
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 11 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】================================================================ 
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(5)「地産地消の現場視察 in 向島」（地産地消マッチング会 2019）  
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(1)「京都・地域企業講演会」開催について  

 ～地域企業が生み出す様々な価値を経営に活かすための全 2 回～  

 

 「地域企業が生み出す様々な価値を経営に活かすための全 2 回」シリーズとして，  

「信頼」や「品格」など京都の地域企業が大切にしてきた価値と，それを生み出す  

様々な有形無形の資産，事業，企業文化などを財務諸表のように測り，経営に活か  

すために学び合う講演会を開催します。  

 100 年を超えて人々に選ばれ続ける会社が多いまち，京都ならではの経営の知恵  

を共有し，磨き上げ，新たな価値の気づきと今後の経営の一助となれば幸いです。  

 

■日時 

令和元年 12 月 6 日（金）午後 6 時～7 時 30 分（午後 5 時 30 分開場）  

 （希望者のみ，終了後第 2 部として勉強会：午後 7 時 45 分～9 時）  

 ※第 2 回目は 1 月 24 日開催となります。  

■会場 

 TRAFFFIC（京都市下京区塩竈町 363 ウエダ本社北ビル 2 階） 

 

 

 



■内容 

【第 1 部 午後 6 時～7 時 30 分】 

 講演会「数字では測りにくい地域企業の価値を測り，経営に活かす！」  

 ＜講師＞日本ファンドレイジング協会  常務理事兼事務局長   

     鴨崎 貴泰（かもざき よしひろ）氏   

【第 2 部 午後 7 時 45 分～9 時（希望者のみ）】  

 勉強会「質疑応答と講師からの問いかけ，学び合いの時間」  

■対象 

 京都市内に本店又は主たる事務所を有する事業者，金融機関及び産業支援機関等   

■参加料 

 無料（定員：各回 30 名，先着順） 

■詳細・お申込みは以下の URL をご覧ください。  

https://community-based-companies.kyoto/event/kouenkai01  

 

【問合せ先】  

 京都市産業観光局商工部地域企業振興課  

 電話：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)TAKUMI CRAFT CONNECTION -KYOTO のご案内 

≪産業観光局≫ 

 

京都市と LEXUS が共催で，日本全国の若きモノづくりの「匠」の作品を集結し，  

広く般の方々に「日本の匠の未来」に触れていただくクラフトの祭典となる展覧  

会「TAKUMI CRAFT CONNECTION -KYOTO」を開催します。  

令和元年 11 月 29 日(金)～12 月 1 日(日)にかけて，市内 3 ヶ所（平安神宮額殿，  

京都新聞社地下１階，両足院建仁寺山内）を舞台に，若き匠の作品が展示されます。   

 

■詳細は以下の URL をご覧ください。  

https://lexus.jp/smp/brand/new-takumi/craft-connection-kyoto/  

 

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

(3)注意！「消火器等の訪問点検に関するトラブルが発生しています」  

≪京都市消防局≫  

 

「消火器の点検が必要です。」と事務所や工場を訪問して，設置してある消火器  

を回収し，「薬剤を詰め替えるために消火器を預かるのでサインをしてください。」  

などと言って書類にサインを求める消火器の点検業者が，京都市内でも問題となっ  

ています。  

 サインした書類は，よく見ると請求書で，費用を請求された事業所が，通常依頼  

している点検業者ではないことや，請求金額を不審に思い，消防署に問合せされて  

います。  

 同様のトラブルは，１０月半ばから和歌山県で多発しており，１０月下旬から  

１１月にかけて，京都府南部地域や京都市南部においても発生しています。 
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 悪質な点検や高額な費用請求の被害に遭わないよう，悪質業者の手口を事前に知り，  

職場の全員に周知しておきましょう。  

 

＜悪質点検業者の手口の一例＞ 

１ 訪問前に電話をしたり，本社からの依頼のように装ったりして，安心させます。  

【対策】  

・契約している点検業者の社名や担当者名をいつでも確認できるようにしておき  

ましょう。  

 ・消火器等の直近の点検実施日を確認し，必要な点検かを確認しましょう。  

  消防法では，消火器の点検は６か月に１回，消防機関への点検の報告期間は，  

建物の用途に応じ１年に 1 回又は３年に１回と定められています。  

  （「関連情報３」参照）  

２ 点検の承諾を曖昧にすると，素早く消火器を集め出します。  

【対策】 

・点検を承諾する前に，契約業者であるかをしっかり確認しましょう。  

・身分証明書等の提示を求め，記録を取りましょう。  

・必要のない点検であれば，はっきりと点検を拒否しましょう。  

３ 契約書や請求書等の書類の内容を説明せず，二つ折りにしたり，消火器の預か  

 り証等という理由を付けたりして，サインや押印を求めます。  

【対策】  

・サインを求められたら，その書類が何であるか確認しましょう。  

 ・不審に思ったら，サインや押印には応じず，きっぱり拒否しましょう。  

 ・サインを断っても，別の人にサインを求めることがあるので，職場の全員に周知  

しましょう。  

 

