
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 7 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！  
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(1)「京都・地域企業応援プロジェクト」ＷＥＢサイトを開設しました！  

 

 6 月 27 日（木）に今年度最初の地域企業未来力会議を開催。約 110 名を超える  

多くの事業者の皆様にご参加いただき，意見交換等を行っていただきました。  

 足元の悪い中，ありがとうございました。  

※未来力会議の様子は，未来力会議 facebook にもアップしております！  

  

 さて，会議の中でもご紹介しましたが，この度，未来力会議 facebook に加え，  

「未来力会議」やアイデアの具体化に向けた活動を支援する「地域企業応援会」，  

地域企業の活動を表彰する「輝く地域企業表彰」等について，多くの皆様に幅広く  

知っていただくため，ＷＥＢサイトを開設しました。  

 ＷＥＢサイトでは，各事業の説明に加え，応援会の予約や表彰制度の詳細ページ 

へのリンク等が可能となりますので，皆様ご活用いただくとともに，周囲の方々に  

周知していただけると幸いです。８月以降の応援会日程も，随時更新してまいります！ 



 ■「京都・地域企業応援プロジェクト」ＷＥＢサイトはこちら↓  

   https://community-based-companies.kyoto/  

  

  

 ▼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)「京都市プレミアム付商品券」の取扱店の募集について  

≪産業観光局≫ 

 

 京都市では，本年１０月に予定されている消費税率の引上げによる低所得者・  

子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに，市内における消費を喚起・  

下支えすることを目的として，「京都市プレミアム付商品券」を発行・販売します。  

 この度，商品券を使用できる取扱店の募集を開始しましたので，お知らせします。  

 募集に関する詳細や問合せにつきましては下記のホームページを御確認ください。  

 皆様の積極的なご応募をお待ちしております。  

  

詳細ＨＰ：https://premium-gift.jp/kyoto/  

 

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

(3)「環境マネジメントセミナー」の参加者募集について  

～中小企業でも環境・社会問題解決，ガバナンス強化に取り組まないと，  

時代に取り残される！？～  

              ≪環境政策局≫ 

 

 京都銀行や島津製作所をお呼びして， SDGs 時代における企業の社会的責任活動（環境  

・社会問題解決，ガバナンス強化）の必要性の解説や，「環境マネジメントシステム」を  

使った取引先等への対応力・経営力強化の取組について御紹介するセミナーを開催します。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000253325.html  

 

■開 時：令和元年 7 月 31 日(水）午後 3 時～午後 4 時半 

■会 場：京都商工会議所 ７-Ａ会議室  

（京都市下京区四条通室町東入  京都経済センター７階）  

■参加費：無料  

■内 容：・講演「SDGs 時代に地域企業に求められる環境・社会・ガバナン  

スの取組について」 

       講演者：株式会社京都銀行，株式会社島津製作所  

・講演「環境マネジメントシステムと企業ガバナンス」  

       講演者： NPO 法人 KES 環境機構  

＜終了後＞環境経営についての無料相談会  

■定 員：60 名（先着順）  

■主 催：京都市，京都商工会議所（協力： NPO 法人 KES 環境機構） 

■申込期限：令和元年 7 月 29 日（月）まで 

■申込方法： HP，FAX，E メール又は電話でお申込みください。  

 

 

https://community-based-companies.kyoto/
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
https://premium-gift.jp/kyoto/
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000253325.html


【申込み・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 

 E メール： k-kyosei@city.kyoto.lg.jp 

 

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

(4)京都バイオ計測センター・京都大学ナノハブ拠点連携シンポジウム  

   「先端科学拠点の連携・融合によるイノベーションに向けて」  

              ≪産業観光局≫ 

 

 京都バイオ計測センターと京都大学ナノテクノロジーハブ拠点では，地域発  

のイノベーション創出を推進し，科学技術による地域活性化を図るため，バイ  

オテクノロジーとナノテクノロジーの融合領域において，世界最先端の研究者  

7 名に講演いただくシンポジウムを，初めて共同で開催します。  

 

