
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 2 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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京都レーザーテックオープンデイ開催案内～超臨界乾燥装置によるダメージ  

レス乾燥～ 

≪産業観光局≫ 
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(1)新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口の開設について  

 

この度，京都市内において国内 12 例目となる新型コロナウイルス感染症が発生 

いたしました。これを受け，京都府，京都市では，府民・市民の皆さんの健康相談  

に応えるため，下記のとおり，24 時間対応の電話相談窓口の開設等を行いました  

ので，お知らせします。 

 新型コロナウイルス感染症は，我が国において，現在，流行が認められている  

状況ではありません。感染予防のためには，過剰に心配することなく，季節性 

インフルエンザと同様に職場における咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染  

対策を行うことが重要になります。 

 

＜新型コロナウイルス感染症  専用電話相談窓口＞ 

■京都市域のみ：京都市保健福祉局医療衛生推進室  

        受付時間：２４時間対応(土・日・祝日を含む) 

        電話番号：075-222-3421 

▼京都市ホームページ  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000263411.html  

 

■京都府全域  ：京都府健康福祉部健康対策課  

（新型コロナウイルス感染症専用相談窓口）   

        受付時間：平日 8 時 30 分～17 時 15 分(土・日・祝日を含む ) 

        電話番号：075-414-4726 

 ▼京都府ホームページ 

https://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/novelcoronavirus.html  

 

※厚生労働省：新型コロナウイルスに係る電話相談窓口（コールセンター）  

■電話相談窓口：03－3595－2285 

■受付時間 9 時 00 分～21 時 00 分 

 

▼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)京都ものづくりバレー講座第２回シンポジウム  

「スタートアップエコシステムの構築～100 年続くベンチャーが生まれ育つ  

都を創る～」の開催について  

≪産業観光局≫ 

 

京都ものづくりバレーによる，第 2 回目のシンポジウム「スタートアップエコ  

システムの構築～100 年続くベンチャーが生まれ育つ都を創る～」が開催されます。  

 

今回は，  

１ 第１期寄付講座の活動報告   

２ 内閣府スタートアップエコシステムなど産官学連携の動きに対する議論   

３ 京都ものづくりバレー講座第 2 期構想発表  
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という３つのテーマについて発表します。  

日本のスタートアップを取り巻く環境や今後のあるべき姿について意見交換を  

行う，大変有意義な機会となっておりますので，ぜひご参加ください。  

 

■日 程 2020 年 2 月 8 日（土） 13 時 00 分～17 時 00 分  

■会 場 京都大学 百周年時計台記念館１階  百周年記念ホール（大ホール）   

■シンポジウム参加費  無料  

■懇親会 17 時 30 分～19 時 30 分（税込会費：2,000 円）  

■申込み 以下の URL の申込みフォームからお申込みください。  

     https://kmv.kyoto/archives/1228 

 

【お問合せ先】 

京都ものづくりバレー研究会事務局   info@kmv.kyoto 

 

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

(3)『グローカル人財育成事業 成果報告会』 

  ～京都企業×グローカル人財 持続可能な社会を実現するための働き方とは～   

≪総合企画局≫ 

  

京都市では，大学や国籍の枠を越えた留学生を含む学生をグローバルな視点と  

地域（ローカル）の発展を支える情熱を併せ持った「グローカル人財」として育 

成する事業を実施しています。  

本事業では企業の提示する課題の解決や学生から企業へ提案を行うなどのプロ  

ジェクトに取り組むことで，学生と企業がお互いを知る機会を創出しています。  

 この度，プロジェクトの成果の共有等を目的に，参加学生，連携先企業による  

事業報告及びパネルディスカッション，来場者参加型ワークショップを行う成果 

報告会を開催します。 

 盛りだくさんのセミナーにぜひ御参加ください！  

 

【詳細，お申込みは以下を御覧ください】  

 ▼http://glocalcenter.jp/recruit_project/202001294700.html  

 

