
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 6 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感染症に係る中小企業等支援策活用サポートセンターの 

設置について    

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本市だけでなく、国、府等が給付 

金や補助金等、様々な支援策を実施しています。 

 中小企業・小規模事業者の皆さんが、それぞれの状況に応じた適切な支援策  

を選択し、申請手続等を円滑に行うことができるよう、この度、事前予約制の  

相談窓口「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援策活用サポートセ  

ンター」を市内各所の巡回により開設しますので、お知らせします。  

 

■相談内容  

  専門家（行政書士）が御相談をお聞きしながら、国・京都市・京都府の各  

 種の補助金、給付金等の支援策について、活用可能なものを御案内するとと  

 もに，支援の具体的な内容や対象となる方、必要な書類や問い合わせ先、申 

請手続きの具体的な方法をアドバイスします。  

 

■対象者  

  京都市内の中小企業・小規模事業者の皆さん（個人事業主の方を含む）  

 



■申し込み  

  令和２年６月１６日（火）、以下の予約センター（電話）で受け付けます。  

  （予約センター） 0570-003-080（９時～１７時 土・日・祝を除く）  

 

■事業期間・実施場所  

  令和２年６月１９日（金）から随時実施  

 

■詳細については，こちらをご確認ください。  

 ⇒ https://www.kyoto-support-center.jp/ 

 

 ※ 事前予約制とし、申込が必要となります。  

 ※ 融資や雇用調整助成金、税等に関する具体的な相談は、金融機関、  

   労働局、税務署等、それぞれの窓口でお受けします。  

 ※ 申請の「代行」はできません。  
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(1) ７月１日から全国一律でレジ袋の有料化が義務になります。    ≪環境政策局≫ 

 

プラスチックは私たちの生活に，利便性と恩恵をもたらしてきました。一方，このま

までは２０５０年までに海中のプラスチックの量が魚の量を上回ると言われており，海

洋ごみ問題が深刻な状況になっています。こうした背景を踏まえて，政府は「レジ袋有

料化を義務（無料配布禁止等）とすること」を通じて消費者のライフスタイル変革を促

すこととしました。  

なんと！京都市民が消費するレジ袋の量は，年間一人当たり約２２０枚にもなりま

す！ 

この度，７月１日から全国一律でレジ袋有料化が義務となることなどについて，事業

者の皆様へ広く周知するため，事業ごみ減量ニュースレター『ごみゅにけーしょん』第

４０号を発行いたしましたのでお知らせ致します。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000243098.html 

（ごみの減量は経費の節減につながります！『ごみゅにけーしょん』バックナンバー

では，プラスチックや紙ごみの減量，分別対策のポイント等も分かりやすく御紹介して

おりますので，どうぞ御覧ください。）  

 

【問合せ先】  

 環境政策局  循環型社会推進部 ごみ減量推進課  事業ごみ減量担当 

 電話：075-366-5090／電子メール：gomigenryo@city.kyoto.lg.jp 

 

(2) スマートフォン用決済アプリでの市税の納付が可能になりました！    ≪行財政局≫  

 

 令和２年６月１２日から「PayPay」「LINE Pay」「PayB」による，スマートフォン用決

済アプリでの納付が可能になりました。  

 

▼対象となる市税  

   個人市・府民税（普通徴収）  

   固定資産税・都市計画税（土地・家屋） 

 固定資産税（償却資産）  

軽自動車税（種別割）  

 

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。  
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  【詳細はホームページを御覧ください】  

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270746.html 

 

【お問い合わせ先】  

市税事務所 納税室納税推進担当  

電話：０７５－２１３－５４６６  

 

(3)「文化庁ウェルカム動画」の公開について  ≪総合企画局≫  

 

文化庁については，令和４年度中に京都へ全面的に移転する予定です。この度，地元

京都の文化を振興する多様なメンバーで構成される「文化庁京都移転・私たちができる

こと推進チーム」では，文化庁京都移転を歓迎する「文化庁ウェルカム動画」を制作い

たしました。ぜひご覧ください！  

 

■WELCOME!文化庁京都移転～いよいよ！文化庁が京都移転！！編～  

 https://youtu.be/lOjbCBZqNcM 

■WELCOME!文化庁京都移転～私の「 My Bunka」編～ 

 https://youtu.be/0cKOwZou7bE 

■WELCOME!文化庁京都移転～私の「 My Bunka」編～30 秒 ver 

 https://youtu.be/Jm0TxLeXOBw 

 

※「文化庁京都移転・私たちができること推進チーム」  

  平成 28年 11月に，文化庁の京都移転を契機に，「文化の力で日本を元気にするために，

自分たちに何ができるか」を考え，連携して互いの取組の推進を図るなど，市民ぐるみ

で行動することを目的に結成されたチーム  

https://tsukuru-kyoto.net/bank_activity/ 

 

【お問合せ先】  

京都市総合企画局総合政策室ＳＤＧｓ・市民協働推進担当  

電話：０７５－２２２－３１７８  

京都市総合企画局文化庁移転推進室 

電話：０７５－２２２－４２００  

 

(4) 自転車で通勤される従業員等への安全教育の充実を！  

「京都市自転車安全利用推進企業」にもぜひご登録ください！    ≪建設局≫  

 

新型コロナウィルスの感染拡大を防止する観点から，新たに自転車通勤を始める等，

自転車利用が注目されていますが，一方，事故等の増加も懸念されています。 

京都市では，自転車利用時の基本的なルール等を，分かりやすく取りまとめた冊子

「Enjoy 自転車 life in Kyoto ～自転車の安全な乗り方 Guide～」を作成し，以下の URL

で公開していますので，従業員の皆様への安全教育等に，ぜひご活用ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000000880.html 