■日 時 8 月 1 日(木) 13:00～17:10 

■場 所 京都リサーチパーク 4 号館 地下 1 階バズホール  

■内 容  

 (1)「JST ナノバイオフォトニクスプロジェクトを振り返って」  

     平尾 一之(京都市成長産業創造センター センター長，京都  

     大学名誉教授，京都大学ナノテクノロジーハブ拠点特任教授 )    

 (2)「京都バイオ計測センターのバイオイノベーションへの使命」  

     植田 充美(京都大学大学院農学研究科  教授  

京都バイオ計測プロジェクト運営会議  座長) 

 (3)「次世代に向けた医療機器戦略」  

    角田 正也（シスメックス㈱  システム技術研究所  上席主任研究員）  

 (4)「ナノマイクロ加工を応用したバイオ計測用マイクロ流体デバイスの開発」  

     平井 義和(京都大学大学院工学研究科  マイクロエンジニアリング専攻  助教) 

 (5)「分子解像度での生命理解に向けて」  

     谷口 雄一(理化学研究所 生命機能科学研究センター  

 細胞システム制御学研究ユニット  ユニットリーダー) 

 (6)「マイクロバイオーム研究への大規模１細胞ゲノムシーケンスの活用」  

   細川 正人(早稲田大学 理工学術院総合研究所 次席研究員 (研究院講師)) 

(7)「１細胞マルチ分子フェノタイピング技術の開発」  

   馬場 健史(九州大学 生体防御医学研究所 附属 

トランスオミクス医学研究センター  教授) 

 ＊一つの発表時間はおおむね 30 分。一部のみの参加も可能。  

                    

■定 員 200 人（先着順。最終 7 月 26 日締切）  

     定員超過等により参加いただけない場合のみ御連絡します。  

■参加費 無料 

■申込方法 名前，所属，電話，メールアドレス等を記入し， FAX 又は E メール 

            でお申し込みください。  

 

■申込先 京都バイオ計測センター (京都市下京区中堂寺南町 134 KISTIC 棟 4 階) 

     電話:075-326-6101，FAX:075-925-5491 

     E メール： kistinfo@tc-kyoto.or.jp  

 

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

(5)外国語研修（英語・中国語）の開催について  

        ≪産業観光局≫ 

 

京都市，（公社）京都市観光協会及び（公財）京都文化交流コンベンションビューロー  

では，外国人観光客の受入環境整備の一環として，観光事業者を対象とする初心者向け  
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外国語研修を平成２７年度から実施しております。５年目となる今年度は，中国語研修  

（参加型）において，中国の習慣や市場の特性等を紹介する内容を拡充するとともに，  

講師が商店街や観光関連事業者に直接伺う「出張型研修」も好評につき継続開催いたし  

ますので，お知らせします。  

 

■期  間 ７月～９月 

■申込対象 京都市内の観光事業に従事する方で，「日常会話ができない」など，  

      各国語が初心者レベルの方。  

■定    員 各回１５名程度（先着順）※最少催行人数５名   

■受 講 料 各回１人１，５００円  

■場    所  京都経済センター４階  ４－C 会議室 

■申込方法   

 ホームページの広報資料もしくはチラシに添付されている申込用紙に記載のうえ，  

下記申込先までファックス，メール又はウェブでお申込みください。  

■ 申込・問合先  

  （公社）京都市観光協会 担当 ：仲（ちゅう）  

  TEL 075-213-0070 FAX 075-213-1011 メール join@kyokanko.or.jp  

 

【商店街や企業向けに出張研修も実施します！詳細はホームページをご覧ください。】  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000254123.html  

 

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

(6) 中小企業等向けの省エネルギー支援策  

「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」の御案内  

        ≪環境政策局≫ 

 

令和元年度の「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」を開始  

いたしました。  

詳しくは，本市ホームページ（広報資料）を併せ御覧ください。  

ＵＲＬ：https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000253242.html  

 

