
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 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！  

 

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

 

☆ 京都市からのお知らせ  

(2)【重要】クーポン券で無料の風しん抗体検査・予防接種を受けられます！  
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☆ 参加企業等からのお知らせ  

(4)昭和 40 年発足『京都市青年経営者研究会』で一緒に活動してみませんか？  

≪京都市青年経営者研究会≫ 

 

(5)EPA 原産地証明 (自己申告制度)ワークショップ  

≪ジェトロ京都≫ 

 

(6)第５回 知恵産業の森サロン  

「これからの産業人材を考える」（人材×知恵×事業展開）  

≪京都商工会議所≫ 

 

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

【本文】  
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☆ 事務局からのお知らせ  
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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（第 2 回）を開催します。  

 僅かではございますが，まだ席が空いておりますので，第 1 回に来ておられない 

方も含め，皆様の御応募お待ちしております。 

 

■日時 令和 2 年 1 月 24 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） 

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

■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  



■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  

■費用 無料（定員：30 名，先着順（残席僅か）） 

■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  

 

【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)【重要】クーポン券で無料の風しん抗体検査・予防接種を受けられます！  

≪保健福祉局≫ 

 

昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性は，他の世代の方よりも  

風しんに対する抵抗力が弱い方が多いことがわかっており，令和 3 年度末までの  

期間限定で風しんの定期予防接種の対象者となっています。対象となる方は，お 

住いの自治体が発行するクーポン券の使用により無料で抗体検査と予防接種（抗  

体検査の結果，陰性の方のみ）を受けることができ，また，抗体検査については， 

職場の定期健康診断の機会に実施できる場合があります。  

対象となる方は，ぜひこの機会を活用して抗体検査及び予防接種を受けていた 

だき，各企業等の産業保健御担当の皆様につきましては，対象となる従業員の方  

が，職場の健診で抗体検査を受けられるよう健診実施機関と調整いただく等，御 

協力をお願いいたします。  

 

▼詳細はコチラ  

（クーポン券につきましては，住民票がある市町村にご確認ください。）  

厚生労働省ＨＰ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku -k

ansenshou/rubella/index_00001.html 

京都市ＨＰ  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000248959.html 

 

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

(3)京都市統計月報の更新（令和元年 12 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 12 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/ 
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【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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(4)昭和 40 年発足『京都市青年経営者研究会』で一緒に活動してみませんか？  

≪京都市青年経営者研究会≫ 

 

「京都市青年経営者研究会」は，京都市内及びその周辺に事業所を有する青年  

経営者や次期経営者等が会員となり，青年経営者等が抱える諸問題について調査，  

研究等を行い，次代を担う経営者としての研鑽を深め，地域産業の振興発展に寄  

与することを目的として活動している団体です。  

   

・会 長：芳村 敦 

・会員数：36 名（正会員 17 名 賛助会員 19 名）  

 

昭和 40 年 10 月の発足以来，京都市（地域企業振興課）が事務局を務めています。  

 

 年間を通して，経営に資する内容や経営者としての資質向上を図るための講習会，  

会員相互の情報交換，親睦，研修旅行など，様々な事業を実施しています。  

 

 平成 30 年度は，以下の事業を行い経営者としての学びや会員間の親睦を深めて  

います。  

 ・京都市とつながりを広げる納涼会  

 ・2018 年 7 月豪雨により被災された企業の見学，対策を学ぶ研修旅行  

 ・仁和寺の高級宿坊のビジネスモデルの見学  

 ・ＨＯＲＩＢＡ  ＢＩＷＡＫＯ Ｅ-ＨＡＲＢＯＲの見学  

 

 また，近隣他都市の「大阪市青年経営者連合会」や「一般社団法人神戸市機械金属  

工業会 青年経営研究会」などの友好団体との共催事業等も実施しています。  

 

 現在，新入会員を募集していますので，様々な出会いから経営の発展につなげるため  

にも，ぜひ当会で一緒に活動してみませんか？  

 

ご入会等は以下のＨＰを御確認ください。 

 ▼https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000112195.html  

 

【お問合せ先】  

 京都市青年経営者研究会事務局  

（京都市産業観光局 地域企業振興課内）  

 電話：075-222-3329 
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 ------------------------------------------------------------------------- 

(5)EPA 原産地証明 (自己申告制度)ワークショップ  

≪ジェトロ京都≫ 

  

■日 時：2020 年 1 月 20 日（月曜）14 時 00 分～17 時 00 分（13 時 30 分受付開始）  

■場 所：京都経済センター 4 階 4-A 会議室 

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番） 

■主 催：ジェトロ京都 

■参加費：無料  

■定 員：30 名（先着順）※定員に達した場合のみご連絡します  

■申込締切： 2020 年 1 月 16 日（木曜）  

■詳細，お申込はこちら↓  

https://www.jetro.go.jp/events/kyo/f325b7ad86cf1e3c.html  

（個別相談をご希望のお客様は，「個別相談申込書」をダウンロードし，必要事項を  

 ご記入の上，ジェトロ京都（kyo@jetro.go.jp）宛にご提出ください。）  

 

【お問合せ先】 

ジェトロ京都  担当：黒川，酒井 

Tel：075-341-1021 Fax：075-341-1023 

E-mail：KYO@jetro.go.jp 

 

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

(6)第５回 知恵産業の森サロン  

「これからの産業人材を考える」（人材×知恵×事業展開）  

≪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参加型サロンです。 

今回のテーマは「人材」。新規採用，人材育成，外国人材など事業展開において  

「人材」とどのように向き合っているのか，知恵ビジネス認定企業 3 社の事例を  

もとに考えます。ぜひご参加ください。  

 

【開催概要】  

■日 時 １月２９日（水）１７：３０～２０：００  

■場 所 京都商工会議所 ７－Ｂ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）  

■参加費 無料（但し，交流会は有料）  

■内 容 

  第１部 パネルディスカッション（ 17:30～19:00） 

   （パネリスト）  

    株式会社キャビック  代表取締役 兼元 秀和 氏 

    株式会社フラット・エージェンシー  代表取締役  吉田 創一 氏 

    エスティーワイ株式会社  チーフディレクター 柴田 彩巴 氏 

   （ファシリテーター）  

    龍谷大学  名誉教授  佐藤 研司 氏 

  第２部 交流会（ 19:00～20:00）※有料  

         ※１名につき会員 1,000 円 ／ 一般 3,000 円 ／ 学生 無料  

       （当日現金拝受します）  

 

■詳細・申込  https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112646.html  

 

【お問合せ先】 

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 

 

************************************************************************ 
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※ 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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