■日時 令和 2 年 2 月 28 日(金)14:00～17:00 

■場所 Impact Hub Kyoto 

（京都市上京区甲斐守町 97 番地 西陣産業創造会館 2 階） 

■プログラム  

 ●パネルディスカッション： 

「持続可能な社会の実現に必要な 10 年後の働き方とは？」（仮）  

  ＜登壇者：プロジェクト連携先企業＞ 

西垣 潤 氏(西垣金属工業株式会社 社長) 

松嶌 晃輔 氏（株式会社ファーストリテイリング  人事部新卒採用チーム）  

   プロジェクト参加学生  ３名 

 ●来場者参加型ワークショップ  

  テーマ：「京都企業×グローカル人財  持続可能な社会の実現に必要な 10 年後 

の働き方について考える」（仮）  

 

■定 員 100 名（事前申込制，先着順） 

■参加費 無料 

■主 催 京都市 

 

■申込方法  

 以下の申込フォームからお申込みください。 

 ▼http://glocalcenter.jp/recruit_project/202001294700.html  
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【お問合せ先】  

 NPO 法人グローカル人材開発センター（担当：木下） 

TEL075-411-5010（受付：平日 9:30～17:30，土日祝は休み）  

 

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

(4)『留学生の採用セミナー』  

  事例から学ぶ，自社の外国人採用促進成功の鍵！     

≪総合企画局≫  

 

 京都市では，留学生の京都企業に対する興味や理解を促し，京都での就職に  

結びつけるため，留学生就職支援マッチングサイト「ハタ洛」を開設するなど，  

留学生向け就職支援を実施しています。  

 この度，企業における留学生の採用促進を目的に，採用セミナーを開催します。 

 

 留学生の雇用の実務と定着に関するポイントについて実例を交えた講演！ 

 社会保険労務士による個別相談会も開催！  

 

 盛りだくさんのセミナーにぜひ御参加ください！  

 

【詳細，お申込みは以下を御覧ください】  

 ▼http://www.kyo.or.jp/s/112848  

 

■日時 令和 2 年 3 月 2 日(月)14:00～16:40 

■場所 京都経済センター7 階 会議室:7-CD 

■プログラム 

 ●講演：「外国人留学生の雇用の実務と定着におけるポイント」  

  講師：千葉 祐大氏（一般社団法人 キャリアマネジメント研究所 代表理事，  

            東京工科大学 非常勤講師）  

 ●グループコンサルティング：「外国人材を採用していくために」  

  社会保険労務士への相談時間を設けます。 

 

 ●マッチングサイト「ハタ洛」の紹介  

  ※京都市内企業だけが無料で使えるサービス・登録・活用方法の紹介  

■定 員 30 名（1 社 2 名まで）  

■参加費 無料 

■主 催 京都市，京都商工会議所  

■申込方法 

 以下の申込フォームからお申込みください。 

 ▼http://www.kyo.or.jp/s/112848  

  

【お問合せ先】  

NPO 法人グローカル人材開発センター（担当：中野）  

TEL075-411-5010（受付：平日 9:30～17:30，土日祝は休み）  

 

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

(5)中京区制 90 周年記念事業   

社会的企業について学び交流する事業～働くって何だろう？～ 

≪中京区役所≫ 

 

この度，中京区では，中京区制 90 周年を記念し，将来を担う若者（概ね１５歳  

～３０歳）を対象にしたイベントを開催します。  

 当日は，ゲストに地域に根差して活躍する企業や社会的課題の解決に向けて取り  

組む企業の方をお招きし，働くことの意義などについてお話しいただくとともに，  

「働くとは何か？」をテーマにしたワークショップで意見交流をしていただきます。  
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特に，ワークショップでは，会社経営者や現役社員の方と直接お話しすることが  

でき，大変貴重な機会になること間違いなしの企画となっております。 

 今後の「進路選択」や「なりたい自分探し」を考えるきっかけづくりになればと  

考えておりますので，是非，従業員の皆さまのご家族など，ご関心をお持ちの方に 

ご案内いただきますよう，よろしくお願いいたします。  

 

