
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 16 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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テクノロジー ,ビジネス,ソーシャルの観点から,「幸せ」と向き合います。  
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 (8)労務・人事管理セミナー～表に出ない労務リスクの怖さと対応策～   
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(1)８月８日（木）「第４回 京都・地域企業応援会」の参加者募集について  

 

 ６月からスタートしました京都・地域企業応援会について，８月８日（木）  

第４回 京都・地域企業応援会の参加者を募集しております！ 

 個々の事業者様の課題解決につながるビジネスアイデアについて，具体化に向  

けたきめ細かな助言や地域企業間マッチング等を行い，地域企業の皆様の活動を  

徹底応援します。是非この機会にお申込みください！ 

  

■実施日 ：第４回応援会：令和元年８月８日（木）午後１時～午後６時半  

※第５回以降の日程も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①〜④枠のうち，御希望の時間帯をお申込ください。  

①  時間帯：午後１時００分～午後２時００分  

②  時間帯：午後２時３０分～午後３時３０分  

③  時間帯：午後４時００分～午後５時００分  

④  時間帯：午後５時３０分～午後６時３０分  

■会  場：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，御希望日時を以下のＷＥＢサイトか  

お問合せ先へお電話又はメールでお申込ください。  

■詳しくはこちら↓ 

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

※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 

 

 ▼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)先端技術活用セミナー「ヒトとロボットが共生する社会」の開催について  

≪産業観光局≫ 

 

生産年齢人口が減少する中，ロボット技術は，製造業の生産現場，医療・介護，  

農業・建設，災害現場など幅広い分野で，担い手不足の解消のみならず，過重な  

労働からの解放や，生産性の向上，さらには人が対応できない環境下での活動支  

援などの社会課題を解決する可能性を有しています。  

 この度，京都市及び(公財)京都高度技術研究所等では，ロボット技術の発達に  

より，ヒトとロボットが共生する未来社会がどういうものかを紹介し，先端ロボ  

ット技術の研究情報や，実際の活用事例等を紹介するセミナーを開催します。  

多くの皆様の御参加をお待ちしております。  

 

【開催概要】  

■日 時  令和元年８月２３日（金）  

          セミナー     午後１時～午後５時３０分  

           技術交流会  午後５時３０分～午後７時  

■会 場  京都大学大学院工学研究科イノベーションプラザ  

      （京都市西京区御陵大原１－３０  桂イノベーションパーク内）  

      セミナー：１階セミナー室  

      技術交流会：アトリウム  
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■主 催  京都市，（公財）京都高度技術研究所  

■定 員  ８０名（先着順）  

■参加費  ２，０００円（技術交流会費を含む）  

■申込方法 下記 URL からお申し込みください。  

      https://www.astem.or.jp/whatsnew/event/  

■申込締切 令和元年８月１９日（月）  

       ※定員になり次第締め切らせていただきます。  

【プログラム】  

13：00～ 開会あいさつ 

13：10～ 講演①「ロボット産業・政策の動向について」  

               経済産業省近畿経済産業局  次世代産業・情報政策課   

               課長 大塚 公彦 氏 

14：10～ 講演②「製造現場において人と協働できるロボットとは」  

          ファナック株式会社 常務理事 ロボット事業本部  

          技監 工学博士 榊原 伸介 氏 

15：20～ 講演③「ハプティックインタフェースと運動学習への応用」   

          京都大学工学研究科 機械理工学専攻 准教授 遠藤 孝浩 氏 

16：00～ 講演④「人型重機を社会実装する」  

          株式会社人機一体  代表取締役社長  金岡博士  

16：40～  講演⑤「世界初！ブロッコリー選別自動収穫機の開発について」  

                マイコム株式会社  常務取締役 技術担当 畝村 暢一 氏 

17：20～   閉会あいさつ  

17：30～19：00 技術交流会  

 

【お問合せ先】 

 （公財）京都高度技術研究所  地域産業活性化本部  

  京都市桂イノベーションセンター  担当：小野寺，岩城  

  TEL：０７５－３９１－１１４１  FAX：０７５－７５４－６４５３  

  E-mail：info-kkic@astem.or.jp  

 

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

(3)オール京都で販路開拓を支援！  

「京都知恵産業フェア 2020」出展事業者募集・募集説明会開催のお知らせ  

                              ≪産業観光局≫ 

 

