
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 17 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)12 月 20 日（金）， 2 月 5 日（水）  

「京都・地域企業交流会」の開催について  

 

☆ 京都市からのお知らせ  

(2)京都駅東部エリア  

『高瀬川オープンカルチャーフォーラム 2020』の開催について  

≪総合企画局≫  

 

(3)【南区東九条地区】活用いただける市有地があります。   

                           ≪都市計画局≫ 

 

(4)「テック・ロケットシップ・アワード」参加者募集（英国総領事館）  

≪産業観光局≫ 

 

(5)１月６日（月）は「固定資産税・都市計画税」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≫  

 

=========================================================================  
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(1)12 月 20 日（金）， 2 月 5 日（水）  

「京都・地域企業交流会」の開催について  

 

この度，地域企業の皆さんの活動を応援するため，「自社の魅力を未来へと継い  

でいく経営を考える交流会」として，京都・地域企業交流会を開催します。  

地域企業間の交流や繋がりを深めるとともに，今回は，先代から引き継いだ事業  

を未来へ向けて転換し，ブランド力を向上させてきた経営者の方をゲストとしてお  

招きし，地域企業の伝統と革新による具体的な経営手法についても共有します。  

参加者の皆さんの対話によって，事業承継やブランドづくり，または，新たな担  

い手や商機を引き寄せるためのヒントを得ていただき，地域企業の持続的発展に向  

けた一助となれば幸いです。是非ともご参加お待ちしております。   

 

■日時：第１回 令和元年１２月２０日（金）午後６時３０分～９時（午後６時開場）  

第２回 令和２年２月５日（水）同上  

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

■プログラム：  

・テーマ「自社の魅力を未来へと継ぐ経営を考える」   

・内容「ゲストトークとモデレーター及び参加者からの質疑応答／交流会（立食形式）」  



 

 

 

＜第１回ゲスト＞  

マテックス株式会社代表取締役社長松本浩志（まつもとひろし）氏  

＜第２回ゲスト＞  

うね乃株式会社代表取締役社長釆野元英（うねのもとふさ）氏  

 

■対象京都市内に本店又は主たる事務所を有する事業者等  

■参加料：１，０００円（当日徴収）  

■定員 ：各回５０名（先着順）※各回のみの参加可  

※１２月２０日も，まだ空きがございますのでご応募可能です（１９日午前中まで）。  

 

▼詳細及びお申込みは，以下をご確認ください。  

https://community-based-companies.kyoto/event/kouryuu01  

 

【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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(2)京都駅東部エリア  

『高瀬川オープンカルチャーフォーラム 2020』の開催について  

≪総合企画局≫ 

 

京都市では，京都市立芸術大学等の移転が予定される京都駅東部エリアに「『文  

化芸術都市・京都』の新たなシンボルゾーンを創生し，人と人，人と地域がつなが  

るまち」の実現に向けて，本エリアの活性化の取組を進めています。  

この度，本エリアを南北に流れる高瀬川周辺で活動している方々に集まっていた  

だき，この地に住む人，働く人，学ぶ人が，多様な立場で，楽しみ，集える高瀬川  

エリアの今と未来を考えるフォーラムを開催します。  

このエリアで事業をされている方，また，このエリアにご興味を持たれておられ  

る方のお申込みをお待ちしております。  

 

１日時：令和２年１月２６日（日）午後２時～午後４時（開場：午後１時３０分）  

２会場：京都美術工芸大学 京都東山キャンパス １Ｆ カフェテリア  

      （東山区川端通七条上る）  

３プログラム： 

■基調講演  

テーマ「共有空間の獲得」  

小山田 徹氏（京都市立芸術大学美術学部  教授） 

■常磐津節の演奏  

京都市立芸術大学常磐津部のみなさんによる浄瑠璃と三味線  
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■研究発表  

テーマ「菊浜学区の高瀬川を中心とした地域活性化の取組について」  

安藤 眞吾氏（京都美術工芸大学工芸学部  教授） 

■パネルディスカッション  

テーマ「今，そして未来へ。高瀬川カルチャーを発信する人たち」  

【パネリスト】  

・エレナ・トゥタッチコワ氏（アーティスト）  

・小久保 寧氏（walks 代表） 

・小山田 徹氏（京都市立芸術大学美術学部  教授） 

【ファシリテーター】  

・桜井 肖典氏（一般社団法人 RELEASE;共同代表／構想家）  

■懇親会（参加希望者のみ・お一人様５００円  当日支払）  

 

４参加費：無料 

５定 員：１００名（応募多数の場合は抽選）＊小学生以下は保護者同伴  

６申込先： 

  電話，ＦＡＸ，電子メールで「京都いつでもコール」へお申し込みください。  

  その際に，「氏名，郵便番号・住所・電話番号・同伴者全員の氏名（２名まで）」  

をお伝えください。  

   

【京都いつでもコール】受付時間  午前８時～午後９時（年中無休）  

  電 話：０７５－６６１－３７５５  

  ＦＡＸ：０７５－６６１－５８５５ 

  電子メール：ホームページの専用申込フォームを御利用ください。  

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000258719.html  

 

７申込期間：令和元年１１月２０日（水）～１２月２７日（金）  

 

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

(3)【南区東九条地区】活用いただける市有地があります。   

                           ≪都市計画局≫ 

 

京都市では，令和５年度に予定されている京都市立芸術大学の移転を見据え，  

「京都駅東南部エリア活性化方針」を策定し，本エリアでまちづくりに取り組んで  

います。現在，本エリアの市有地を活用し，地域の賑わいを生み出すイベント等を  

行っていただける事業者を募集しています。  

土地活用に興味をお持ちの方は，以下の宛先まで御連絡ください。  

 

■募集期間：随時募集中（概ね令和２年度末まで）  

■応募方法：下記ホームページに掲載した様式に必要事項を記入し提出してください。  

 

＜京都市情報館掲載ページ＞  

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000254420.html  

 

【お問合せ先】  

京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課（事業第二担当）  

TEL 075-222-3663 

 

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

(4)「テック・ロケットシップ・アワード」参加者募集（英国総領事館）  

≪産業観光局≫ 

 

本アワードは日本のスタートアップ・スケールアップ企業を対象としたコンペティ  

ションであり，受賞企業には欧州随一のテックエコシステムを体験できる英国視察プ  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000258719.html
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ログラムが授与されます。  

海外展開を視野に入れているスタートアップの皆様のご応募をお待ちしております。  

 

「テック・ロケットシップ・アワード」  

https://www.events.great.gov.uk/ehome/ukinjapan/tech-rocketship-awards-2019-20/  

FB：https://www.facebook.com/ukinjapan/  

 

■テック・ロケットシップ・アワードとは  

Department for International Trade（英国国際通商省）が，日本のスタートアップ  

を英国に招待し，英国企業とのオープンイノベーションや英国市場への進出の足がかり  

を提供するもの。  

 

■選考スケジュール  

2020 年 1 月 31 日（金） 受付終了  

2020 年 2 月 中旬     選考結果の発表  

2020 年 6 月 英国視察ツアー  

（カテゴリー  Future Mobility の受賞者は 2020 年後半となります） 

 

【お問合せ先】 

英国総領事館  国際通商部  

investinuk.jp@fco.gov.uk  

 

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

(5)１月６日（月）は「固定資産税・都市計画税」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≫ 

 

固定資産税・都市計画税第３期分の納期限は１月  ６日（月）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  
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電話：０７５－２１３－５４６６  

 

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

※ 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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