▼詳細は，区役所ホームページをご覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/nakagyo/page/0000263791.html  

 

■プログラム  

【講演】堀金箔粉㈱，㈱坂ノ途中  による企業活動についての講演  

【ワークショップ】「働くとは何か？」をテーマに意見交流  

 

■日 時 ２月２９日（土）１０時～１２時（受付９時５０分～）  

■場 所 京都市中央青少年活動センター  大会議室  

（中京区東洞院通六角下る御射山町２６２）  

■対 象 市内在住または通勤・通学の概ね１５歳～３０歳の方  

■定 員 先着５０名  

■参加費 無料 

■申込み ２月１７日（月）までに電話，メールまたは専用応募フォームにて。 

■共 催 京都中小企業家同友会中京支部，京都市中央青少年活動センター  

■後 援 京都市ソーシャルイノベーション研究所  

 

【お問合せ先】 

 中京区役所地域力推進室  

総務・防災担当（Tel８１２－２４２１，E-mail：nakagyo@city.kyoto.lg.jp ） 

 

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

(6)京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」先端光加工プロジェクト   

京都レーザーテックオープンデイ開催案内～超臨界乾燥装置によるダメージ  

レス乾燥～ 

≪産業観光局≫ 

 

京都市及び次世代レーザープロセッシング技術研究組合では，レーザー加工技術 

を活用し，最先端技術を担う人材育成のための技術交流を行う「京都産学公共同研  

究拠点『知恵の輪』先端光加工プロジェクト」を実施しています。 

この度，同プロジェクトが保有する高度研究機器及びその活用技術を公開し，見  

て・知っていただける「京都レーザーテックオープンデイ」を開催します。  

今回は，超臨界乾燥装置を用いたダメージレス乾燥技術について，その基礎や様  

々な応用事例を御紹介します。この技術は，ＩＣチップ（半導体集積回路）の製造，  

さらには，食品加工や染色等にも応用可能なものです。  

超臨界洗浄・乾燥技術に興味・関心をお持ちの事業者，装置の御利用を検討の皆  

様は，ぜひ御参加ください。  

 

【開催概要】   

■日 時 2 月 17 日（月）  13：30～17：00（13：00 より受付開始）  

■場 所  

 京都大学大学院工学研究科イノベーションプラザ棟 2 階 会議室  

 京都市西京区御陵大原 1‐30 京大桂イノベーションパーク内  

 http://www.laserprocessing.jp/access  

 

■対 象 超臨界洗浄・乾燥技術に関心をお持ちの事業者   

■参加費 500 円 （ 技術交流会の参加費を含む  ）  
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■主 催 

 京都市，次世代レーザープロセッシング技術研究組合（ LAPRAS），  

 （公財）京都高度技術研究所  

 

■定 員 20 名 （ 先着順 ）  

■講 師 株式会社レクザム 営業本部 三宅 幸一 氏  

■スケジュール（予定）  

・13：00～    開場・受付  

・13：30～13：35 主催者挨拶  

・13：35～13：50 先端光加工プロジェクトの概要説明  

・13：50～14：50 超臨界 CO2 による乾燥および洗浄技術   

  （ 休憩 10 分間 ）  

・15：00～16：00 超臨界乾燥装置を用いた活用事例   

・16：00～17：00 技術交流会  

■申込方法  

「オープンデイ参加希望」と題したメールに以下の内容を添え，お申込みください。  

 1. お名前 2. 所属・役職 3. 連絡先（電話番号，E-mail アドレス)  

  （申込み先 E-mail: info@laserprocessing.jp）  

 

【お問合せ先】  

 次世代レーザープロセッシング技術研究組合  事務局 (担当: 広本)  

 URL：http://www.laserprocessing.jp/  

 TEL：075-381-7990 FAX：075-394-8071 

 

