
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 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！  
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(1)「新型コロナウイルス対応緊急資金」融資制度の開始について  

 

 京都市及び京都府では，新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け，  

売上げ等の減少，又は原材料費等の高騰により業況が悪化している中小企業者等  

の経営を支援することを目的として，令和 2 年 2 月 6 日から「新型コロナウイル 

ス対応緊急資金」融資制度を開始しておりますのでお知らせします。 

 



＜新型コロナウイルス対応緊急資金＞  

■融資対象者   以下の要件のいずれかを満たす中小企業者等  

１ 直近 1 箇月間の売上高等が前年同期と比して 10％以上減少しているもの  

２ 直近 1 箇月間の原材料費等が前年同期と比して 10％以上高騰しており，  

かつ，経営状況が悪化しているもの  

■融資期間等   

 運転資金 10 年以内（原則，元金均等月賦返済。必要に応じ， 2 年以内の据置可）  

■融資限度額   有担保 2 億円，無担保 8，000 万円    

■融資利率  年 1．2％ （固定金利）  

■受付機関  京都市制度融資取扱金融機関  

 京都銀行，南都銀行，滋賀銀行，関西みらい銀行，福邦銀行，  

 京都信用金庫，京都中央信用金庫，近畿産業信用組合，  

 京滋信用組合，三菱 UFJ 銀行，商工組合中央金庫  

■実施期間  令和 2 年 2 月 6 日から令和 2 年 9 月 30 日まで（予定）  

 

 ▼詳細は以下をご覧ください。 

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000264480.html  

 

【問合せ先】 

 京都市 産業観光局 商工部 地域企業振興課 

 電話：０７５－２２２－３３２９  

 

▼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)「ＫＥＳリフレッシュセミナー」の参加者募集について  

≪環境政策局≫ 

 

環境マネジメントシステムについて，京都発祥の「ＫＥＳ」を中心に，基礎知識 

や他社の取組事例，ＳＤＧｓに対応した活用方法などについて御紹介します。  

 

■開催日時 令和２年３月６日(金）午後２時～午後４時３０分 

■会  場 京都経済センター ６階 ６－Ｄ会議  

（京都市下京区四条通室町東入） 

■参 加 費 無料 

■内  容 

＜第１部（午後２時～午後３時１０分）＞ 

テーマ：「環境マネジメントシステムの基本と活用について」  

講 師：特定非営利法人ＫＥＳ環境機構  

 対 象：ＥＭＳの導入を検討されている方  など 

＜第２部（午後３時２０分～午後４時３０分）＞ 

テーマ：「これからの環境マネジメントシステムのいかし方や目標設定方法について」   

講 師：特定非営利法人ＫＥＳ環境機構  

 対 象：ＫＥＳの環境改善目標の設定や活動の停滞にお悩みの方  など 

※ 他にも，各部にてＫＥＳ登録事業者による取組事例発表を予定しています。 

■定  員 ６０名（先着順，１企業（団体）２名まで）  
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■主  催 京都市，特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構  

■申込期限 令和２年３月４日（水）まで 

■申込方法 以下のＵＲＬの申込みフォームからお申込みください。  

     ▼https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000263778.html  

 

【申込み・問合せ先】 

 環境政策局  環境企画部 環境管理課  

 電話：075-222-3951 FAX：075-213-0922 

 E メール： k-kyosei@city.kyoto.lg.jp 

 

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

(3)京で輝く！女性活躍推進セミナー 企業を成長に導く働き方  

～意識の変化が職場を変える～  

≪文化市民局≫ 

 

この度，京都市では，「企業を成長に導く働き方～意識の変化が職場を変える～」  

をテーマに，地元企業等の経営者・管理職等によるトークセッションや参加者交流  

会などを行う，女性活躍推進セミナーを開催します。働き方の見直しを進めている  

企業の皆様，働き方改革に関心を持つ皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■日時：令和２年３月９日（月）午後２時～午後４時（午後１時３０分開場）  

■場所：京都経済センター ４階 ４－B 会議室  

■プログラム  

■内 容   

①イントロダクション   

「育児と管理職との両立体験を『効果的なマネジメントに生かす』」  

【講師】福井  正樹氏（合同会社 WLBC 関西執行役員）  

②トークセッション   

「経営者・管理職・子育て世代社員による本音トーク」  

 【登壇者】北村 征志氏（株式会社北村鉄工所  代表取締役）  

木原 千絵氏（京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社）  

黒川 達也氏（株式会社ヤマコー）  

【モデレーター】福井  正樹氏（合同会社 WLBC 関西執行役員）                

③参加者交流会（グループワーク）         

 

■定員：４０名（入場無料，申込み先着順，保育あり）  

■申込み：電話，ファックス又はＥメールにてお申し込みください。  

（必要事項）①「京都市女性活躍推進セミナー」 ②氏名（ふりがな） ③電話番号  

 ④メールアドレス  ⑤勤務先・所属  

※保育を希望される方は，３月４日（水）までに，保育を希望されるお子様の人数，  

年齢（月齢まで）をお申し込み時にご連絡ください（先着順）。  

こちらから折り返し詳細をご連絡いたします。  

 

■主催等：【主催】輝く女性応援京都会議  

（事務局：京都市，京都府，京都労働局，京都商工会議所）  

（事務局担当：京都市文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当）  

▼詳細はこちら  

https://kyoto-womens.org/event/%e3%80%90%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%

9b%86%e3%80%91%e4%ba%ac%e3%81%a7%e8%bc%9d%e3%81%8f%ef%bc%81%e5%a5%b3%e6%80%a7%e6

%b4%bb%e8%ba%8d%e6%8e%a8%e9%80%b2%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc  