 京都知恵産業フェア実行委員会では，京都の伝統や文化を背景に，独創性， 

先駆性，高品質性など知恵を活用した商品やサービスをバイヤーに売り込む展示  

商談会「京都知恵産業フェア 2020」を，昨年に引き続き令和 2 年 3 月に京都で  

開催される「第２回京都インターナショナル・ギフト・ショー 2020」の会場で  

実施します。  

この「京都知恵産業フェア 2020」への出展事業者を募集するとともに，あわせ 

て募集説明会を開催致します。  

販路開拓に意欲的に取り組む多くの事業者様のご参加をお待ちしています。  

  

【京都知恵産業フェア 2020 開催概要】  

■会期：令和 2 年 3 月 11 日(水)・12 日(木) 

■会場：京都市勧業館  みやこめっせ(3 階) 展示場 

   ※「第 2 回京都インターナショナル・ギフト・ショー 2020」会場内  

■主催：京都知恵産業フェア実行委員会  

    京都府，京都市，京都商工会議所，（一社）京都経営者協会  

    (一社)京都経済同友会，(公社)京都工業会  

    (公財)京都産業 21，(公財)京都高度技術研究所  

    (地独)京都市産業技術研究所  
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【出展事業者  募集概要】  

■募集対象：  

京都の素材や技術，知恵，自社の強みを活用することで，現代ニーズ 

 に沿った付加価値の高い，商品の開発とともに，販路開拓に意欲的に  

 取り組まれている京都の中小企業  

■募集企業数：  

100 社程度 ※出展にあたっては選考があります。  

■募集分野：  

 京都ならではの技術や素材，知恵を活用したライフスタイル関連商品  

(ファッション，ライフスタイル，ビューティ＆コスメ，フード) 

■募集する商品のコンセプト：  

・京都ならではの技術，伝統，デザイン，感性，物語性を感じられる商品  

・バイヤーや市場ニーズに対する適合性や話題性のある商品  

・市場に出回っていない，独創性に富んだ商品や技術を活かして新たに  

 開発した商品 等 

■出展料：35,000 円(税込) 

 ※基本小間設備代のみ。その他レンタル備品，電気工事代等は出展事業者負担  

■募集期間：  

 令和元年 7 月 10 日(水)～8 月 29 日(木) 17:00 ※必着 

 

【出展者募集説明会】  

■日 時：令和元年 8 月 1 日(木) 13:30～14:30 

■会 場：京都商工会議所 会議室(京都経済センター7 階) 

■参加費：無料  

 

◇◇◇説明会の申込はこちら  

  ⇒ http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_110212.html  

◇◇◇出展者募集の詳細はこちら   

  ⇒ https://www.kyo.or.jp/kyoto_chiefair/  

◇◇◇お問合せ先  

   京都知恵産業フェア実行委員会  

   (事務局：京都商工会議所内 ) 

   TEL：075-341-9781 E-mail： kyoto-chiefair@kyo.or.jp  

   URL：https://www.kyo.or.jp/kyoto/  

 

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

 (4)京で輝く！女性活躍推進シンポジウム   

経営戦略としての女性活躍推進とは？  

                              ≪文化市民局≫ 

 

 この度，女性活躍推進事業の一環として，「経営戦略としての女性活躍推進と  

は？」をテーマにシンポジウムを開催し，オムロン株式会社  上村千絵氏による  

基調講演や，地元企業によるパネルディスカッションを行います。  

働き方の見直しの取組を考えておられる企業の皆様，取組を始めておられる企  

業の皆様，働き方改革に関心をお持ちの皆様などたくさんの御参加をお待ちして  

います。  

■日時：令和元年８月１日（木）午後１時３０分～午後４時３０分  

■場所：京都市男女共同参画センター  ウィングス京都 イベントホール  

■プログラム  

○ 基調講演  「オムロン流女性活躍」  

  講師：上村 千絵 氏(オムロン株式会社 グローバル人財総務本部   

企画室ダイバーシティ推進課課長）  

  女性活躍機会の拡大に向け，「キャリア支援」と「両立支援」の二つの軸を  

同時に実行することで多様なロールモデルの女性社員育成を行っているオムロ  
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ングループ。多様な働き方を実現する企業の取組やご自身のご経験についてお  

話しいただきます。  

○ パネルディスカッション  「経営戦略に必要な『女性活躍』  その効果と展  

望を先進企業より学ぶ」 

  パネリスト：横井  慎一氏（株式会社横井製作所  取締役専務） 

        新井 恭子氏（京都サンダー株式会社  代表取締役）  

        上村 千絵氏（オムロン株式会社  グローバル人財総務本部   

企画室ダイバーシティ推進課課長）  

  モデレーター：福井 正樹氏（合同会社ＷＬＢＣ関西  業務執行役員）  

○ 事業紹介  多様な働き方を実現する働きやすい環境づくりのための支援事業  

の紹介 

■定員：２４０名（入場無料，申込み先着順，保育あり（有料））  

■申込み：電話，ファックス又はＥメールにてお申し込みください。  

必要事項：①「女性活躍推進シンポジウム」  ②氏名（ふりがな） ③電話番号  

 ④メールアドレス   

⑤保育を希望される場合はお子様の人数・年齢（月齢まで）  

※保育希望の場合は７月２５日（木）までにお申し込みください。  

 

