
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 26 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)締切は９月１３日！「京都市 輝く地域企業表彰」の事業者募集について   

～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「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ております。  

募集締切日まで３週間を切りました！是非ともご応募お待ちしております！  

ご不明な点は，お問合せ先まで気軽にご相談下さい！ 

■募集締切日  

９月１３日（金）  

■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  

 

 

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 

 

 ▼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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(2)「企業向け人権啓発講座」（第 5 回）の開催について  

≪文化市民局≫ 

 

京都市では，社内における人権尊重の風土づくりや企業と社会の持続可能な  

成長に役立てていただくため，「企業向け人権啓発講座」を年に１０回開催して  

います。  

 第５回の講座について，以下のとおり参加者を募集いたします。  

 皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■テーマ  私たちは「同和問題」にどう向き合っていくか 

～一緒に考えるということ～  

■日時   令和元年９月２５日（水）午後２時～午後４時  

■内容   三木 幸美 氏（（公財）とよなか国際交流協会  職員）  

■会場   京都私学会館 大会議室（地下１階）  

■申込〆切 令和元年９月１８日（水）  

■対象   京都市内に事業所を持つ企業等の経営者，総務・人事責任者，  

人権研修推進者等  

■申込方法 ＦＡＸ又は電子メール  

■参加費  無料 

 

【問合せ先】 

 京都市文化市民局 共生社会推進室（啓発担当）  

 ＴＥＬ：０７５－３６６－０３２２  

【詳細はホームページを御覧ください。】 

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000250560.html  

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

(3)「『性の多様性』ってなに？～性的少数者の人権に関する基礎知識～」の  

発行について  

≪産業観光局≫ 

 

京都市では，まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし，尊重し合う習慣が根付  

いた人権文化の息づくまち・京都を実現するために，様々な取組を行っています。  

 この度，８月の人権強調月間に合わせて，「性の多様性」に関する啓発リーフレ  

ットを発行しました。性的少数者の人権について，理解を深められる内容となって  

おりますので，是非ご覧ください。  

市役所案内所，各区役所・支所で配布しているほか，下記ホームページからも  

ご覧いただけます。  
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【お問合せ先】  

京都市文化市民局共生社会推進室（人権文化推進担当）  

TEL：075-366-0322  

【詳細はホームページを御覧ください。】  

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000255881.html  

 

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

(4)京の商人育成塾「みせづくりカレッジ」の開催について  

                              ≪産業観光局≫ 

 

京都市では，多様で個性豊かな商業の維持・向上を図るため，商業分野に特化  

した起業セミナー「みせづくりカレッジ」を開催します。  

京都マルイでのトライアル販売やその経験を踏まえた店舗経営講座等，専門家  

の伴走支援による特別プログラムにより，あなたの夢を応援します。  

是非ご参加ください！  

 

☆京都市ホームページ  

 【広報資料】京の商人育成塾「みせづくりカレッジ」の受講生募集について  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000255292.html  

 

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

(5)京都市統計月報の更新（令和元年 8 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 8 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 
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(6)展示商談会「京都知恵産業フェア 2020」出展事業者募集のお知らせ  

～令和 2 年 3 月「京都ギフトショー」会場内で開催～                                           

≪京都商工会議所≫ 

 

 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」の会場である『京都市勧業館みやこめっせ』で開催します。  

この「京都知恵産業フェア」への出展事業者を募集しています。  

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000255881.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000255292.html
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販路開拓に意欲的に取り組む事業者様のご参加をお待ちしております。  

【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  

 

【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/  

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

(7)第３回 知恵産業の森サロン  

 「ＡＩってビジネスにどう活かすの？（中小企業×ＡＩ×知恵）」  

≪京都商工会議所≫  

 

