
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 1 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)【２月５日開催】第２回「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)１月２１日開催  令和元年度府市障害者雇用促進セミナー  

「スターバックスコーヒーに学ぶ !!障害のある方の“おもてなし力”を  

育てるキャリアステップ」のお知らせ  

≪保健福祉局≫ 

 

(3)「発達障害のある大学生が卒業後に戦力となる働き方を考えるワークショップ  

  ・企業と学生の個別意見交換会」の開催について  

≪保健福祉局≫ 

 

(4)「ものづくり都市・京都の発展に繋がる京都拘置所及び京都運輸支局の敷地  

活用案（素案）」に関する市民意見募集についてのお知らせ 

≪総合企画局≫ 

 

(5)京都市ベンチャービジネスクラブ１月例会について 

～中小企業における動画マーケティングの活用方法～ 

≪産業観光局≫ 

 

(6)１月３１日（金）は「市・府民税」第４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  

(7)京の茶室文化・数寄屋建築を支える  木の文化を探るツアー  

～都を支える職人の技・自然共生の知恵の源流を辿る～ 

≪株式会社 hibana（京都ペレット町家ヒノコ）≫ 

 

(8)「第 3 回京商フューチャーセッション」～シェアリングエコノミーの可能性～      

≪京都商工会議所≫  

 

(9)「関西圏雇用労働相談センター」では，採用・雇用の疑問を“無料で”  

弁護士・社労士に相談できます！  

≪関西圏雇用労働相談センター≫ 
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(1) 【２月５日開催】第２回「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，第２回「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，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。  

第１回に来られた方は勿論，初めて御参加される方も大歓迎です！  

是非ともご参加お待ちしております。   

 

■日時 ：令和２年２月５日（水）午後６時３０分～９時（午後６時開場）  

■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・質疑応答／交流会（立食形式）」  

 

＜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） 

 

▼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/kouryuu02   

 

【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)１月２１日開催  令和元年度府市障害者雇用促進セミナー  

「スターバックスコーヒーに学ぶ !!障害のある方の“おもてなし力”を  

育てるキャリアステップ」のお知らせ  

≪保健福祉局≫ 

 

 京都市及び京都府では，府の企業ネットワークと，市の就労支援のネットワー  

クとを繋ぐことで，企業と就労支援機関が連携して就労支援や定着支援に取り組  

むきっかけづくりの一環としまして，障害のある方の「おもてなし力」を育てる  

キャリアステップセミナーを開催しますので，お知らせいたします。  
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 ご応募お待ちしております。  

 

■日時 令和２年１月２１日（火）  

１部 １５時～１７時１５分（受付開始 １４時３０分～）   

２部 １７時１５分～１８時  

■会場 京都経済センター ３階 ３－Ｆ会議室 

    （京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地） 

■対象 京都に本社又は事業所のある企業，  

京都の障害者就労支援事業所職員及び総合支援学校の教員等  

■定員  ３０人 ※ 先着順  

■参加費 無料 

 

 詳細とお申込みは次の URL をご覧くださいませ。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000260652.html  

 

主催 京都府，京都市，京都障害者雇用企業サポートセンター  

共催 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部  

    京都障害者職業センター  

    京都障害者就業・生活支援センター 

    しょうがい者就業・生活支援センターはあとふるアイリス  

    なんたん障害者就業・生活支援センター  

 

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

(3)「発達障害のある大学生が卒業後に戦力となる働き方を考えるワークショップ  

  ・企業と学生の個別意見交換会」の開催について  

≪保健福祉局≫ 

 

産官学及び就労支援事業所の連携のもと，障害のある大学生が活躍できる社会の  

実現に向け，ワークショップ及び個別意見交換会を開催します。  

ワークショップでは，企業と就労支援事業所と大学の３者が一堂に会し，発達障  

害のある学生が個々の強みを最大限に発揮できる職場のヒントや，企業の職場改善， 

就労支援事業所の支援の在り方について考える機会とします。  

更に，２月以降に，ワークショップ参加企業様から，学生と企業の一対一による 

意見交換を希望する企業を募り，米国の大学で行われている  

「Employer in Residence（EiR）」の手法（企業の人事担当者や障害当事者の社員が  

大学を訪れて，そこで障害のある学生と会い，見て知る取組）を取り入れた「企業  

と大学生の個別意見交換会」を開催する予定です。 

本案内は，その導入の，ワークショップ開催についての御案内です。  

参加について，是非御検討くださいますようお願いいたします。  

 

