
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 7 月 6 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）今年度も開催!「京都・地域企業応援会」について 

 京都市が委託するコーディネーターが，地域企業の課題解決につながる 

ビジネスアイデアの具体化に向けたきめ細やかな助言，さらには地域企業間の 

マッチング支援等の相談に応じ，地域企業の取組を応援します。 

 

■対象者  

  京都市内に本店を有する事業者  

■定員 

  各日，先着 8 事業者まで（1 事業者当たりの相談時間：最大 1 時間）  

■相談費用  

  無料 

■申し込み  

 事前申込が必要となりますので，御希望日時を「京都・地域企業応援プロジェ  

クト WEB サイト（https://community-based-companies.kyoto/ouenkai ）」から  

お申込みいただくか，お問合せ先へお電話又はメールでお申込ください。お申込  

みは先着順です。受付後に，日程確定と合わせ，メールでヒアリングシートを送  

付しますので，各応援会実施日の 2 営業日前までに御返送ください。 
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（１）「地元応援！京都で食べよう，泊まろうキャンペーン」宿泊施設の利用開始  

について  ≪産業観光局≫  

 

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


 京都市及び京都市観光協会では，市民の皆様に，市内の飲食店や宿泊施設を積  

極的に御利用いただき，市内の魅力を再認識していただくとともに，市内の消費 

を盛り上げ，京都経済の回復につなげる「地元応援！京都で食べよう，泊まろう  

キャンペーン」を実施しています。   

 

 ６月１９日（金）から飲食店でキャンペーンをスタートし，現在３８１店舗を  

御利用いただけますが，いよいよ宿泊施設についても，７月３日（金）から予約  

の受付を開始しましたので，お知らせします。  

 

 約５００の宿泊施設から，京都の文化や伝統を感じられる特別プランをお得な 

価格（最大５０％オフ）で御用意いただくとともに，御利用いただいた方に対し  

て，豪華な抽選プレゼントも御用意していますので，この機会に是非御利用くだ  

さい。 

 

■詳細については，キャンペーン特設サイトをご確認ください。   

 ⇒ https://www.ouen.kyoto.travel 

 

（２）下京区まちづくりサポート事業「ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋ＧＯＯＤ」  

令和２年度補助事業募集中！～応募期間７月３１日（金）まで～ 

≪下京区役所≫ 

 

下京区誕生１４０周年記念事業（平成３０年３月～令和２年３月）の共通 

テーマ「自分ごと，みんなごとのまちづくり」が大きく前進した成果をもと 

に，次の１５０周年に向けて「良いことがたくさんの京都・下京区」をつく 

ろうとする活動を応援します。 

とりわけ，今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により，これまでの 

生活のあり方や価値観が激変し，地域や社会において様々な課題が顕在化し 

ています。子どもからお年寄りまで誰もが住み続けられるまちを目指した活 

動や，地域課題の解決を持続可能な手法（ソーシャルビジネス等）で進める 

取組など，＋ＧＯＯＤ（プラスグッド）な下京区をみんなでつくるための活 

動費を助成します。  

今年度から，応募対象を民間の事業者にも広げ，下京区１５０周年に向け 

て「ソーシャルグッドな未来のまちづくり」を目指す事業を広く募集してお 

ります。関心のある方は，以下，ご確認ください。 

 

【対象団体】 

 下京区内でまちづくり活動を行っている又はこれから行おうとする団体・  

グループ（3 名以上），事業者等 

 

【対象事業】 

 対象団体が下京区内で実施するまちづくり事業（対象活動期間：令和 2 年 

7 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで）で，次項のいずれかに該当するもの。  

（1）  下京区 140 周年から 150 周年のまちづくりに向けた以下の 7 つの分野  

別テーマに沿った取組  

  ア 次代を担う子ども・若者をすこやかに  

  イ 健康長寿のまちづくり  

  ウ 自治の精神を未来に継承  

  エ 持続可能（SDGs）でレジリエントなまちづくり 

  オ 文化を基軸とした創造的なまちづくり  

  カ 京都の元気を牽引するまちづくり  

  キ 下京区 150 周年に向けてソーシャルグッドなまちづくり  

（2）  新型コロナウイルス感染症の影響により，困難に直面している様々な  

分野の課題解決に向けた取組  

※（1）（2）とも，新型コロナウイルス感染症防止対策のため，「新しい生活様  

式」（3 密の回避，ソーシャルディスタンスの確保，マスクの着用等）を踏まえ  

た形での活動を必須とします。  

 

https://www.ouen.kyoto.travel/


【支援内容】 

・補助率 10 万円まで  10／10 

10 万円を超える部分 1/2  

・補助金の上限額 30 万円  

※ 新型コロナウイルス感染症による危機や課題に対応する取組については，  

10 万円を超える部分についても補助率を 10／10 とします。  

 

