
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 17 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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≪文化市民局≫ 

(6)補助金を活用し京都らしい看板・のれん・ちょうちんを作りませんか？ 

              ≪都市計画局≫ 

(7) 7 月 1 日（月）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などで  

便利な納付を！  
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(1)「京都・地域企業応援会（新設）」の開催について  

  

この度，本市では個々の事業者様ごとの課題解決につながる新しいビジネスアイデア  

について，未来力会議の運営も手掛ける幅広い知見を持つコーディネーターが，  

具体化に向けたきめ細かな助言や地域企業間のマッチング等を行い，地域企業の皆様の  

活動を応援する「京都・地域企業応援会」を下記のとおり新設しました。  

是非ともご応募ください！  

 

■実施日 ：第１回応援会：令和元年６月２１日（金）午後１時～午後６時半  

第２回応援会：令和元年７月  ４日（木）  〃 

第３回応援会：令和元年７月２６日（金）   〃 

第４回応援会：令和元年８月  ８日（木）  〃 

※以降各月２回程度開催することとし，８月以降の実施日時は随時お知らせします。  

 

■実施時間：各日，４つの時間帯（各２枠・計８枠）を設けますので，以下ア〜エ枠の  

うち，御希望の時間帯をお申込ください。  

ア 応援会－時間帯：午後１時００分～午後２時００分  

イ 応援会－時間帯：午後２時３０分～午後３時３０分  

ウ 応援会－時間帯：午後４時００分～午後５時００分  

エ 応援会－時間帯：午後５時３０分～午後６時３０分  



■会  場：第１回応援会   ：ＴＲＡＦＦＦＩＣ  

（京都市下京区塩竈町 363 ウエダ本社北ビル２階）  

第２回～４回応援会：京都経済センター３階  「ＫＯＩＮ」  

               （京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地） 

■対  象：京都市内に本店又は主たる事務所を有する事業者  

■定  員：各日，先着８事業者まで（１事業者当たりの相談時間：最大１時間）  

■相談費用：無料 

■申込方法：事前申込が必要となりますので，御希望日時を下記のお問合せ先へお電話で  

お申込ください。  

■詳しくはこちら： 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000253147.html  

※申込状況により，日時等ご希望に添えない場合がございますので，ご了承ください。  

 

【申込先・お問合せ先】 

 京都市産業観光局 商工部 地域企業振興課 

 TEL 075-222-3329   

 

 ▼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 
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☆ 京都市等からのお知らせ  
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(2) 外国人観光客受入環境整備助成金の募集開始について  

≪産業観光局≫ 

 

 この度，（公社）京都市観光協会では，京都市の宿泊税財源を活用し，市内事業者が行う

外国人観光客にやさしい受入環境整備に資する取組に対し，事業費の２分の１（１件あた

り上限２０万円）を助成する制度の募集を６月１２日（水）から開始します。 

 

■期  間 令和元年６月１２日（水）〜７月５日（金）   

■申込対象 京都市内において外国人観光客の来訪・利用がある，または，今後，来訪・  

利用が想定される施設や観光事業者等  

■助成対象事業 キャッシュレス対応，免税対応， Wi-Fi 整備，洋式トイレ整備，多言語  

整備，外国語研修開催，ダイバーシティ対応（ムスリム， LGBT など）， 

マナー啓発，マーケティング推進（予約システム構築，売上データ分析な  

ど），災害対応（災害時に多言語で情報発信するための機材など）  等 

■助成金額 助成率：事業実施に係る経費の２分の１以内  

      助成上限額：１件あたり上限２０万円  

※ただし，複数の受入環境整備を行う場合は，事業費の１／２の範囲内で  

最大４０万円まで助成  

 

■申込先・お問合せ先  

公益社団法人  京都市観光協会 受入環境整備課 インバウンド助成金係  

〒６０４-８００５  京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町４２７  

京都朝日会館３階  

電話:０７５－２１３－００７０（平日  午前９時～午後５時）  

E-mail: joseikin@kyokanko.or.jp     

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000253147.html
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※京都市観光協会ホームページ内に募集要項・申請様式等掲載  

 https://www.kyokanko.or.jp/kaiin/news/20190611_3/  

 

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

(3)2019 KKC×京都市 IoT 推進ラボ 地域情報化推進セミナー  

              ≪産業観光局≫ 

 

 このたび，2019 KKC×京都市 IoT 推進ラボ  地域情報化推進セミナーを開催する  

ことになりました。「働き方改革」「生産性向上」などに役立つ ICT ソリュー  

ションを活用事例とともにご紹介するほか，「京都市 IoT 推進ラボ」ブースで  

ICT に関するご相談をお受けいたします。  

 

【開催概要】  

■日 時 令和元年７月３日（水）９ :３０～１６:００ 

■場 所 京都経済センター２階 京都産業会館ホール  

    ＜市営地下鉄「四条駅」・阪急「烏丸駅」・市バス「四条烏丸」すぐ＞  

■内 容 

１．講演  

 ○特別講演（１４：３０～１５：４５）  

  「IoT 導入のホントのところ ～中小企業における IoT 導入の実例と壁～ 」 

   近畿経済産業局  地域経済部  次世代産業・情報政策課  企画係長  

    藤田 力 氏 

   一般社団法人京都知恵産業創造の森  スマート社会推進部 次長  

    堀越 久仁穂 氏 

   ---------- 

   IoT 導入による業務効率化や生産性向上が取り沙汰されるようになって  

   久しい今，中小企業ではホントのところどのように IoT 導入が進んで  

   いるのか…この講演では，近畿の中小企業における IoT 導入の現実や， 

   京都における実例（EMS 導入活用事例等）を紹介します。  

 ほか 2 講演 

 

２．展示（９：３０～１６：００）  

 ○働き方改革・業務効率化  

  働き方改革実現に欠かせないソリューションを展示します。  

  ペーパーレス，どこでもワーク，RPA，残業抑止，販売管理，給与・勤怠  

  etc. 

