
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 8 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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☆ 事務局からのお知らせ  
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(1)令和元年度第 2 回地域企業未来力会議の開催日程・場所が決まりました！  

 

■日時：9 月 10 日(火 )15 時～ 

■場所：京都信用金庫本店 3 階京信ホール 

 

会議終了後には，交流会の開催も予定しております。 

これまでの会議参加者の皆様はもちろん，はじめてご参加いただける方も  

大歓迎ですので，皆様お誘いあわせのうえ，ご参加くださいませ。  

 

 ▼経営課題や社会課題の解決等を目指すアイデアの応募締切は8月23日です。 

締切まで１箇月を切りました！お早めにご提出よろしくお願いします！  

http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html  

 

 なお，会議の詳細や参加票は，近日中にご案内します。  

皆様ご予定のほど，よろしくお願いいたします！  

 

 ▼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/  

http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
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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☆ 京都市からのお知らせ  
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(2)京北地域で開催  

事業継続計画（BCP）策定セミナーの御案内  

≪産業観光局≫  

 

 京都市では，事業者の皆様が災害時でも継続的に事業を続けられ，ひいては  

顧客や取引先に安心してもらえるよう， BCP（事業継続計画）の普及に取り組ん  

でいます。  

 

 この度，「自然災害や人為災害からあなたの事業  守れますか？」と題して，  

BCP を簡単な内容で分かりやすく解説し，理解していただけるセミナーを開催  

します。  

 

【詳細は以下のページを御覧ください】  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000254908.html 

 

１ 日時 令和元年 8 月 9 日［金］午後 8 時～午後 9 時 30 分 

２ 場所 京北商工会館 2 階研修室  

（〒601-0251 京都市右京区京北周山町上寺田 1-1） 

３ 主催 京都市，京北商工会  

４ 講師 ミネルヴァベリタス株式会社  代表取締役 松井 裕一朗 氏 

５ 定員 40 名 

６ 対象 事業者の方  

７ 申込 参加申込書に必要事項を御記入の上， FAX でお申込下さい。  

      申 込 先：京北商工会  

      F A X：075－852－1173 

【問合せ先】  

 産業観光局  地域企業振興課  

 TEL：075-222-3329 

 

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

(3)～京都アトツギイノベーションプロジェクト～  

「アクセラレーションプログラム」の実施について  

≪産業観光局≫ 

 

京都市および ASTEM では，若手後継者が家業の経営資源を活用し，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を目指す，いわゆる  

「ベンチャー型事業承継」を支援するため，今年度から「京都アトツギイノベー  

ションプロジェクト 」を展開しています。  

この度，将来，経営者になるために必要な視点を学び，新規事業のアイディア  

を考え，具体化を支援する「アクセラレーションプログラム（※）」を下記のとお  

り実施しますので，お知らせします。  

後継経営者・後継候補者の方は勿論，皆様承継に関心のある地域企業経営者等，  

皆様のご参加をお待ちしております。  

（※）企業における新事業創出や成長を急速に加速させる支援プログラム  

 

https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000254908.html


◆プログラム内容   

1 概要   

「アトツギ候補なのに経営のことが分からない！」「アトツギとして新しい事業  

を考えたい！」等，事業承継に係るお悩みをお持ちの後継経営者，後継候補者の  

皆様等を対象に， 戦略立案や財務分析など将来経営者に必要な視点を身に付けて  

いただくとともに，新規事業構築のヒントやアイディアを，京都で活躍するイノ  

ベーターから学んでいただきます。  

※プログラム内容の詳細は下記ＨＰをご覧ください。  

https://kyoto-atotsugi-innovation.com  

 

2 募集内容  

(1) 定員    15 名（応募者多数の場合は，エントリーシートから選考します。）  

(2) 受講料   2 万円（税込み）（学生の方は 1 万円（税込み）） 

(3) 募集期間   2019 年 8 月 1 日（木）～8 月 31 日（土）  

(4) 対象 

・中小企業または個人商店の後継経営者または後継候補者  

・応募時点の年齢が 18 歳以上 50 歳未満の方 

・全 8 回通して参加できる方  

・事業承継を機に新たな事業に取り組んでいる方，又はこれから新たな事業に  

 取り組もうと考えている方  

 

３ 会場 

公益財団法人京都高度技術研究所（ ASTEM）10 階 プレゼンテーションルーム  

（京都市下京区中堂寺南町 134 番地）  

 

4 プログラムスケジュール（ 2019 年 10 月 5 日（土）～ 2020 年 1 月 11 日（土））  

    ※いずれも土曜日  13：00～17：00（または 13：00～16：00）   

・Day1 10 月 5 日 財務・税務戦略  

・Day2 10 月 12 日 ビジネスモデルのデザイン  

・Day3 10 月 19 日 組織活性化とリーダーシップ  

・Day4 11 月 9 日 イノベーターから学ぶ①「伝統から革新へのイノベーション」  

・Day5 11 月 16 日 イノベーターから学ぶ②「社会課題をビジネスに」  

・Day6 11 月 30 日 イノベーターから学ぶ③「これからのものづくり」 

・Day7 12 月 14 日 プレゼンテーション力向上  

・Day8  1 月 11 日 DEMO DAY 

  

5 申込方法  

HP（https://kyoto-atotsugi-innovation.com ）から，以下のいずれかの方法で  

お申し込みが可能です。  

・エントリーシートをダウンロードいただき，必要事項を記載のうえ，  

 event-g@astem.or.jp までメールで送付  

・HP 上のエントリーフォームにて，直接記入してお申込み  

 