■日時 令和２年１月３０日（木）１３：１５～１６：４５（受付開始１３：００～）  

■会場 京都経済センター ３階 ３－Ｆ会議室  

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地）  

■対象 市内に本社または事業所のある企業  

市内障害者就労支援事業所職員  

市内の大学の就職支援担当者  

■定員  ４５人（企業１５人，障害者就労支援事業所１５名，大学１５名）  

※ 先着順。定員になり次第締め切ります。  

■参加費 無料  

 

本ワークショップ開催にかかる申込書を含むチラシは，近日中に，京都市障害者 

就労支援推進会議「はたらきまひょ（https://www.hatarakimahyo.jp/）」にて公開  

予定ですが，現時点で，御興味をお持ちの方，参加を検討されている方は，  

以下までメールを送付くださいますようお願いいたします。  
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【連絡先】 

 所属：京都市保健福祉局障害保健福祉推進室  

 担当：就労支援担当  松山，田中  

 電話：０７５－２２２－４１６１  

 メール：syogai@city.kyoto.lg.jp  

 

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

(4)「ものづくり都市・京都の発展に繋がる京都拘置所及び京都運輸支局の敷地  

活用案（素案）」に関する市民意見募集についてのお知らせ 

≪総合企画局≫ 

 

京都市では，これまでから国に対して，京都拘置所及び京都運輸支局の移転を  

はじめとした有効活用の検討を継続的に要望しています。 

京都市としては，らくなん進都はもとより，京都の更なる発展のために，両施  

設の敷地を有効活用することにより，企業集積をより一層促進したいと考えてい  

ます。そこで今年度，国に提示し，有効活用の検討を更に要望するための両施設  

の敷地活用案を策定します。  

この度，活用案（素案）について，事業者等の皆様からの御意見を募集します。 

ぜひ貴重な御意見をお寄せください。  

 ※国が拘置所及び運輸支局の移転等を決定されたものではありません。  

 

■締切：令和２年１月３０日（木）必着  

■配布：市役所，各区役所・支所，地下鉄駅等 

■詳細：https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/sogo/0000260706.html 

 ※上記ＵＲＬの参照リンクに意見募集送信フォームがあります  

■提出方法：郵送，持参，FAX，電子メール及び市民意見募集ＨＰの送信フォーム等 

 

【お問合せ及び市民意見の提出先】 

京都市総合企画局プロジェクト推進室（京都市役所分庁舎地下１階） 

 〒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：０７５－２２２－３９８４ ＦＡＸ：０７５－２１３－０４４３  

 電子メール：project@city.kyoto.lg.jp  

 

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

(5)京都市ベンチャービジネスクラブ１月例会について 

～中小企業における動画マーケティングの活用方法～ 

≪産業観光局≫ 

 

高度な技術や，独創的な経営活動で成長を続けるベンチャー企業の交流組織であ  

る京都市ベンチャービジネスクラブ（ＫＶＢＣ）では，このたび「中小企業におけ  

る動画マーケティングの活用方法」と題したセミナーを開催します。 

このセミナーは，どなたでも御参加いただけますので，多くの皆様のお申込みを  

お待ちしております。  

 

■日時 令和２年１月２２日（水） 午後６時～午後８時３０分  

■場所 烏丸プレミアムダイニング百  

    京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル東側  ホテルチェックイン四条烏丸２階  

■内容 

「中小企業における動画マーケティングの活用方法」 

  講師 株式会社フレイ・スリー  代表取締役ＣＥＯ 石田 貢 氏 
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■参加費 無 料 

■定  員 ５０名（申込先着順：定員になり次第締切）  

■申込について  

 ・申込方法  

   京都市ベンチャービジネスクラブホームページを御覧いただき，ＦＡＸで  

お申込みください。  

   ホームページ：http://www.kvbc.jp/schedule/index.html 

ＦＡＸにてお申し込みの際は，①お名前，②会社名・所属，③電話番号を明記して，

下記申込・問合せ先に送信してください（様式自由）。 

 ・申込締切 

令和２年１月２０日（月）※締切を延長しました。  

 

【問合せ先】  

ＫＶＢＣ事務局 

京都市産業観光局新産業振興室  担当：野村） 

 ＴＥＬ：０７５－２２２－３３２４  

 ＦＡＸ：０７５－２２２－３３３１  

 

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

(6)１月３１日（金）は「市・府民税」第４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４期分の納期限は１月３１日（金）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 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(7)京の茶室文化・数寄屋建築を支える  木の文化を探るツアー  

～都を支える職人の技・自然共生の知恵の源流を辿る～ 

≪株式会社 hibana（京都ペレット町家ヒノコ）≫ 

 