また，冊子の配布を希望される事業者様は，下記までお問合せください。  

 

また，京都市では，市民や事業者様とともに自転車の安全利用の推進を図るため，従

業員等に対する自転車安全教育や，地域の自転車安全利用活動に積極的に貢献する「京

都市自転車安全利用推進企業」を広く募集していますので，ぜひ，登録をご検討くださ

い。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000186933.html 

 

【お問合せ先】  

建設局 自転車政策推進室 安全利用担当  

ＴＥＬ 075-222-3565 

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270746.html
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(5) 「屋外広告物の安全対策の更なる充実」に関する市民意見の再募集のお知らせ  

≪都市計画局≫ 

 

京都市では，屋外広告物の安全対策として，これまでから危険な屋外広告物の改善，

改修を指導するとともに，許可を要する屋外広告物について，定期的な安全点検を求め

るなどの対策を実施してまいりました。  

この度，今後とも京都のまちにふさわしい，美しく趣ある広告景観づくりを推進する

とともに，市民や京都を訪れる皆さまの安心，安全をより一層高めるため，「京都市屋外

広告物等に関する条例」に規定する安全対策の更なる充実について概要を取りまとめま

した。 

ついては，下記のとおり，市民の皆さまに広く御意見を募集します。  

 

※当意見募集につきましては，令和２年３月３０日から４月３０日まで実施しました

が，募集期間が，新型コロナウイルスの感染拡大防止のための外出自粛の要請・緊急事

態宣言の発出と重なったことから，より丁寧に市民の皆さまから意見を聞くため，再募

集することといたしました。  

なお，意見募集の内容につきましては，再募集の実施に伴うスケジュールの変更を除

き，前回から変更しておりません。  

 

■締切：令和２年７月２０日（月）【必着】  

■配布：市役所，各区役所・支所，各市立図書館等  

■詳細：https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/tokei/0000271282.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：持参，郵送，ＦＡＸ，電子メール又は市民意見募集ホームページ内の専用フ

ォーム 

【お問合せ及び市民意見の提出先】  

京都市都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課（京都市役所分庁舎２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：０７５－２２２－４１３７  ＦＡＸ：０７５－２５１－２８７７ 

電子メール： okugai@city.kyoto.lg.jp 

 

 (6) 京都市が参加する関西広域連合が実施する事業の入札等について≪総合企画局≫  

京都市が参加する関西広域連合（※ 1）が実施する事業の一般競争入札やプロポーザル

等に関する情報について，以下の関西広域連合のページに掲載されており，随時更新さ

れています。  

  これらの一般競争入札等については，京都市の一般競争入札参加資格をお持ちであれ

ばお申込みいただけるなど，市内の事業者の皆様にもご参加いただけるものとなってい

ますので，ぜひご覧ください。  

  なお，事業の分野ごとに，事務局を担当する自治体（※ 2）が異なっており，問合せ先

や事業を実施する地域が異なる場合がありますので，ご注意ください。  

【関西広域連合が実施する事業の入札等に関するページ】 

 https://www.kouiki-kansai.jp/nyusatsu/index.html 

（※1）関西広域連合  

参加自治体：兵庫県，和歌山県，滋賀県，京都府，大阪府，奈良県，鳥取県，徳島

県，京都市，大阪市，堺市，神戸市  

（※2）事業分野と事務局を担当する自治体  

    広域防災（兵庫県），広域観光・文化・スポーツ振興（京都府），スポーツ振興（兵

庫県），広域産業振興（大阪府），農林水産振興（和歌山県），広域医療（徳島県），

広域環境保全（滋賀県），資格試験・免許（兵庫県），広域職員研修（和歌山県） 

 

(7) 京都市統計月報の更新（令和 2 年 6 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  

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/tokei/0000271282.html
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行政区別に毎月とりまとめています。  

 このたび，令和 2 年 6 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/  

 

【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  

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

(1) 「第 1 回京商フューチャーセッション（オンライン開催）」 

     ～事業承継 飛躍のためのエッセンス～     ≪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 1 回は「事業承継 飛躍のためのエッセン  

ス ～経営環境の変化をどうとらえるか？～」です。  

 

■日 時 令和 2 年 7 月 11 日（土）13:30～17:00 

           ※終了後にオンライン交流会を開催予定です。  

 

■定 員 50 名 

 

■参加費 無料 

 

■講 師 (株)大西常商店 ブランド統括  大西 里枝 氏 

          ミツフジ(株) 代表取締役社長 三寺 歩 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_113749.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 

 

(2) 「令和２年度起業支援事業費補助金」の募集のご案内  ≪京都府≫  

京都府では，効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現するこ

とを目的に、「起業支援事業費補助金」の募集を開始します。  

 

 

http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/
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■補助対象者  京都府内で、地域課題を解決する社会的事業※を始めるため、新たに

起業する方 

       ※地域活性化関連、社会福祉・社会教育・子育て支援関連 

■補助額   補助率１／２、上限２００万円  

       京都府内でおおむね１５件程度採択の予定  

■応募期間  ６月１５日（月）～７月３１日（金）まで  

■応募方法  起業予定地の商工会・商工会議所の中小企業応援隊によるコンサルテ

ィング（無料）を受けて応募書類を作成し、起業予定地の商工会・商工会議所まで原則

郵送 

【お問合せ先】  

 京都府商工労働観光部中小企業総合支援課（中小企業応援センター事務局） 

 電話：０７５－３６６－４３５７  

【詳細はホームページをご覧ください】  

 https://ouen-kyoto.com/1189 

 

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

※ 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 地域企業イノベーション推進室） 

    〒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://ouen-kyoto.com/1189
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