６【主催】京都市，公益財団法人京都高度技術研究所（ ASTEM） 

【運営協力】フューチャーベンチャーキャピタル (株) 

【協力】経済産業省近畿経済産業局，京都商工会議所，  

  (株)京都銀行，京都信用金庫，京都中央信用金庫，京都信用保証協会，  

(株)日本政策金融公庫  

 

７ 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 企業成長支援部 金山・山口  

TEL：075-366-5217／075-315-3708 

E-mail:event-g@astem.or.jp 

https://kyoto-atotsugi-innovation.com/
https://kyoto-atotsugi-innovation.com/


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

(4)企業向け外国人留学生の採用セミナーの開催について  

                              ≪総合企画局≫ 

 

京都市では，留学生の京都企業に対する興味や理解を促し，京都での就職に結び  

つけるため，就職支援マッチングサイト「ハタ洛」を開設するなど，留学生向けの  

就職支援を実施しております。  

この度，企業における外国人留学生の採用を促進することを目的に，企業向け外  

国人留学生の採用セミナーを下記のとおり実施しますので，お知らせします。  

セミナーでは，講師による講演の他，採用に関する情報提供や社労士による個別  

相談会も行います。外国人留学生の採用活動を円滑に進めるためのヒントを学ぶ機  

会を御提供します。  

皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■日時 令和元年 8 月 23 日（金）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分 

（受付：午後 1 時 15 分から）  

■場所 京都経済センター 6 階 会議室 6-B 

■内容 （１）講演 1「留学生の雇用における在留資格の種類と手続きについて」  

       行政書士アレックス国際事務所  松谷 大慶 氏 

    （２）講演２「外国人雇用におけるルールと労務管理」  

       関西圏雇用労働相談センター相談員，  

まゆみ社会保険労務士事務所  新田 真弓 氏  

    （３）事例・情報提供 「外国人雇用の成功・失敗例，採用に関する情報提供」  

       NPO 法人グローカル人材開発センター  仲田 匡志 氏 

    （４）個別相談会  

       社労士による個別相談会  

（希望者のみ。参加申し込み時にお伝えください。）  

■定員 先着 40 名（1 社 2 名まで。事前申込制）  

■参加費 無料 

■主催 京都市 

■共催 公益財団法人京都高度技術研究所，  

関西圏国家戦略特区 関西圏雇用労働相談センター  

■後援 公益財団法人大学コンソーシアム京都  

■申込み方法  ＮＰＯ法人グローカル人材開発センターのウェブサイト

（http://glocalcenter.jp/ ）または，「問合せ先」へ電話にてお申し込みください。  

（受付：平日 9:30～17:30，土日祝及び 8 月 12 日（月）～16 日（金）は休み）  

※社労士による個別相談会を御希望の場合は，併せてお伝えください。  

■問合せ先  

NPO 法人グローカル人材開発センター（担当：仲田，山田）  

〒602－8061  

京都市上京区油小路通中立売西入ル甲斐守町 97 番地  

西陣産業創造会舘（旧西陣電話局） 2F 

TEL：075－411－5010 FAX：075－411－5011 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(5)「起業支援事業費補助金」の募集のご案内  

                                         ≪京都府≫ 

 

 京都府では，効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現  

することを目的に、「起業支援事業費補助金」の募集を開始します。  

■補助対象者  京都府内で、地域課題を解決する社会的事業※を始めるため、  

新たに起業する方  

       ※地域活性化関連、社会福祉・社会教育・子育て支援関連  

http://glocalcenter.jp/


■補助額   補助率１／２、上限２００万円  

       京都府内でおおむね１０件程度採択の予定  

■応募期間  ７月２３日～８月３０日まで  

■応募方法  起業予定地の商工会・商工会議所の中小企業応援隊によるコンサ  

ルティングを受けて応募書類を作成し、起業予定地の商工会・商工  

会議所まで持参または郵送等  

 

【お問合せ先】  

 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  

【詳細はホームページをご覧ください】  

 https://ouen-kyoto.com/  

 

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

(6)経営者・後継者候補のための『事業承継セミナー』のお知らせ  

                              ≪(一社)京都府中小企業診断協会≫ 

 

 いずれは事業承継しなければならないのに、後継者候補は別の仕事に就いているし、  

なかなか事業承継のことは切り出せない、あるいは、本当に事業を継いでくれる気持ち 

があるのかがわからない、という経営者の方は多くいらっしゃいます。  

 (一社)京都府中小企業診断協会が、最初の一歩を踏み出すお手伝いをいたします。  

 セミナーでは、今回新たに開発された事業承継コミュニケーションツール ROOTS book 

（ルーツブック）について、中小企業診断士が実例を交えてご紹介します。  

 

■日時 

 令和元年 8 月 27 日(火)18:30～20:00 

 （20:00～20:30 個別相談会）  

■対象者  

 事業承継を考えている経営者、経営者候補者  

 （ペアでの参加も歓迎します）  

■会場 

 京都経済センター 会議室 6-A 

■定員 

 20 名（定員になり次第締め切ります）  

■申込 

 以下の申込書により FAX 又はメールでお申込みください。  

 申込期限： 8 月 23 日(金) 

   ▼https://bit.ly/2OiYtr7 

  宛先 

   FAX:075-353-7540 

   E-mail:syoukei@shindan-kyoto.com 

■参加費  

 無料 

【問合せ先】  

 (一社)京都府中小企業診断協会  

 TEL：075-353-5381 

 

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

※ 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。  

 

 

https://ouen-kyoto.com/
https://bit.ly/2OiYtr7


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

 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://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