■実施期間 

令和元年 6 月 11 日（火）～ 令和 2 年 2 月 7 日（金） 

■事業内容 

中小企業等の省エネ取組を支援するため，経済産業省の「省エネルギー相談地域  

プラットフォーム構築事業」で採択された全国各地域の省エネ支援事業者が，  

自治体と連携し，省エネプラットフォーム事業者として活動するものであり，  

省エネルギーに関する相談やアドバイス，専門家の派遣等，きめ細やかな支援を  

行います。 

■支援対象 

京都市域に事業所を有する中小企業等  

（医療法人，社会福祉法人，宗教法人，学校法人も対象となります。）  

■問合せ先 

 一般社団法人省エネプラットフォーム協会  京都市域担当 

ＴＥＬ：090-5247-8098（受付時間：午前 10 時～午後 4 時（土日祝日を除く））  

Ｅﾒｰﾙ ：info@s-platform.or.jp  

ＵＲＬ：https://s-platform.or.jp/ 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(7)京北をガチで伝える生産者トーク   

作り手の思いを知り,明日からの暮らし方が変わる 2 時間（KRP WEEK2019） 

            ≪地域おこし協力隊 常盤 成紀≫        
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都市に暮らす皆さんは「農山村地域」にはどんなイメージをお持ちでしょうか。  

ひとくちに「田舎」といっても ,風景やそこに暮らす人々は実に様々。このトーク  

イベントでは ,京都市街地から車で約 40 分の農山村地域「右京区京北地域」で活動する  

生産者の方々をスピーカーとしてお招きし ,地域への思いや自然との向き合い方 , 

そして都市で暮らす人々に伝えたいことについてお届けします。話を聞くうちに , 

都市で暮らすだけでは見えてこない多様なライフスタイルに気づくでしょう。  

イベント最後には,スピーカーが実際に作ったものを直接買うこともできます。この  

イベントで京北地域が皆さんにとって「気になる地域」になっていただければと思います。  

 

■日時 7 月 31 日（水） 19：00 ～ 21：00 

（終了後スピーカーによる物産品販売  21：00～21：30）  

■場所 京都リサーチパーク  KRP 東地区 KISTIC2F たまり場(ラウンジ) 

■対象 どなたでも。農山村にわずかでも関心のある都市生活者  / 

 自身のワークスタイル・ライフスタイルを見直したい都市生活者  

■講師 スピーカー  

    ・新井 遼 氏（あらい農園）  

    ・川口 紗英子 氏（きくやカフェ） 

    ・村山 寛 氏（株式会社 K・K ファーム）  

    モデレーター  

    ・小林 悠歩 氏 / 常盤 成紀 氏（京都市北部山間かがやき隊）  

■参加費 無料 

■定員  70 名  

■申込締切 7 月 30 日(火）15：00  

  ※以降のお申し込みは,お電話またはメールにてお問い合わせください。  

空席がある場合は当日参加可能です。  

■主催  京都市文化市民局地域自治推進室  京都市北部山間かがやき隊  

 

■お問合せ先  

 京都市北部山間かがやき隊（地域おこし協力隊）小林・常盤   

 TEL：080 - 4010 - 5258 E-Mail：toqdc675@city.kyoto.lg.jp  

 

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

(8)創業セミナー ～創業者が語る夢に至る扉～  

                     ≪京都府商工労働観光部≫ 

   

 これから創業を考えている方など創業に興味のある方々に向けて ,創業を意識する  

きっかけを増やし,開業に向けた一歩を踏み出していただく一助になることを目的に , 

創業セミナーを開催します。  

 

■日時  令和元年７月２７日（土）１４：００～１６：３０  

■会場  本会場  京都経済センター３階「３－ F 会議室」  

     北部会場 丹後・知恵のものづくりパーク  

     南部会場 けいはんなオープンイノベーションセンター  

      ※TV 会議システムにより３会場を結びます。  

■内容  第１部 起業体験談  

     第２部 対談 

   （講師）青木 千草氏  （（株）CITTA 代表取締役）  

       中田 俊氏 （（株）夢びと代表取締役社長）  

■参加費  無料 

 

※申し込み・お問合せは下記 HP をご覧ください。  

https://ouen-kyoto.com/401  
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【問合せ先】  

 京都府商工労働観光部 中小企業総合支援課 

 （中小企業応援センター事務局）  

 電話：075-366-4357 

 

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

※ 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 
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