千年近い時を経て受け継がれる，京都の特徴的な文化の１つと言える「茶室文化」  

「数寄屋建築」。これらは，「北山杉」等の徳勅的な森林を育ててきた林業の職人から， 

「京名栗」をはじめとした多様な表情で木材を製材・加工する匠，そして自然共生の  

精神のもと，多様な自然素材を活かして空間を彩る大工など，多様な職人の技・知恵  

によって支え続けられてきました。  

 

“木の文化”の源流である森林を出発点に，製材・加工，そして普段訪れることが  

できない建築物まで，職人や専門家と歩むことで，京都が培ってきた歴史・  文化性 

を学びます。  

 

■出発日  令和 2 年 1 月 23 日(木)・24 日(金) 両日ともに 9～17 時  

■集合場所 ＪＲ二条駅西口（両日とも貸切バスで移動します）  

■集合時間 午前 9 時 

■定員 先着 20 名（最小遂行人数 10 名） 

■料金 8,000 円（税込，2 日間 2 昼食付）  

 ※宿泊ご希望の方は別手配しますので，ご連絡ください。 

  １日のみの参加希望の方はお問合せください。  

■対象 

 旅行事業者・観光ガイド / 森林・環境活動をしている事業者・団体 / 

 木材・建築関係者 / 行政・まちづくり関係者 / デザイン，ものづくり関係者/ 

 学生・意欲的に学びたい方  

 

＜1 月 23 日＞ 

亀岡市七谷川の広葉樹の森巡り，「磨き丸太」を産出する中川地域を訪れます。  

北桑木材センター（京都市右京区京北），京都北山杉の里総合センター  

（京都市北区）を見学します。  

案内人：  

大ヶ谷 宗一氏（製材所・大ヶ谷林産代表）  

松本 吉弥氏（京都北山丸太生産協同組合理事）  

前田 清二氏（京都府森林組合連合会アドバイザー）  

 

＜1 月 24 日＞ 

原田銘木店（京都市右京区京北），有斐斎弘道館（京都市上京区）  

社寺建築 奥谷組（京都市南区）を見学します。  

講師：桐浴 邦夫氏（京都建築専門学校副校長，建築史家）  

 

【申込み・問合せ】 

アルファトラベル株式会社  電話：075-256-8377 

京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町 375 SSS ビル 4 階 

ＷＥＢでもお申込みできます。 http://alphatravel.co.jp/ 

 

【主催】林業女子会＠京都  https://fg-kyoto.wixsite.com/fg-kyoto    

【共催】京都ペレット町家ヒノコ  http://www.hibana.co.jp/kyoto-pellet/ 

※本ツアーは，林野庁「木の文化の発信・木のおもてなしの提案」事業の補助  

 を受け，実施いたします。ツアーの記録として映像撮影をさせていただきます。  

 

 ------------------------------------------------------------------------- 
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(8)「第 3 回京商フューチャーセッション」～シェアリングエコノミーの可能性～      

≪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 3 回は「シェアリングエコノミーの可能性～分か 

ち合いで生み出す新たな価値～」です。  

 

■日 時 令和 2 年 1 月 31 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 (株)宙オリエンタル 代表取締役  梶原 裕美 氏 

          (株)ビザスク 代表取締役 CEO 端羽 英子 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 

 

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

(9)「関西圏雇用労働相談センター」では，採用・雇用の疑問を“無料で”  

弁護士・社労士に相談できます！  

≪関西圏雇用労働相談センター≫ 

 

「初めて（いずれは）従業員を雇いたいけど，採用時の留意点は？」，「起業しよ  

うと思うけど，雇用管理はどうすればいいの？」といったお悩みはありませんか？  

「関西圏雇用労働相談センター」では，夜の８時まで，ベンチャー企業（業種不  

問），グローバル企業の経営者等を対象に弁護士や社会保険労務士による相談等が  

“無料で”受けられます。  

窓口だけでなく，電話やメール等でも受け付けていますので，お気軽にご相談く  

ださい！  

 

■場所 グランフロント大阪北館  ナレッジキャピタル８Ｆ Ｋ８２７号室  

■時間 月～金の 11：00～20：00 ※祝日，年末年始(12/29～1/3)を除く  

 

▼詳細はこちらのＨＰをご確認ください。  

https://kecc.jp/  

 

【お問合せ】 

 国家戦略特区 関西圏雇用労働相談センター事務局 

 TEL 06-6136-3194 FAX 06-6371-3195 E-mail info@kecc.jp 

 

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

※ 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。  

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