▼関連情報１（全国消防設備協会：防災トピックス）  

 http://www.syoubounet.jp/topics/topics09.html 

▼関連情報２（消防局ＨＰ「消火器の不適切な点検や販売に注意」）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000151485.html  

▼関連情報３（一般社団法人  日本消防設備安全センター「消防用設備又は特殊消防  

用設備等点検報告制度」）  

http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/index03.html 

 

【相談・お問合せ先】 

各消防署 https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000175691.html  

京都市消防局予防部指導課（設備担当）  

電 話：０７５－２１２－６６８２  

 ＦＡＸ：０７５－２５２－２０７６   

 

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

(4)下京アフターアワーズ 特別編  

≪下京区役所≫  

 

下京の旬な人・モノ・場所を舞台に，地域の魅力を活かして活動する様々な方の  

体験を共有しながら人々の出会いを演出する「下京アフターアワーズ」。今回は，  

これまでお招きしたゲストの方々にも御参加いただき，「下京区をどのようなまちに  

したいか」「下京区でどのような活動をしていきたいか」など，これからの下京区に  

ついて語り合い，下京区を舞台としたまちづくり活動の輪をさらに大きく広げていく  

ことを目的に開催します。ぜひお越しください。  

 

■日 時 

令和元年 12 月 9 日(月 )19 時～21 時  

■場 所 

ＫＡＧＡＮＨＯＴＥＬ－河岸ホテル－（下京区朱雀宝蔵町９９）  

http://www.syoubounet.jp/topics/topics09.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000151485.html
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https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000175691.html


■定 員 

先着 50 名 ※要事前申込み  

 

■主 催 

下京区役所  

 

▼詳細・お申し込みはこちら  

https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/page/0000259296.html  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(5)「地産地消の現場視察 in 向島」（地産地消マッチング会 2019）  

  〜京都の食を畑とつなぐ〜   

                                              ≪ＫＧＰＮ≫ 

 

このたび，地産地消マッチング会を現場視察会として企画しました。  

京都市内からほど近い，伏見の向島農園グループの農園を視察します。  

従来の契約栽培から一歩進んで，飲食店のスタッフが畑に訪れて作業も体験  

できる自社農園的な契約栽培の現場を視察しながら，飲食店と生産者の新しい  

つながり方を考えます。  

 

▼行事の詳細は以下のＫＧＰＮのＨＰをごらん下さい。  

http://www.k-gpn.org/chisan_matching191201/ 

▼行事案内チラシ「地産地消の現場視察 in 向島」 

http://www.k-gpn.org/wp-content/uploads/2019/10/chirashi_matching_191201.pdf 

 

冬野菜の旬のこの機会に，ぜひ参加をご検討下さい。  

みなさまのご参加をお待ちしております！  

 

■日時：2019 年 12 月 1 日（日） 14:30〜17:00 

■場所：京都向島農園・種智院大学食堂（京都市伏見区向島）  

■対象：京都府産食材を取り扱う／取り扱いたい， 

■飲食事業者，食品加工業者，生産者など 20 名程度 

■申込締切： 11 月 22 日（金） 参加費：無料  ※先着順 

 

※途中合流・退出が必要な場合は，事務局にご相談下さい。  

 

■主催：京都市, ＫＧＰＮ   

■後援：京都府, 一般社団法人京都府農業会議   

■協力：有限会社京フーズ 京都向島農園（農家グループ）  

 

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

(6)「創業セミナー～地域でチャレンジする起業者～」の開催について  

≪京都府・中小企業応援センター≫ 

 

 これから創業を考えておられる方や創業のヒントをつかみたい方，貴重な体験談  

を聞いてみませんか。１２月８日（日）に開催される「創業セミナー～地域でチャ  

レンジする起業者～」では，地域性を活かし，様々な分野でチャレンジされ，新た 

な価値を提供されている講師の方々を府内４会場にそれぞれ招き，起業体験談など  

をお話いただきます。  

どの会場にいても聞けるようテレビ会議システムで同時中継します。  

 

■日時 令和元年１２月８日（日）１４：００～１７：００（予定）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/page/0000259296.html
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■会場 本会場   京都経済センター３階「３－ F 会議室」  

   北部会場 丹後・知恵のものづくりパーク  

   中部会場 北部産業創造センター  

   南部会場  けいはんなオープンイノベーションセンター  

※テレビ会議システムにより４会場を結びます。  

■内容  

第１部 起業体験談  

第２部 各会場内で講師と参加者との対話等  

（講師）本会場  中須 俊治氏 （AFURIKA DOGS 代表） 

    北部会場 岡村 芳広氏（一般社団法人 Tsuchica 代表） 

    中部会場  小林 加奈子氏（(株)小林ふぁーむ代表取締役）  

    南部会場  澤村 健一氏（イーセップ(株)代表取締役）  

■参加費 無料 

 

▼申込み・お問合せは下記 URL（中小企業応援センターHP）からご覧ください。  

https://ouen-kyoto.com/563 

 

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

※ 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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