
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 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！  
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=========================================================================  
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(1)「京都市 輝く地域企業表彰」の対象事業者の募集について   

～地域に根差した企業活動に継続して取り組まれている事業者を表彰します～  

 

京都市では，地域に根差し，地域と共に継承・発展する企業を「地域企業」と  

して市民ぐるみ・地域ぐるみで応援するため，本年４月に「京都市地域企業の持  

続的発展の推進に関する条例」（以下「条例」という。）を施行しました。  

この度，条例に掲げる「地域企業」の理念の共有及び，「地域企業」としての実  

践の促進を図るため，「京都市輝く地域企業表彰」を創設し，対象となる事業者を  

募集します。  

地域に長年親しまれている事業者をはじめ，安心安全への貢献，文化の継承，  

自然環境の保全等，地域に根差して企業活動に取り組まれる事業者を表彰し，  

「地域企業」のモデルを事業者や市民，地域の皆様に広く発信してまいります。  

以下の要件を満たす事業者であれば，皆様御応募可能ですので，多くのご応募 

お待ちしております。  

■対象 

京都市内に本店又は主たる事務所を有し，条例に掲げる地域企業の理念に則し  

て地域に根差した企業活動を営む事業者  

■応募要件  

次の要件を全て満たす事業者とします。  

①  京都市の区域内に本店又は主たる事務所を有する事業者であること。  

②  創業又は法人設立後，京都市の区域内における事業を開始してから１０年  

以上経過していること。 



③  応募する活動等について，５年以上継続していること。また，今後も継続  

する予定であること。  

④  「地域企業宣言」の趣旨に賛同し，「地域企業宣言」または，地域企業と  

しての自社の理念及び活動について発信すること。  

■募集期間・応募方法  

令和元年６月２７日（木）～９月１３日（金）  

（郵送の場合，最終日の消印有効，持参の場合は最終日の午後５時半まで）  

応募用紙に必要事項を記載し，添付書類を添えて，Ｅメール，郵送又は持参  

にて，応募先まで御応募ください（自薦，他薦を問わず御応募可能）。  

 

■表彰制度の詳細・応募用紙のダウンロードはこちら。↓  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000253636.html  

 

【応募・お問合せ先】   

京都市産業観光局商工部地域企業振興課  

住所：京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

電話：075-222-3329 メール：chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp 

 

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

（2)地域企業未来力会議ニュースレター第 12 号の発刊について  

 

令和元年度第 1 回未来力会議の内容（6 月 27 日開催）を掲載した，ニュース  

レター第 12 号を発行しましたので，お知らせします。  

皆様，ぜひ御覧ください。御参加いただいた皆様，ありがとうございました。  

 

■地域企業未来力会議ニュースレターはこちら  

http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000204982.html  

 

 ▼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/  

 ▼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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(3)「これからの１０００年を紡ぐ企業認定」事業者募集のお知らせ  

≪産業観光局≫ 

 

 京都市では，ソーシャルビジネスに取り組む企業や，それらを応援する人々が  

京都に集い，京都から日本の未来を切り拓く「京都市ソーシャル・イノベーショ  

ン・クラスター構想」を推進しています。  

 社会的課題をビジネスで解決することや，社会的課題を生まない新しい商品や  

サービス，あるいはシステムを生み出すことで持続可能な社会の構築に貢献し，  

ソーシャルイノベーションに取り組む企業を認定します。支援パートナーととも  

に，企業の目指す未来に向けた成長と発展をサポートし，「１０００年先に続く  

持続可能な社会を形作っていく企業を後押しする」ことを目的とした制度です。  

この認定制度を通じて，京都に社会的企業や組織，関心のある人々が集い，  

自立し，担い合う，そのような社会基盤を創り上げていくことを目指します。  

現在，申請を受け付けておりますのでご関心のある方は是非一度お問い合わせ  

ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000253636.html
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【詳細】  

https://social-innovation.kyoto.jp/spread/3353  

【問合せ先】  

公益財団法人京都高度技術研究所（ ASTEM）内 

京都市ソーシャルイノベーション研究所（ SILK ） 

TEL：075-366-5527 

MAIL：silk@astem.or.jp  

 

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

(4) 第 49 回京都教育懇話会  ＜日本の未来と人づくり＞  

『「イノベーションのまち」京都の可能性～ kyoto 力×技術革新×次世代～』の  

開催について  

                              ≪産業観光局≫ 

 

この度，京都の産学公で組織する「京都教育懇話会」（会長：堀場  厚 株式会社  

堀場製作所 代表取締役会長兼 CEO）では，『「イノベーションのまち」京都の可能  

性～kyoto 力×技術革新×次世代～』をテーマに，第 49 回京都教育懇話会例会を  

開催します。  

今回の例会は，京都に拠点を立地された先進企業で活躍される方々等をお招きし，  

門川 大作京都市長とのトークセッションを中心に，「イノベーションと人財育成」  

について議論を深めます。  

皆様の御参加をお待ちしております。  

 

■日時：令和元年 8 月 2 日（金）午後 6 時 30 分～8 時 30 分（受付：午後 6 時から）  

■場所：Panasonic Design Kyoto 9 階「GARDEN」 

■内容：近年，AI・デジタル革命の担い手として注目される新興企業の京都進出が  

話題になる中，京都に活動拠点を構える意義や「イノベーションのまち」  

京都で期待される化学反応，未来を創造する人づくりなどについて議論を  

深めます。  

■登壇企業： Sansan㈱，㈱Darma Tech Labs，パナソニック㈱アプライアンス社， 

㈱マネーフォワード， LINE㈱ 

■定員：100 名（参加無料。事前申込制，先着順。） 

■申込み：ホームページ・Ｅメール・ＦＡＸのいずれかにて，名前（ふりがな），  

所属，住所，連絡先を明記のうえ，下記の問合せ先まで。  

（令和元年 7 月 31 日（水）午後 5 時必着）  

【申込み・問合せ先】  

京都教育懇話会事務局（担当：井本，荒堀）  

  TEL：075-813-8292  FAX：075-813-8293   

  E メール：konwakai@st.ritsumei.ac.jp 

HP：http://kyoto-kyoiku-konwakai.net/ 

 

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

(5)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  

 

https://social-innovation.kyoto.jp/spread/3353
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■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）※締切間近です。 

     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  

 

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

(6)京都市統計月報の更新（令和元年 7 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  

 https://ja.kyoto.travel/chosa/kanko_chosa.html  

 

【問合せ先】  

 産業観光局  観光 MICE 推進室 

 電話：075-746-2255 

mailto:kistinfo@tc-kyoto.or.jp
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************************************************************************ 

※ 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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