 

【申込・問合せ先】 

合同会社ＷＬＢＣ関西  

 【 電    話 】０７８－５７０－００４５  

 【ファックス】０７８－５７０－５６０１  

 【 Ｅメール 】info@wlbc-kansai.com  

 

■主催等：（主催）輝く女性応援京都会議（事務局：京都市，京都府，  

京都労働局，京都商工会議所）  

     （共催）関西女性活躍推進フォーラム  

     （事務局：京都市文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当）  

■詳細はこちら↓ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000254205.html  

 

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

(5)７月３１日（水）は「固定資産税・都市計画税」第２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≫  

 

「固定資産税・都市計画税」第２期分の納期限は７月３１日（水）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  
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■「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  

 

【お問合せ先】  

市税事務所 納税室納税推進担当  

電話：０７５－２１３－５４６６  
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☆ 参加企業等からのお知らせ  

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

(6)BEYOND KYOTO「幸せってなんだ。」  

テクノロジー，ビジネス，ソーシャルの観点から，「幸せ」と向き合います。  

                               ≪京都リサーチパーク株式会社≫        

 

今回で 4 回目となる BEYOND，今回のテーマは「幸せ」。当たり前のようで誰し  

もが分かってないこの幸せについて，若手起業家，投資家，NPO，学生団体など  

さまざまな方を交えながらド直球に考えます。私は今幸せかな？今後どんなビジ  

ネスが世の中に求められるの？テクノロジーを活用して幸せになるためには？   

そんな問いを持ったみなさまに，勇気と笑顔と新しい出会いをお届けします。  

イベント後の交流会では，ゲスト登壇者や起業家と混ざり合い，お酒片手に  

お話しましょう！  

 

■開催日 7 月 28 日(日) 13：00～17：45(終了後交流会  18:00～20:00，有料)  

■場 所 京都リサーチパーク西地区 4 号館地下 1 階バズホール  

■詳細はこちら↓  

https://peatix.com/event/701947  

 

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

(7) サイバー攻撃から組織を守るための対策～ ISO 及び英国認証制度の活用～  

                           ≪京都リサーチパーク株式会社≫  

   

昨今増大しているサイバー攻撃に対抗するために何をすればいいのか？世界で  

もサイバーセキュリティ対策の先端を走るアイルランド政府商務庁とアイルラン  

ドの ISO 認証機関であるサーティフィケーション・ヨーロッパ・ジャパンが，世 

界中で活用されている ISO 27001（国際規格）の仕組み及びヨーロッパにて普及  

し始めている英国政府認証の制度を紹介します。 

 

■開催日 7 月 30 日（火）10：30～12：00(無料) 

■場 所 京都リサーチパーク西地区 4 号館 2 階 ルーム 2B 

■詳細はこちら↓  

https://www.krp.co.jp/krpweek/event/001329.html  

 

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

(8)労務・人事管理セミナー ～表に出ない労務リスクの怖さと対応策～  

                           ≪京都リサーチパーク株式会社≫  

 

近年働き方改革が推進される中で，労務・人事管理が問題となってきています。  

急成長を目指していくスタートアップや中小・中堅企業にとって，労務管理とい  

ったバックオフィス分野は専門的知見を保有している人を，常に雇用することは  

難しいのが現状です。しかし，労働契約書未締結，36 協定未締結事案は厚生労働  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000192437.html
https://peatix.com/event/701947
https://www.krp.co.jp/krpweek/event/001329.html


省の HP で社名と共に掲載される等，社会的問題として取り上げられるようになっ  

てきています。  

そんな労務・人事管理の問題が現状どうなっているのか，どのような問題が発  

生しているのか，違反が見つかるとどうなるのか，どう対策すべきかをリアルケ  

ースを交えながらお話しいただきます。イベント終了後には個別の相談会も開催  

しますので，お気軽にご相談ください。  

 

■開催日 7 月 31 日（水）15：00～17：00(無料) 

■場 所 京都リサーチパーク東地区 KISTIC 棟 2 階イノベーションルーム  

■詳細はこちら↓  

https://ms-krp-vol01.peatix.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://ms-krp-vol01.peatix.com/
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
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