
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 9 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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【本文】  
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(1)「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，現在，以下の日程  

で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 ７回応援会：１０月 ４日（金）  

第 ８回応援会：１０月２５日（金）  

      第 ９回応援会：１１月 ８日（金）  

      第１０回応援会：１１月２２日（金）  

    ※第１１回以降の予定は，ＷＥＢサイトを通じて随時更新してまいります。  

 

■実施時間：各日，４つの時間帯（各２枠・計８枠）を設けます。 

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：第７，８回 ：「ＴＲＡＦＦＦＩＣ」  

      （京都府京都市下京区塩竈町 363 ウエダ本社北ビル 2F） 

第９，１０回：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サイトから 

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。  

 

【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/  

 ▼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)従業員と経営者の「対話」を通じて生き方・働き方を見つめ直すための合同  

セッション「働きたくなる地域企業のつくりかた」  

≪産業観光局≫ 

 

京都市及び（公財）京都高度技術研究所では，市民，企業，NPO，大学などの  

多種多様な組織や個人が，京都で社会的課題の解決に挑戦し，過度の効率性や競  

争原理とは異なる価値観を広める取組を推進しています。  

 このたび，京都市ソーシャルイノベーション研究所では，「働き方改革」に全社  

で取り組む必要性を感じている経営者と従業員の方を対象に，従業員と経営者の  

「対話」を通じて生き方・働き方を見つめ直すための合同セッション「働きたく  

なる地域企業のつくりかた」を実施します。  

 制度に対応するだけの「働き方改革」では，今後に不安があるという経営者の方， 

人事労務ご担当者，経営者と従業員ご一緒に，ぜひご参加ください。 

 

■日 時 令和元年 10 月 28 日（月）13:00～16:30 

■会 場 （公財）京都高度技術研究所  10 階 プレゼンテーションルーム  

https://www.astem.or.jp/about/access  

（京都市下京区中堂寺南町 134 番地）  

■内 容 

〈前半〉「働き方改革」に関する先進事例を学び，他の参加者と意見交換をする中で， 

自社の常識を疑ってみること，今ある課題の背景や本質を掴むことに取り組みます。  

〈後半〉経営者と従業員の対話により，企業が目指す働き方を一緒に考えます。 
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■講 師 秋葉 芳江氏 

（京都市ソーシャルイノベーション研究所  イノベーション・キュレーター， 

長野県立大学  ソーシャル・イノベーション創出センター  チーフ・キュレー  

ター，Office SPES 代表） 

 

■対 象 「働き方改革」に全社で取り組む必要性を感じている経営者と従業員の方  

（先着 8 社）  

■参加要件  

・原則として，経営者（役員含む）と従業員，どちらも参加できること  

※経営者のみ，従業員のみの参加はご相談ください。  

※1 社あたり 2～5 名。6 名以上の参加についてはご相談ください。  

・下記 2 点を当日までに読んできていただけること  

（1）『働きたくなる地域企業のつくりかた』  

https://social-innovation.kyoto.jp/learning/3197 

（2） 京の企業「働き方改革チャレンジプログラム」合同研修 Day2 レポート  

https://social-innovation.kyoto.jp/learning/2803 

 

■参加費 22,000 円（税込）/1 社 

※お申込後，参加費用の振込手続等についてご連絡いたします。  

■詳 細 https://social-innovation.kyoto.jp/learning/3565 

■申 込 以下の 6 項目についてご記入の上，メールでお申込みください。  

件名：10 月 28 日合同セッション参加申込  

①企業名 ②担当者名  ③電話番号  ④メールアドレス ⑤参加予定人数   

⑥現状の課題  

宛先：silk@astem.or.jp ※10 月 14 日（月）申込受付締切  

 

【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  

京都市ソーシャルイノベーション研究所  

TEL：075-366-5527 E-Mail：silk@astem.or.jp 

 

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

(3)京都ものづくりベンチャー戦略拠点「 Kyoto Makers Garage」 

第３回「KMG ものづくりハッカソン」開催について  

≪産業観光局≫  

 

この度，Kyoto Makers Garage（以下「ＫＭＧ」という。）では，京都試作ネット  

と連携し，参加者が京都試作ネットの若手技術者からサポートを受け，所属企業や  

学校等を超えてチームを結成し，新たなアイデアを出し合いながら製品を開発する  

「ものづくりハッカソン」を下記のとおり実施いたします。  

ものづくりに興味をお持ちの皆様の積極的な御参加をお待ちしております。  

 

※詳細は以下ＨＰにてご確認ください。  

（ＵＲＬ：https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000258194.html） 

 

１ スケジュール(全５回) 