 

【申込・問合せ先】 

合同会社ＷＬＢＣ関西  

 電 話 ０７８－５７０－００４５  
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 ＦＡＸ ０７８－５７０－５６０１  

 メール info@wlbc-kansai.com  

 

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

(4) ～“みんなごと”のまちづくり推進事業「つながり促進プログラム」～  

『X Cross Sector Kyoto Open day 活動報告＆交流会』の開催について  

≪総合企画局≫ 

 

京都市では，“みんなごと”のまちづくり推進事業を実施し，「まちづくり・お宝  

バンク」に登録された取組提案の実現に向けた支援を行うとともに，京都のまちづ  

くり活動の活性化を図っています。  

令和元年度からは，新たな取組として，セクターを超えた連携を更に促進し，社  

会課題の解決に向けた新たな価値を創造するため，“みんなごと”のまちづくり推進  

事業「つながり促進プログラム」『 X Cross Sector Kyoto（クロスセクター京都）』  

を立ち上げ，昨年９月から本年２月にかけて全３回のグループセッション等の対話を  

通じて，チーム毎にプロジェクトの企画・構想案を練り上げてきました。  

 この度，セッション参加者による活動報告及び「まちづくり・お宝バンク」取組  

提案者と地域のまちづくり活動の担い手等が広く交流する，“みんなごと”のまちづ  

くり推進事業「つながり促進プログラム」『 X Cross Sector Kyoto Open day 活動報告  

＆交流会』を下記のとおり開催しますので，お知らせします。  

 

地域企業の方，まちづくり活動に関心のある方など，どなたでも参加いただける  

交流会です！お知り合いの方などもお誘いいただき，ぜひご参加ください！！   

 

■日時 令和 2 年 2 月 29 日(土) 13:00-17:00(12:00 開場)  

■場所 龍谷大学深草キャンパス 22 号館 3 階 302 教室（伏見区深草塚本町 67）  

■定員：100 名（先着順）    

■参加費：無料  

■プログラム   

12:00 開場 / 受付開始  

13:00 はじまりの挨拶  / 今年度の取組について  

13:20 セッション参加者による活動報告（全６チーム）   

14:15 各チームとのグループセッション   

14:45 休憩  

15:00 ゲストトーク＆セッション  

 ・「お互いの資源や可能性を活かしあうためにできること」   

<トークゲスト>  

 ・工藤瑞穂さん / 村田和代さん  / 加藤たけしさん  

15:30 あなたと仲間がつながるセッション   

 ・参加者の皆さんが可能性を探したいテーマを募り少人数のグループセッションを  

実施します。ゲストの話を聞いた上で自身の課題を共有しフラットに話し合える  

空間をつくりながら新たなつながりとアクションを探ります。   

16:30 全体共有 / クロージングセッション   

17:00 おわりの挨拶 / 終了  

 

【申込方法・問合せ先】  

詳細及び申込方法等については，以下の Peatix の申込ページ，フェイスブックページを

ご確認ください。電話 /FAX/メールでお申込みの場合は，氏名，所属，連絡先，交流会への

参加の動機を明記の上，お申込みください。 

 

▼Peatix（ピーティックス）の申込ページ  

 https://xsectorkyoto-openday.peatix.com/  

▼フェイスブックページ  

 https://www.facebook.com/events/481605769167821/  
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有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 (担当:東，琴地)   

TEL:075-257-7871 FAX:075-257-7846 MAIL:office@machigoto.net  

 

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

(5)『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  

  

【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）  

 

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

(6)『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  
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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）  

 

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

(7)京都市統計月報の更新（令和２年２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２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  
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【問合せ先】  

 産業観光局  観光 MICE 推進室 

 電話：075-746-2255 

 

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

☆ 参加企業等からのお知らせ 

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

(8)参加型セミナー  SDGs を活用した活動整理術 ～基本の「き」～ 

≪京のアジェンダ 21 フォーラム≫ 

 

当セミナーは、ワークショップ形式にて設定された課題や原因、それらの相互  

作用について検討・理解を深めると共に、参加者が実施する事業・取組の位置づ  

けを SDGs の観点から整理する方法を身に付けることを目的としています。  

環境経営へシフトするための第一歩となるような内容です。  

 

■日時：2 月 29 日（土）13:30～16:30（開場 13:15 予定） 

■会場：京都経済センター 4 階 会議室 4-A 

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地） 

■対象：SDGs を現在の事業や取組に活用したい企業・団体、自治体の方  

■定員：30 名（申込み先着順、参加費無料）  

■主催：京都市  

■実施：京のアジェンダ 21 フォーラム（公益財団法人京都市環境保全活動推進協会）  

■協力：特定非営利活動法人 KES 環境機構  

■内容： 

＜講演＞ 

「SDGs から見る環境・社会配慮の基礎・基本（仮）」  

慶應義塾大学政策・メディア研究科  特任助教授、SDGs-SWY 共同代表 高木超氏  

＜事例紹介＞ 

「SDGs に係る京都市の取組（仮）」  

京都市総合企画局総合政策室 SDGs・レジリエンス戦略室課長  齋藤久也氏  

＜ワークショップ＞ 

「SDGs の観点からの事業・取組の考え方（仮）」  高木超氏  

 

▼詳細はこちらをご覧ください。 

http://ma21f.sblo.jp/article/187108070.html 

 

【問合せ・申込み先】 

(公財)京都市環境保全活動推進協会アジェンダ課（担当：相澤）  

メール agenda@ma21f.jp  

FAX 075-647-3536 

TEL 075-647-3535 

 

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

※ 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 
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     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