 ○トレンド  

  その他，現場でのお困り事解決や，エンドユーザ様の満足度向上に繋がる  

  ソリューションを展示します。  

  Windows 7 サポート切れ対応，スマートスピーカー，チャットボット， 

  Web サイトへの攻撃対策，アウトソーシング，施設管理，IoT 活用，etc. 

 

■参加費 無料 

■主 催 株式会社ケーケーシー情報システム，京都市 IoT 推進ラボ 

■後 援 京都市 

■協 賛 情報通信月間推進協議会，富士通株式会社，西日本電信電話株式会社  

 

  ◇◇◇詳細はこちら 

   ⇒ https://www.kkcjoho.co.jp/2019kkcseminar_com/  

  ◇◇◇申込み・お問合せ先  

      株式会社ケーケーシー情報システム  

      地域情報化推進セミナー運営事務局（事業本部  営業推進室 内） 

      ★申込み： https://www.kkcjoho.co.jp/2019kkcseminar_form  

           よりご登録ください。 

https://www.kyokanko.or.jp/kaiin/news/20190611_3/
https://www.kkcjoho.co.jp/2019kkcseminar_com/
https://www.kkcjoho.co.jp/2019kkcseminar_form


      TEL：075-465-9211 

      E-mail：seminar2019@kkcjoho.co.jp 

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

(4)きもの等の着用の推進について   

              ≪産業観光局≫ 

 

京都市では，「隗より始めよ」の精神の下，市職員が率先して伝統産業製品の使用や  

きもの等の和装着用の取組を進めています。きもの着用においては，１１月１５日の  

「きものの日」をはじめ，年始の仕事始め等の機会に，市職員がきもの等の和装姿で  

勤務する取組を実施しており，令和元年度も実施いたします。  

皆様方におかれましても，「きもの文化」のユネスコ無形文化遺産登録に向けた，  

社会的な機運醸成を図るため，和装の中心地である京都から，率先してきもの等の着用  

に努めていただきますよう御協力をお願い申し上げます。  

 

【令和元年度に京都市が実施するきもの着用の取組について】  

■内容 

・京都市役所の有志職員がきもの姿等で業務を行います。  

・京都のまちにこの取組が拡大するよう，積極的にＰＲします。  

■実施日  

 ・祇 園 祭  ７月１６日（火）・２４日（水）  

 ・きものの日 １１月１５日（金）  

 ・仕事始め    １月 ６日（月）  

 

【お問合せ先】  

  京都市産業観光局商工部伝統産業課  

ＴＥＬ：０７５－２２２－３３３７  

 

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

(5)「企業向け人権啓発講座」（第２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２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  「自分ごと」として考える，多様な性と職場のあり方  

■日時   令和元年７月５日（金）午後２時～午後４時  

■内容   【講演等】山田  創平 氏（社会学者，京都精華大学人文学部  准教授）  

■会場   京都市男女共同参画センター ウィングス京都 ２階イベントホール  

■申込〆切 令和元年６月２８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 

 

【お問合せ先】 

 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/0000250555.html  

 

-------------------------------------------------------------------------  
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(6)補助金を活用し京都らしい看板・のれん・ちょうちんを作りませんか？  

              ≪都市計画局≫ 

 

京都市では，京都にふさわしい広告物の普及を促進し，広告景観を更に向上させるため，

京都にふさわしい屋外広告物の設置・設計等に係る費用の一部を補助する「京都市広告景

観づくり補助金交付制度」を設けています。補助金制度を活用いただき，京都らしい看板・

のれん・ちょうちんを店舗に掲げませんか？  

 

■補助率及び上限額（優良屋外広告物及び伝統的な技術，技法により製造されたのれん・

ちょうちん）  

・優良屋外広告物  補助率：３分の１～３分の２，上限額：５０万円  

・のれん     補助率：１０分の９，上限額：８万円  

・ちょうちん    補助率：１０分の９，上限額：６万円  

詳しくは HP を御覧ください。  

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000148888.html 

※予算には上限があります。また，事前相談に時間を要しますので，当制度の活用を検討

される場合は，お早めに御相談ください。  

 

【お問合せ先】  

京都市都市計画局広告景観づくり推進室  広告物審査担当  

TEL ０７５－７０８－７６９０  

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

※令和元年９月９日から執務室移転に伴い電話番号が変わります。番号が決まり次第  

HP にてお知らせします。  

 

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

(7)7 月 1 日（月）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などで  

便利な納付を！  

              ≪行財政局≫  

 

市・府民税第１期分の納期限は 7 月 1 日（月）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  

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  

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000148888.html
mailto:okugai@city.kyoto.lg.jp
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001465.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000216989.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000192437.html


 

【お問合せ先】  

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 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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