
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 27 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)第 3 回「地域企業未来力会議」の開催日程・会場が決まりました！ 

 （令和 2 年 3 月 25 日（水）16 時～＠京都銀行金融大学校桂川キャンパス） 

 

■日時：3 月 25 日(水)16 時～ 

■場所：京都銀行 金融大学校桂川キャンパス（京都市南区久世高田町 376 番地 7） 

※京都銀行さんの桂川キャンパスをお貸しいただけることになりました。 

 ありがとうございます。  

 

次回の会議では， 9 月にご提案いただいたアイデアの今年度最終発表を行って  

いただきます。また，会議終了後には，交流会の開催も予定しております。 



最終発表に向け，具体化に向けて練り上げられたアイデアの発表を楽しみに 

お待ちください。 

  

なお，会議の詳細や参加票は，準備が整い次第，ご案内いたします。 

皆様ご予定のほど，よろしくお願いいたします！  

 

▼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)ワールドマスターズゲームズ２０２１関西への大会周知及び参加促進の 

お願いについて  

≪文化市民局≫ 

 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西は，概ね 30 歳以上であれば誰でも参加  

できるアジアで初開催の世界最大級の生涯スポーツの祭典であり，令和 3（2021） 

年 5 月に京都市をはじめとする関西一円で， 35 競技・59 種目が開催されます。  

 本市では，開会式のほか，陸上（トラック＆フィールド），バドミントン，空手  

道，スカッシュの４つの公式競技及び，オープン競技としてペタンク，ダブルダッ 

チを開催します。  

 皆様におかれましては，従業員の皆様への本大会の周知（社内におけるポスター  

・パンフレットの掲出や企業内クラブへの周知など）とともに，是非とも，貴社を  

挙げての取組として，本大会への参加促進に御協力いただきたく存じます。  

 エントリーは 2 月 1 日（土）からです！  

皆様からの多数の御参加をお待ちしております！  

 

＜ワールドマスターズゲームズ 2021 関西（京都市開催分）＞ 

■開催日・会場  

１ 開会式【5 月 14 日（金）】 

  岡崎エリア一帯（平安神宮など）  

２ バドミントン【5 月 16 日（日）～23 日（日）】 

   ハンナリーズアリーナ／市民スポーツ会館／島津アリーナ京都  

３ スカッシュ【5 月 20 日（木）～29 日（土）】 

   エル・スポーツ京都／京都テルサ  

４ 空手道【5 月 21 日（金）～23 日（日）】 

   京都市武道センター  

５ 陸上競技（トラック＆フィールド）【5 月 21 日（金）～27 日（木）】 

   たけびしスタジアム京都・補助競技場（京都市西京極総合運動公園内）  

■参加料  

競技出場者 15,000 円（5 競技種目まで出場可）  

 

【お問合せ先】  

 「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」京都市実行委員会事務局  

 TEL：075-366-0168 

 HP：https://www.wmg2021.kyoto/ 

 ※ポスターやパンフレットの送付を希望される場合は，上記まで御連絡ください。  

 

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

(3)障害者雇用セミナー～精神障害のある方が企業で働き続ける～  

≪保健福祉局≫ 

  

障害のある方を雇用している市内企業における障害特性に応じた仕事の切り出し  

などの事例発表を通じて，障害のある方が，企業でどのような役割を担うことがで  

きるのか，社会で自分らしく働き続けるために大切なことは何かを考えます。  

事例発表の後，職場定着支援の方法，障害者就労支援機関や医療機関・家族との  

連携，障害のある方本人の“想い”，障害特性の理解などについて，意見交換を行い  

ます。 

 セミナー後は，アビリンピック京都大会表彰式を見学していただけます。  

 ぜひ積極的に御参加いただき，今後の障害者雇用の取組の参考にしてください。  

 

■開催日時 令和２年２月１日（土）  

１３時３０分～１４時４５分（受付１３時００分～）  

■場所   京都府立高等技術専門校  会議室１（京都市伏見区竹田流池町１２１ -３） 

※京都市営地下鉄烏丸線くいな橋駅１番出口正面  徒歩１分  

■募集対象 障害者雇用に関心のある京都市内の企業及び就労支援機関  

■定員   ３０名  

■参加費  無料 

■申込期限 令和２年 1 月３０日（木）まで 

 