第１回 日程：令和元年１０月１９日（土）  午前１０時～午後６時 

     内容：アイデアソン  

第２回  日程：令和元年１０月２０日（日）  午前１０時～午後３時 

      内容：①アイデアのブラッシュアップ  / ②ビジネスモデル構築について  

第３回  日程：令和元年１０月２６日（土）  午前１０時～午後３時 

      内容：デジタルファブリケーション  

           （データの作り方／3D プリンター等の機材説明）    

第４回  日程：令和元年１０月２７日（日）  午前１０時～午後３時 
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      内容：試作アイデア・試作品の技術面でのアドバイス  

第５回  日程：令和元年１１月１６日  (土) 午後４時～午後６時  

      内容：成果発表会（Demo Day）での発表  

 

２ 会 場  ＫＭＧ 

３ テーマ  スマートキッチンデバイス  

４ 定 員  １０名 

５ 参加費  一般：１０，０００円／学生：無料  

         ※ 試作品製作に当たり，ＫＭＧにない物品等を利用する場合は，  

         別途自己負担が発生する場合があります。  

６ 申 込 令和元年１０月１２日（土）までに，以下 URL のウェブサイトにおいて  

申込を受付けております。（先着順）  

      申込みＵＲＬ：http://www.meetup.com/ja-JP/monozukuri-hub/  

７ 主 催  Kyoto Makers Garage 

（京都市，(公財)京都高度技術研究所，京都リサーチパーク㈱ ,㈱Darma Tech Labs） 

８ 共 催  京都試作ネット  

 

【問合せ先】  

㈱Darma Tech Labs（担当：牧野・勝本）  

 TEL：０７５－３１５－９３９６（代表） /E-mail：pr@makersboot.camp  

 

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

(4)京都市統計月報の更新（令和元年 9 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 9 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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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(5)上京区・下京区 140 周年記念  

 「ヒミツの区民ショー」ラジオ対談オンエア  

≪サンケイデザイン株式会社≫ 

 

 KLK 伝えたい京都，知りたい京都（情報サイト）を主宰するサンケイデザイン㈱  

と地域コミュニティラジオ RADIO MIX KYOTO は，上京区×下京区それぞれの街の  

歴史と魅力を両区長と住民がトークバトル形式で語り合う「ヒミツの区民ショー」  
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を制作し，9 月 30 日，10 月 1 日にラジオで放送します。  

 一人でも多くの方に番組を聴いていただき「わたしたちの街」を地域で，ご家族  

で考えていただく機会にしていただきたいと思います。  

【放送日時】 

①令和元年 9 月 30 日（月）11 時～11 時 50 分 FM87.0 RADIO MIX KYOTO 

 ※主な聴取可能区域：北区・上京区を中心  

 

②令和元年 10 月 1 日（火）13 時～13 時 50 分 FM79.4 京都三条ラジオカフェ    

 ※主な聴取可能区域：中京区・下京区を中心  

 

【出演者】  

  上京区長  林 建志氏，  

上京区 140 周年記念事業実行委員会委員長 上林 研二氏 

  上京区 140 周年記念事業実行委員会委員   小野 佳代子氏  

  下京区長  安河内 博氏 

  下京区 140 周年記念事業実行委員会委員長 鎌田 髙雄氏 

  フリーペーパー「シモヒガ 140」代表 永谷 咲子氏 

  番組進行  木村 博美氏（RADIO MIX KYOTO 京都パーソナリティ）  

 

【問合せ先】  

    サンケイデザイン株式会社（吉川） 075-441-9125 

  Kyoto love Kyoto 伝えたい京都、知りたい京都  

https://kyotolove.kyoto/  

  

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

(6)第４回 知恵産業の森サロン  

 「事業展開と社会貢献を考える」（ビジネスプラン×知恵×SDGs） 

≪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。  

今回は、カカオの生産を通じ、世界に貢献する  Dari K(ダリケー)株式会社さんの  

事例をもとに、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。   

【開催概要】   

■日 時 ９月２７日（金）１７：３０～２０：００   

■場 所 京都商工会議所 ７－CD 会議室 （京都経済センター 7 階）  

     （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 講演   「ビジネスと社会貢献を両立させるメリットと秘訣」   

    講師：吉野  慶一 氏（Dari K 株式会社 代表取締役）  

 ② 解説・質疑応答      ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：賀長 哲也 氏（中小企業診断士）  

 第２部 交流会 19:00～20:00  

■会 費 １名につき会員 １，０００円 ／ 一般 ３，０００円   

       （当日現金拝受します）   

 

■詳細・申込  https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112123.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 

 

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

※ 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。  
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  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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