
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 12 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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(1)「京都・地域企業応援会」をご活用ください！  

 

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，今年度も残す  

ところあと３回となりました。開催日や詳細は以下となりますので，ぜひこの機  

会に事業やアイデアの具体化にご活用ください。お早めのご予約をお願いします！  

 

■実施日：第１２回応援会：１月２４日（金）  

     第１３回応援会：２月１４日（金）  

     第１４回応援会：２月２８日（金）  

    ※第１１回（１２月６日）は，定員が埋まりました。  

  

 



▼詳細およびお申込みはこちらをご覧ください。   

  https://community-based-companies.kyoto/ouenkai 

 

【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)「京都市人権文化推進計画」改訂（案）に関する市民意見の募集について  

≪文化市民局≫  

 

京都市では，これまで，「京都市人権文化推進計画」に基づき，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  

づくりに向けて，様々な取組を進めてまいりました。  

 今年度は，１０年の計画期間（平成２７（２０１５）年度～令和６（２０２４）  

年度）の中間年に当たることから，社会状況の変化に対応するため，外部の視点  

からの施策点検を行う「京都市人権文化推進懇話会」から御意見をいただきなが  

ら，同計画の改訂を進めてきました。  

 この度，「京都市人権文化推進計画」改訂（案）を作成し，パブリックコメント  

を実施しています。同計画では，「安心して働き続けられる職場づくり」も重要課  

題の一つとして位置付けております。ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。  

 

■募集期間：令和元年１１月１８日（月）～１２月１７日（火）  

■応募方法：郵送，ＦＡＸ，メール又は下記ホームページの意見募集フォーム  

＜京都市情報館掲載ページ＞  

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/bunshi/0000258935.html  

 

【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  

 

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

(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  成果発表会(DEMODAY) の開催 

                           ≪産業観光局≫  

 

京都市とＡＳＴＥＭでは，若手後継者が家業の持つ経営資源を活用し，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。  

 

 その一環として，後継経営者・後継候補者の方が，経営戦略や財務戦略などの  

将来経営者として必要な視点や，様々な分野で活躍するイノベーターから新たな  

ビジネスモデルを学ぶ「アクセラレーションプログラム」を実施しております。  
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 この度，上記プログラム参加者の成果発表会を開催しますので，後継経営者・  

後継候補者の方はもちろん，事業承継に関心のある地域企業経営者や金融機関等  

の皆様のご参加をお待ちしております。  

 

  ※内容の詳細は下記ＨＰをご覧ください。  

  https://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20191122-27588.html  

 

■日  時 令和 2 年 1 月 11 日（土）13：30～18：00（受付開始 13：00～） 

          ※終了後，交流会を 18：00～19：00 に開催します。  

■会 場 京都高経済センター 3 階 3-H 会議室 

     （京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地）   

■主 催 京都市，公益財団法人 京都高度技術研究所（ ASTEM） 

■対 象 後継経営者，後継候補者，事業承継に関心のある地域企業経営者， 

          金融機関，大学関係者，ベンチャー起業家，学生等  

■定 員 50 名（要事前申込・先着順）   

■参加費 無料（但し交流会ご参加の場合は，参加費 2,000 円が必要です。）  

■申込方法  

 ↓参加申込フォームからお申し込みください。  

 https://www.astem.or.jp/about/inquiry/demoday20200111  

 

■申込締切 令和 2 年 1 月 8 日（水）※定員になり次第締め切ります。  

 

【お問合せ先】 

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（担当：金山，山口） 

 TEL：(075)366-5217 /  FAX：(075)315-6634 

 E-mail：event-g[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えてお送りください。  

 

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

(4)先端技術活用セミナー  

「最新映像技術の現状と未来～ xR 技術が社会を変える～」の開催について  

≪産業観光局≫  

 

近年，映像技術は，画像診断や遠隔地医療，労働生産人口の減少に伴う「モザ  

イク型就労※１」や教育現場などで幅広く活用されており，その技術の進歩は，  

私たちの生活に大きく影響を及ぼすことが予測されています。  

 この度，最新の映像技術である xR※２に焦点をあてたセミナーを開催し，映像  

技術の発達が，未来社会においてどのような課題を解決し，私たちの生活に何を  

もたらすのかなどについて，研究情報や活用事例等を紹介します。  

 多くの皆様の御参加をお待ちしております。  

  ※１ 個々の断片的な時間や能力を組み合わせてフルタイム  

     １人分の労働力を確保する就労モデル  

  ※２ VR(仮想現実)，AR(拡張現実)，MR(複合現実)等の総称  

 

