
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 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！  

 

【目次】================================================================ 
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  (3)京都アトツギイノベーションミートアップイベントの開催  
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 (4)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！  

京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業（２次）の申請を受付中！！  

              ≪保健福祉局≫ 
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【本文】  

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

☆ 事務局からのお知らせ  

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

(1)第１回「京都・地域企業応援会」を開催しました。 

 

 6 月 21 日（金）に第１回「京都・地域企業応援会」を開催。  

 午後１時～午後６時半まで実施枠は全て埋まり，お越し頂いた事業者の皆様から  

ビジネスアイデアの具体化に向けたご相談等をお聞きし，コーディネーターの幅広い  

知見をいかして，アイデアをカタチにする助言等をさせて頂きました。  

  

 次回以降の日程は，以下のとおり，まだ空き枠がありますので，実現させたい  

アイデアをお持ちの方は，ぜひお申込みください！（各日先着８事業者まで）  

 

■実施日 ：第２回応援会：令和元年７月  ４日（木）午後１時～午後６時半  

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  

■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メールか

お電話でお申込ください。  

※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   

メール：chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp 

 

 ▼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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(2)シンポジウム「世界は，どう動いているのか」  

≪産業観光局≫ 

 

 急激な時代の変化の荒波に揉まれる世界の動きを読み解き，これから私たちが生き残る  

道を学び，考えるシンポジウム「世界は，どう動いているのか」が（公財）自然エネルギ  

ー財団代表理事等を務める末吉竹二郎氏を招いて下記のとおり開催されます。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「京都市ソーシャル・イノベーション・クラ  

スター構想」の取組の一環です。多くの皆様の参加をお待ちしております。  

 

●登壇者  

◇末吉竹二郎  

国連環境計画・金融イニシアティブ特別顧問， WWF ジャパン会長，  

（公財）自然エネルギー財団代表理事，（一社）グリーンファイナンス推進機構代表理事  

◇熊野 英介 

（公財）信頼資本財団理事長，アミタホールディングス（株）代表取締役，  

（一社）ソーシャルビジネス・ネットワーク副代表理事  

 

日 時 令和元年７月６日（土）午後１時３０分～午後５時  

会 場 ひと・まち交流館京都 大会議室  

主 催 公益財団法人信頼資本財団  

共 催 京都市，公益財団法人京都高度技術研究所  

定 員 ２００名  

参加費 ５００円  

申 込 https://20190706miraisekkei.peatix.com/  

 

【お問合せ先】  

 （公財）信頼資本財団  

TEL  ：075-275-1330 (平日 9:00-18:00)  

メール：info＠shinrai.or.jp  

 

-------------------------------------------------------------------------  
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(3)京都アトツギイノベーションミートアップイベントの開催   

              ≪産業観光局≫ 

 

 京都市・公益財団法人京都高度技術研究所（ ASTEM) では，若手後継者が家業の  

持つ経営資源を活用し，新たな発想や技術と掛け合わせることで，新事業創出や  

新市場開拓につなげ，地域の事業を次世代に引継ぐことを目指す『京都アトツギ  

イノベーションプロジェクト』のスタートに当たり，ミートアップ（講演会・  

トークセッション・交流会）を開催します。  

  

 後継経営者，後継候補者の方はもちろん，事業承継に関心のある地域企業  

経営者，金融機関やベンチャー起業家，学生の方も是非，ご参加ください。  

 

 

■日 時 

 2019(令和元)年 7 月 24 日(水)16:00～18:35※ 

 （受付開始  15:30～）※終了後， 18:35 から交流会  

 

■会 場 

 京都経済センター３階 ３－H 会議室 

 （京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地）  

■主 催 

 京都市，公益財団法人 京都高度技術研究所（ASTEM） 

■対 象 

 後継経営者，後継候補者，事業承継に関心のある中小企業経営者，金融機関，  

 大学関係，ベンチャー起業家，学生   

■定 員 

 50 名（要事前申込・先着順）   

■参加費  

 無料（但し交流会ご参加の場合は，参加費 1,000 円が必要です。）  

■申込方法  

・Web の場合 

  ↓参加申込フォームからお申し込みください。  

  申込フォーム https://www.astem.or.jp/form/view/index.php?id=49541  

・チラシの申込フォームに必要事項をご記入の上，ファクスにてお申込み下さい。  

・チラシはこちら。 送信先 FAX：075-315-6634 

  https://www.astem.or.jp/uploads/ミートアップ-チラシ 0724.pdf  

■申込締切  

 2019(令和元)年 7 月 12 日(金) ※定員になり次第締め切ります。  

  

■問合せ先  

 公益財団法人 京都高度技術研究所（ASTEM） 

  地域産業活性化本部（担当：金山，山口）  

  TEL：(075)366-5217 / FAX:（075）315-6634 

  E-mail：event-g[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えてお送りください。  

 

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

(4)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！  

京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業（２次）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，実際に働くことにより意欲や能力，適性を確認す  

https://www.astem.or.jp/form/view/index.php?id=49541
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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。  

 障害者雇用率だけにとらわれない事業として，企業の人員不足と，障害のある方の職域  

開拓を双方向で繋げ，課題を解決する取組で好循環が生まれています。  

 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/0000253092.html  

【申込先・お問合せ先】  

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室   

TEL ０７５-２２２-４１６１  

 

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

(5)京都市統計月報の更新（令和元年 6 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，令和元年 6 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/ 

 

【問合せ先】  

 総合企画局  情報化推進室 情報統計担当  

 電話：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 

 

【問合せ先】  

 産業観光局  観光 MICE 推進室 

 電話：075-746-2255 

 

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

※ 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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