/wp-content/uploads/2019/05/チラシ.pdf 

 

■場所：京都市聴覚言語障害センター（京都市中京区西ノ京東中合町２番地）   

■申込み： 郵便・ＦＡＸ・Ｅメール・ホームページにて，  

氏名（ふりがな），年齢，住所，電話・ＦＡＸ番号，難聴の有無，  

身体障害者手帳（聴覚障害）の有無（有の場合は等級も記載），  

参加希望日時を明記のうえ，下記問合せ先まで。  

 

【申込み・問い合わせ先】  

京都市聴覚言語障害センター  

（コミュニケーション教室担当：前田，和賀，荻野，小島）  

  TEL：075-841-8337   

FAX：075-841-8312   

  E メール：shi-comi@kyoto-chogen.or.jp 

    HP：「きこえサポート」 https://kikoe-support.com/ 

 

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

※ 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  

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

 

 

 

https://kikoe-support.com/wp-content/uploads/2019/05/チラシ.pdf
https://kikoe-support.com/
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