■日 時 令和２年１月１５日(水) 

           セミナー     午後１時～午後５時３０分  

           技術交流会  午後５時３０分～午後７時  

■会 場 京都大学大学院工学研究科イノベーションプラザ   

     （京都市西京区御陵大原１－３０  桂イノベーションパーク内）  

          アクセス： https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/access/katsura  

■主 催 京都市，（公財）京都高度技術研究所  

■定 員 ８０名（先着順）  

■参加費 ２，０００円（技術交流会費を含む）  
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■申込締切 令和２年１月６日（月）  

       ※定員になり次第締め切らせていただきます。  

 

▼詳細およびお申込：下記 URL をご確認のうえ，お申込みください。  

  https://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20191125-27517.html  

 

【お問合せ先】 

公益財団法人  京都高度技術研究所  地域産業活性化本部  

京都市桂イノベーションセンター  担当：小野寺，岩城  

TEL：０７５－３９１－１１４１／FAX：０７５－７５４－６４５３  

  E-mail：info-kkic@astem.or.jp 

 

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

(5)京都市の自転車政策進展中！  

   ～業務や通勤等で自転車を利用される皆様へ～  

≪建設局≫  

 

京都市では，平成 27 年 3 月に策定した「京都・新自転車計画」に基づき，「世界  

トップレベルの自転車共存都市」の実現を目指して，ルール・マナーの周知徹底，  

駐輪環境の更なる向上，走行環境の整備など，各種施策に取り組んでいます。  

自転車政策の主な取組成果をわかりやすく「見える化」しましたので，御覧くだ  

さい。 

→ https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000260156.html   

1 放置自転車台数がピーク時の 100 分の 1 以下に減りました！  

2 自転車事故の件数がピーク時の 3 分の 1 に減りました！  

3 駐輪場が 5 年間で 1.2 倍，10 年間で 2 倍以上に！  

4 自転車保険の加入率が 5 年間で 55 ポイント増えました！  

5 自転車走行環境の整備延長は 5 年間で 9 倍に！ 

 

地域企業の皆様におかれましても，業務や通勤等で自転車を利用する従業員の皆様  

に是非とも周知ください。  

 

【お問合せ先】  

 建設局 自転車政策推進室 計画推進担当  

 TEL 075-222-3565 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(6) 地域企業で働く仲間を探す記事づくり  

「これからの 1000 年を紡ぐ企業認定」企業の求人記事が掲載！  

≪京都移住計画≫ 

 

 京都移住計画では，京都の地域企業を中心に，求人募集の記事を作成しています。  

今回，1000 年を紡ぐ企業認定企業の「フラットエージェンシー」「マザーハウス」  

の二社の記事の掲載がスタートしました。  
 

■株式会社フラットエージェンシー（第二回）  

https://kyoto-iju.com/works/flat3 

 

■株式会社マザーハウス（第四回）  

https://kyoto-iju.com/works/motherhouse 

 

認定企業で実際に働く人達の声や仕事の想いを知ることができますので， 
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是非ご覧くださいませ。  

 

【お問合せ先】  

 京都移住計画  

 https://kyoto-iju.com/ 

 

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

(7)シェアハウス×ゲストハウス×介護事業  

  意見交換会＆懇親会について     

                        ≪有限会社山田木工所≫ 

  

 困りごと（障害，難病，シングルマザー，ニートなど）を抱えていてる方  

 が助け合って生活をするシェアハウス，またその住人が働くゲストハウス，  

 介護が必要な方の為の介護施設という複合施設を考えております。  

 生活することが難しい，働きたくても働けない方の意見を広くお聞きした  

 いです。ぜひお越しくださいませ。  

 

 ■日時：１２月１４日（土）   

  ・意見交換会  １６：００～１８：００  

  ・懇親会    １８：００～２０：００  

  ※意見交換会のみの参加でも構いません。  

  

 ■会場：京宿 桜川（さくらかわ）定員１５名  

     京都市左京区下鴨上川原町６８－１  

  

 ■意見交換会：  

  ・きょうトみらいトがどんなことをやろうとしているかを説明します。  

  ・生活で困っていること，働くことで困っていること，シェアハウスでの  

  生活について，どう思うかなど，ざっくばらんに意見交換ができればと  

  思っております。  

  

【お申込み・お問合せ】  

きょうトみらいト（担当：山田）  

電話：090-3622-3502 

 

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

※ 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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