本サロンは，毎回話題のテーマを切り口に，知恵ビジネスに取り組む企業事例  

を学び，自社に活かせるビジネスのヒントを考えていただく気軽なサロンです。  

今回のテーマは「ＡＩ」。「そもそもＡＩって何なんだ？」という漠然とした疑  

問を解きながら，これから中小企業がどのように活用していくべきなのか。  

知恵を掛け合わせることで広がるビジネスの可能性について考えます。  

ぜひご参加ください。  
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【開催概要】  

 ■日 時 ９月９日（月）１７：３０～２０：００  

 ■場 所 京都経済センター 3 階 オープンイノベーションカフェ  

      （京都市下京区四条通室町東入）※公共交通機関をご利用ください  。 

 ■定 員 ５０名（先着順・定員になり次第締め切らせていただきます）  

 

【内 容】 

 ◆第１部 （17:30～19:00） 

  ①「これからの人工知能を考える」  

    講師：佐久間  洋司 氏 (人工知能研究会/AIR 代表) 

  ②「中小企業の AI ビジネス活用事例」  

    講師：古屋 俊和 氏 (株式会社エクサウィザーズ  フェロー) 

  ③ パネルディスカッション  

    ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：賀長  哲也 氏 (中小企業診断士)及び，講師 2 名  

 ◆第２部 （19:00～20:00） 

  交流会（※有料）  

   交流会費 京商会員：1,000 円/名 一般：3,000 円/名 

        （当日現金拝受します）  

 

 ■詳細・申込 https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112022.html  

 

 ■お問合せ  

   京都商工会議所  中小企業支援部 知恵産業推進課  

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

 

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

(8)U34 限定 野心系アトツギのための新規事業開発講座  

≪近畿経済産業局≫  

 

家業で熱狂したい野心系アトツギのための新規事業開発講座＠大阪梅田  

この講座では，親族が商売や事業を営んでいる若い世代（ 34 歳未満）が，  

全 3 回にわたって，家業の経営資源をベースにした新たな事業の開発について考え  

方を学びます。  

 

アトツギベンチャー経営者によるケーススタディをはじめ，事業開発やファミリ  

ービジネスの専門家が講師を務め，講座終了後もオンラインサロン「アトツギ U34」 

で事業化をフォローアップ。  

 

家業の経営資源を徹底的に棚卸ししたうえで，アトツギ自身の経験，得意分野，  

関心テーマなどを掛け合わせて新たなビジネスモデルを開発します。  

 

現時点で，家業に従事していない方も受講していただけます。同じ世代の同じ  

境遇の仲間と一緒に，家業の可能性を探ってみませんか？  

 

 

【対象】  

対象地域（福井県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）で  

親族が事業を営む 34 歳未満の社会人・学生の内，以下の要件に該当する方  

・後継者候補となっている方  

・既に後継者として家業に従事している方  

・現在，家業に従事していないが，後継者になる可能性がある方  

 

【定員】15 名 

（要事前申込。応募者多数の場合，応募内容を総合的に勘案の上，選考させて  

いただきます） 
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【開催日】  

 第 1 回：2019 年 9 月 21 日（土）13：30～16：30※終了後に懇親会（実費）あり  

 第 2 回：2019 年 10 月 5 日（土） 14：00～17：30 

 第 3 回：2019 年 10 月 26 日 （土）14：00～17：30 

 ※全 3 回すべての講義を受講していただけることが必須条件となります。  

 

【詳細・申込み URL】 

https://peatix.com/event/1189142/  

 

【応募締切】2019 年 9 月 13 日（金）17 時 

 

【会場】大阪イノベーションハブ  

https://www.innovation-osaka.jp/ja/  

〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 

TEL：06-6359-3004 e-mail：infoat@innovation-osaka.jp  

 

【参加費】無料  

 

【主催】  

近畿経済産業局  

https://next-innovation.go.jp/renovator/  

 

【共催】  

大阪イノベーションハブ https://www.innovation-osaka.jp/ja/  

一般社団法人ベンチャー型事業承継  https://take-over.jp/   

 

※参考／昨年開催した同様の講座の様子  

https://next-innovation.go.jp/renovator/presspost/atotsugikouza2018/  

 

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

※ 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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