■詳細は下記をご確認ください。  

https://www.hatarakimahyo.jp/information/information-2405/  

■申込方法  

上記 URL にアクセスいただき，添付チラシをダウンロードの上，  

チラシ裏面の参加申込書にご記入いただき，ＦＡＸ（０７５-７０２-３５０９）まで  

送信ください。  

 

【問合せ先】 

京都市就労移行支援事業等ネットワーク形成促進事業事務局  

社会福祉法人  京都総合福祉協会  

就労移行支援事業・就労継続支援Ｂ型事業所  花水木（担当：河中） 

 

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

(4)京都市統計月報の更新（令和２年１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２年１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/ 

 

【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  

 

https://www.hatarakimahyo.jp/information/information-2405/
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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  

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

(5)HACCP 対策セミナー(2/26(水）） 

～HACCP ハサップ制度化への対策はお済でしょうか？～  

                              ≪京都銀行≫ 

 

2020 年 6 月に，食品衛生法の改正が施行され，原則としてすべての食品等事業者に

「HACCP に沿った衛生管理」が義務化される予定です。  

本セミナーでは，「HACCP」の全体像についてわかりやすく解説するとともに，事業者が

実際に求められることについてもご説明いたします。是非，この機会にご参加ください！  

 

■日 時：2020 年 2 月 26 日（水） 14：00～17：00 

■場 所：京都銀行 本店東館 4 階セミナールーム  

■テーマ：食品衛生法改正に伴うＨＡＣＣＰ義務化について  

■参加費：無料  

■定 員：50 名 

 

【詳細はちらしを御覧ください】  

https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/pdf/seminar200226.pdf#search=%27%E4%B

A%AC%E9%83%BD%E9%8A%80%E8%A1%8C+%EF%BC%A8%EF%BC%A1%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%B0%27   

 

【お問合せ先】 

京都銀行 公務・地域連携部（担当：里村・大橋）  

 TEL 075-361-2271 

 

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

(6)海外輸出に向けた食品安全対応セミナー  

～日本における HACCP 制度化への対応と本当に取り組むべき認証制度とは～     

≪ジェトロ京都≫ 

 

ジェトロでは海外輸出に向けた食品安全への対応に向けたセミナーを開催します。 

日本では，食品衛生法の改正に伴い，HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度 

化が決定されています。また，例えば米国食品安全強化法（ FSMA）では，日本から  

米国へ輸出する食品も対象となり，輸出側は原則 HACCP に準じた危害管理がほぼ全て 

の食品事業者に義務付けられ，輸入側は輸入する食品が FSMA に対応した危害管理を  

行なっているかどうかを検証し，対応しているものだけを輸入するよう義務付けられ  

ています。  

本セミナーでは，米国向けに限らず，食品の海外輸出にあたって食品安全面で留意 

すべきポイントおよび対応方法，ビジネスに必要な国際標準と輸出戦略等について解  

説します。ご関心をお持ちの方はぜひご参加ください。 

 

【開催概要】  

■日時：2020 年 2 月 13 日（木曜） 14 時 00 分～16 時 00 分（13 時 30 分 受付開始）  

■会場：京都経済センター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） 

    https://kyoto-kc.jp/access  

■内容：第 1 部 「HACCP の基本と対応」  

    第 2 部 「ビジネスの観点から見る  いま取り組むべき食品安全」  

    （講師）  ペリージョンソン ホールディング株式会社  

         取締役 営業統括本部長   新谷 雅年 氏 

https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/pdf/seminar200226.pdf#search=%27%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%8A%80%E8%A1%8C+%EF%BC%A8%EF%BC%A1%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%B0%27
https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/pdf/seminar200226.pdf#search=%27%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%8A%80%E8%A1%8C+%EF%BC%A8%EF%BC%A1%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%B0%27
https://kyoto-kc.jp/access


■主催／共催：ジェトロ京都／ペリージョンソン ホールディング株式会社， 

       （予定）京都海外ビジネスセンター  

■定員：60 名（先着順）  

■参加費：無料  

■お申込み方法：下記ウェブサイトよりお申込みください。  

▼申込方法等の詳細はこちら  

http://www.jetro.go.jp/events/kyo/61ea8a4f4d3b72da.html  

 

【お問合せ先】 

ジェトロ京都  （担当：岡本，酒井） 

Tel：075-341-1021 E-mail：KYO@jetro.go.jp 

 

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

(7)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 

 

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

※ 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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https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112646.html


 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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