【応募方法】 

区役所等で配布する申請書に，必要書類を添えて，持参，郵送又はメールで  

提出してください。 

▼募集リーフレット・申請書等ダウンロードＵＲＬ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/page/0000271508.html 

▼「ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋ＧＯＯＤ」特設サイト 

https://shimogyo.plus-good.kyoto  

 

【お問合せ】 

〒600－8588 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町 608 番地 8 

下京区役所地域力推進室内  

（電話：371－7164，メール：shimogyo@city.kyoto.lg.jp） 
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(1) 【オンライン 対談イベント】  

桜井さん・岡村社長の考える「これから中小企業どうはたらく？」  

≪株式会社ウエダ本社≫ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で「働き方」が大きく変わり始めています。  

正解もない中で、”はたらくを彩る”ウエダ本社では弊社代表岡村充泰がゲスト  

をお迎えし、様々な角度から「はたらく」を考える対談イベントを開催します。  

 

初回はワークプレイス研究の第一人者でおられる京都工芸繊維大学  仲 隆介 

教授をお招きしていままでのオフィスや働き方の変遷を振り返りながら「はた  

らく」のあり方について対談いたしました。  

（レポートはこちら： https://www.ueda-h.co.jp/event/6511/） 

 

そして今回 7 月 9 日（木）は、  

「テレワークや在宅勤務と言われてもすぐにはできない…何から手を付けたら  

いいんだろう？」  

と、中小企業の目線で・具体的な部分を京都市地域企業応援プロジェクトにて  

様々な企業のコンサルティング・伴走をされウエダと一緒に『TRAFFFIC』を運営  

下さっている、RELEASE; 桜井さんをゲストにお迎えして中小企業のこれからの  

”はたらく”を考えていきたいと思います！ 

 

●日時 ７月９日（木）16:00～18:00（15 分前から参加可能です） 

●会場：ZOOM/youtube 

事前お申込みいただいた方に、 ZOOM・youtube の参加 URL をお送りいたします。  

チャット機能を使って、直接質問したい方は ZOOM でのご参加がおすすめ！  

※チャット機能は ZOOM のみで使用  

●参加費：無料  

●イベント URL・お申し込み：https://www.ueda-h.co.jp/event/6594/ 

 

●タイムスケジュール       

16:00～16:10 あいさつ・趣旨説明  

16:10～17:10 「これから中小企業はどうはたらく？」  

https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/page/0000271508.html
https://shimogyo.plus-good.kyoto/
shimogyo@city.kyoto.lg.jp
https://www.ueda-h.co.jp/event/6511/
https://www.ueda-h.co.jp/event/6594/


       一般社団法人 RELEASE; 代表理事 桜井 肖典 氏 ×  

(株)ウエダ本社 代表取締役社長 岡村 充泰 

17:10～17:15 休憩 

17:15～17:45 セッション  

※申込時やチャットでなげかけていただいた質問を基に、  

「これからの中小企業」をさらに深く考えていきます。  

17:45～18:00 クロージング  

18:00～18:30 アフタートーク  

※自由参加・質問タイムでお答えしきれなかったことやまだ  

まだ話したいことをゆるっとお話する時間です。 

18:30     終了 

 

●登壇者              

桜井 肖典氏（一般社団法人 RELEASE; 代表理事） 

2000 年よりデザインコンサルティング会社 gift*Inc.を経営、様々な分野のブ  

ランド開発、デザインプロジェクトにおける企画と監修を重ねる。  

2013 年よりイノベーションプログラム『 RELEASE;』を主導、現在まで 5000 名 

を超える参加者へ講演やワークショップを重ね、その取り組みは国内外各地へと  

広がりをみせている。また、自身の活動を経済における広義のパフォーマンス  

アートと位置づけ、スタートアップや NPO の役員を務めるとともに、京都を拠点  

として年の半分近くは国内外を移動しながらカテゴライズされない活動を展開中。  

「芸術と社会変革のあいだ」で、プロジェクト開発や執筆、企業や自治体との事  

業開発等、ひと・もの・ことの営みを幅広くプロデュースする社会芸術家であり  

起業家。  

 

【お問合せ先】  

 株式会社ウエダ本社  ひろげるチーム  

浅井 葉月 / Hazuki Asai 

asai@ueda-h.co.jp 

TEL 075‐341‐4111 FAX 075‐341‐5738 

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

※ 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  

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

asai@ueda-h.co.jp
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

