
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 10 月 15 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！  

 

【目次】================================================================ 

 

☆ 事務局からのお知らせ  

(1)事業継続計画（ BCP）策定セミナーの御案内   

 

☆ 京都市からのお知らせ  

(2)京都市木質ペレットボイラーの導入補助制度現地見学会のご案内  

≪産業観光局≫ 

 (3)「食品ロス削減月間」特集号「ごみゅにけーしょん」の発行について  

≪環境政策局≫  

  (4)１０月３１日（木）は「市・府民税」第３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≫  

☆ 参加企業等からのお知らせ  

(5)「第 2 回京商フューチャーセッション」   

   ～AI が育むスモールビジネス～   

   ≪京都商工会議所≫ 

(6)中小企業診断士による『無料創業相談会』を開催します！  

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

 

=========================================================================  

【本文】  
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(1)事業継続計画（ BCP）策定セミナーの御案内      

 

未来力会議事務局を務める京都市地域企業振興課では，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するセミナーを開催します。  

 ぜひ御参加ください！ 

 

【詳細は以下のページを御覧ください】 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000258606.html  

 

１ 日時 ・一般事業者向け  令和元年 10 月 29 日［火］午前 10 時～正午  

     ・業界団体向け  令和元年 10 月 30 日［水］午前 10 時～正午  

      ※30 日は業界団体として可能な取組を御紹介します。  

２ 場所 京都商工会議所 7－A 会議室（京都経済センター７階）  

     （〒600-8565 京都市下京区四条通室町東入  阪急烏丸駅 26 番出口）  

３ 主催 京都市，京都商工会議所，京都府中小企業団体中央会，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 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000258606.html


５ 定員 各回 100 名 

６ 対象 事業者の方，業界団体の方  

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：ミネルヴァベリタス株式会社  

     F A X：06－4706－3356 

      締 切：10 月 28 日（月）  

 

【問合せ先】  

産業観光局 地域企業振興課  

TEL：075-222-3329 

 

▼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)京都市木質ペレットボイラーの導入補助制度現地見学会のご案内  

≪産業観光局≫  

 

京都市では，平成 21 年度より京都市内産木材から作ったバイオマスエネルギー  

「木質ペレット」の普及に取り組んでおります。  

本年度は「令和元年度京都市内産木材の情報発信強化（市内産木質ペレット等の  

普及促進）事業」（委託事業）として，受託者である弊社より，木質ペレットの利用  

意義や利点，また木質ペレットを燃料とするボイラー及びその導入補助制度等に  

ついて下記現地見学会を開催させていただき，ご案内させていただきます。  

誠に恐縮ですが，環境にやさしい再生可能エネルギーである京都市産木質ペレット  

の導入に向け，お気軽にご参加の程よろしくお願い申し上げます。  

 

※補助内容（概要）  

ペレットボイラー：導入費（税抜）の 3 分の 2 以内（上限 2,500 万円/台） 

 

■見学会日程について  

第一回 令和元年１１月  ６日(水) 11:00～12:00 

第二回 令和元年１１月２０日(水) 11:00～12:00 

第三回 令和元年１２月 ５日(木) 11:00～12:00 

 

■見学会場所  

社会福祉法人  西山福祉会 西山寮 

〒610-1134  

京都市西京区大原野石作町 256-1 

TEL 075-332-2030 

 

■お問合せ窓口  

＊ご不明な点ありましたらお問い合わせください。   

＊見学会に参加される方はメールにてお知らせください。  

テクノ矢崎株式会社 西部支店 芹沢（せりざわ）  

TEL;06-6458-4545   FAX;06-6458-4536 

e-mail; serizawa.m@t-yzk.jp  

 

https://community-based-companies.kyoto/
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
mailto:serizawa.m@t-yzk.jp


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

(3)「食品ロス削減月間」特集号「ごみゅにけーしょん」の発行について  

≪環境政策局≫  

 

京都市内の事業者から排出される食品ロスは，なんと！３．６万トン！（１日  

当たり約１００トン）。１０月１日に「食品ロス削減推進法」が施行され，より  

一層の食品ロス削減の取組の推進が求められています。  

一人ひとりが食べ物の「もったいない」を見直し，オフィスで，店舗で，ご家  

庭で，できるところから食品ロスの削減に取り組みましょう。  

詳しくは，１０月の「食品ロス削減月間」の特集号「ごみゅにけーしょん」  

第３７号を御覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000243098.html  

（ごみの減量は経費の節減につながります！バックナンバーでは，プラスチック  

や紙ごみの減量，分別対策のポイント等も分かりやすく御紹介しておりますので，  

御覧ください。）  

 

【問合せ先】  

 環境政策局  循環型社会推進部 ごみ減量推進課  事業ごみ減量担当  

 電話：075-366-5090／電子メール：gomigenryo@city.kyoto.lg.jp  

  

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

(4)１０月３１日（木）は「市・府民税」第３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≫  

 

 「市・府民税」第３期分の納期限は１０月３１日（木）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  

 

■「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  

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000243098.html
mailto:gomigenryo@city.kyoto.lg.jp
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001465.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000216989.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000192437.html
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(5)「第 2 回京商フューチャーセッション」   

  ～AI が育むスモールビジネス～   

   ≪京都商工会議所≫ 

 

 経営者や新規事業担当者，学生等の“交流の場”「京商フューチャーセッショ   

ン」を開催します。テーマ分野で活躍する起業家等の講演後，グループ形式で対   

話し，新たな知恵の創出を図ります。第 2 回は「AI が育むスモールビジネス  

 ～未来の会社のカタチとは？～」です。   

 

■日 時 令和元年 10 月 25 日（金）18:30～21:30  

■場 所 京都経済センター 3 階 3-F 会議室  

      （京都市下京区四条室町東入  阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 26 番出口直結）  

■定 員 50 名  

■参加費 無料  

■講 師 (同)アイキュベータ 代表社員  松田 雄馬 氏  

          (株)ブレイン 代表取締役社長  神戸 壽 氏  

 

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

    https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_111724.html  

 

【お問合せ先】  

 京都商工会議所 中小企業支援部    

 創業・事業承継推進課  

  TEL 075-341-9782 

 

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

(6)中小企業診断士による『無料創業相談会』を開催します！  

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

 

 11 月 4 日の「中小企業診断士の日」に因んで，中小企業診断士による『無料  

創業相談会』を開催します。  

 会社勤め等で，平日は公的窓口相談等を利用しづらい創業予定の方などは，  

ぜひこの機会にお越しください。  

 

■日 時 令和元年 11 月 4 日(月・休) 9:00～16:30（最終受付 16:30） 

■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  

■定 員 10 名（先着順）  

■内 容 創業相談（原則として受け付け順で，相談は１時間以内） 

■参加費 無料 

■対 象 創業予定や創業後２年以内の方  

 

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

  ▼https://www.shindan-kyoto.com/event/2019-11-4/  

 

【お問合せ先】  

 (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  

https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_111724.html
https://www.shindan-kyoto.com/event/2019-11-4/


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