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

(7)アートカルティベートフォーラム 「アートとサイエンス，そして私たちの  

幸福について」の御案内 

≪文化市民局≫ 

 

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会では， 2020 年 3 月初開催となる文化  

・芸術フェスティバル「 KYOTO STEAM－世界文化交流祭－ 2020」を開催します。  

フェスティバルの幕開けとなる本フォーラムでは，アートとサイエンス・テクノ  

ロジーの融合の可能性，そして，アート×サイエンスが私たちにもたらす幸せとは  

何かについて，京都市立芸術大学  赤松玉女学長や京都大学 山極壽一総長をはじ  

めとする３組のアーティストとサイエンティストが語り合います。  

 ぜひ，奮ってご参加ください。  

  

■詳細：https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000260910.html  

■申込：https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000260587.html 

（京都いつでもコール）  

■担当：文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課   

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－ https://kyoto-steam.com/  

 

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

☆ 参加企業等からのお知らせ 

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

(8)京都・知恵ビジネス大交流会 2020 

   ～知恵ビジネスプランコンテスト認定式・発表会～  

≪京都商工会議所≫ 

 

自社の強みや知恵を見つけ，経営戦略を学ぶ講演と新たな取り組みに挑戦する 

事業者が一堂に会する大交流会を開催します。 

オープニングの特別講演には，フィンテック（Fintech）の旗手として注目を  

集める(株)マネーフォワード 辻社長にご登壇いただくほか，第 11 回知恵ビジネ  
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スプランコンテストで認定を受けた企業の表彰・プレゼンテーションも実施致し  

ます。 

業種や企業規模問わず，これからの企業経営に役立つ情報が満載ですので， 

皆様のご参加お待ち申し上げます。  

 

【開催要項】  

■日 時 令和 2 年 3 月 6 日（金） 15:30～19:00 

■場 所 ANA クラウンプラザホテル京都  2 階 平安の間  

    （中京区堀川通二条下ル／地下鉄「二条城前駅」 2 番出口） 

■内 容 

  １ 特別講演   

    辻 庸介 氏 （株式会社マネーフォワード  代表取締役社長 CEO） 

  ２ 第１１回知恵ビジネスプランコンテスト認定式・発表会  

  ３ 交流懇親会  

 

■対 象 中小企業の経営者，経営幹部  

■定 員 250 名（先着順）  

■参加費 講演・認定式 無料／交流懇親会 3,000 円 

■主 催 京都商工会議所  

 

  ▼詳細・お申込みはこちらから  

  https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112628.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  

Mail：bmpj@kyo.or.jp 

 TEL：075-341-9781 

 

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

(9)令和元年度京都ＢＣＰ企業交流会（無料）を開催    

≪京都府≫ 

 

京都府では，事業継続計画（ＢＣＰ）について実践事例のご紹介等を行う「京都 

ＢＣＰ企業交流会」を 3 月 6 日(金)に開催します。  

この企業交流会は，企業の皆さまに実効性のあるＢＣＰの策定やＢＣＰのバージ  

ョンアップをしていただくことを目的とするものです。 

多くの企業の皆さまのご参加をお待ちしています。  

 

■日時 3 月 6 日(金)14 時～16 時 

■場所 御所西京都平安ホテル２階「朱雀」 

■講演 

１ 中小企業の強靱化に向けて（事業継続力強化計画について）  

近畿経済産業局 中小企業課  

２ ロームグループの BCM の取組み  

ローム株式会社  

３ BCP・我が社の取り組み  

協栄エコソリューション株式会社  

４ 平成 30 年台風第 21 号被災の経験を活かす為に  

株式会社マキノデンキ  

５ 事業継続の基礎は，『家庭の防災』～  ワークショップ  ～ 

株式会社ワコール  

■参加申込み・詳細は，ホームページをご覧ください。  

   http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/kyotobcp/kouryukai.html  
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【お問合せ先】  

 京都府 災害対策課  

 電話：075-414-4475 

 メール：saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.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。  

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

 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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