
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 15 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！ 

 

【目次】================================================================ 

☆ 事務局からのお知らせ 
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会≪京都商工会議所≫ 

(5) 京都商工会議所「創業塾」～成功する創業の秘訣とは？～≪京都商工会議所≫ 
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☆ 事務局からのお知らせ 
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(1) 「地域企業応援会」今年も好評！オンライン対応も可能です！ぜひご活用ください。 

個々の事業者が抱える課題を乗り越える新しいビジネスアイデアの具体化に向けて，

幅広い知見を持つコーディネーターが，個別に相談を受ける「京都・地域企業応援会」。

これまで 2 回開催し，いずれも満員御礼です。次回，7 月 27 日も満員ですが，8 月はま

だまだ空き枠があります。今年度は，コロナ対策としてオンライン対応も可能です。新

型コロナによる危機を乗り越えるためにも，ぜひご活用下さい。 

お申込み等はこちらから。 

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

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

▼事業者の皆様への支援情報 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html 

▼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) きもの等の着用の推進について≪産業観光局≫ 

  京都市では，「隗より始めよ」の精神の下，市職員が率先して伝統産業製品の使用やき

もの等の和装着用を行う取組を進めています。和装着用については，年始の仕事始めや，

祇園祭，１１月１５日の「きものの日」等に市職員がきもの姿等の和装で勤務する取組

を実施しております。 

また，京都和装産業振興財団においても，京都市と同様に，入居する京都経済センタ

ーにおいて，入居団体の協力を得てきもの等の和装着用の取組を進めています。 

今年は新型コロナウイルスの影響で，京都経済も大きな打撃を受けていますが，皆様

方におかれましても，きもの等の和装着用による和装産業の振興に御理解，御協力いた

だき，京都経済の回復につなげていけるようよろしくお願い申し上げます。 

 

【令和２年度に京都市が実施するきもの等の和装着用の取組について】 

■内容 

・京都市役所の有志職員がきもの姿等で業務を行います。 

・京都のまちにこの取組が拡大するよう，積極的にＰＲします。 

■実施日 

・祇 園 祭 令和２年７月１６日（木）・２２日（水） 

※山鉾巡行は中止になりましたが，厳しい経営状況にある和装業界を支援するため

実施します。 

  ・きものの日 令和２年１１月１３日（金）（予定） 

  ・仕事始め  令和３年 １月 ４日（月）（予定） 

 ■問合せ先 

  京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室 

ＴＥＬ：０７５－２２２－３３３７ 

 

 【令和２年度に京都和装産業振興財団が実施するきもの等の和装着用の取組について】 

■内容 

・京都経済センター入居団体の御協力を得て，それぞれの団体の有志職員がきもの姿

等で業務を行います。 

・京都経済活性化の拠点であり和装業界の中心でもある四条室町の地からきもの文化

を発信します。 

■実施日 

  ・祇 園 祭 令和２年 ７月１６日（木） 

  ・きものの日 令和２年１１月１３日（金）（予定） 

  ・仕事始め  令和３年 １月 ４日（月）（予定） 

 ■問合せ先 

  公益財団法人 京都和装産業振興財団 

ＴＥＬ：０７５－３７１－１３００ 

 

 

(3) 7 月 31 日（金）は「固定資産税・都市計画税」第 2 期分の納期限です。 

口座振替・コンビニ・クレジットカード・インターネットバンキング・スマホアプリ

による便利な納付を！≪行財政局≫ 

 

「固定資産税・都市計画税」第 2 期分の納期限は 7 月 31 日（金）です。期限内納付に

御理解と御協力をお願いいたします！ 

 

■ 市税の納付には，便利で，安全・確実な口座振替を御利用ください！ 

市内の金融機関や郵便局の窓口でお申込みください。 

市税事務所納税推進担当では，郵送によるお申込みも受付けております。 

（「市税口座振替依頼書」は，ホームページからダウンロードもできます。） 

【詳細はホームページを御覧ください】 

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001465.html 

 

■ コンビニエンスストアでも納付できます！ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001465.html


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。 

【詳細はホームページを御覧ください】 

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000216989.html 

 

■ 「市税納付サイト」を利用して，クレジットカード・インターネットバンキングでも

納付できます！ 

御利用は，納付金額が３０万円までの，「納付書番号」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。 

また，御利用に際しては，一部を除き別途システム利用料が必要となります。 

【詳細はホームページを御覧ください】 

▼ https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000192437.html 

 

■ 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！ 

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。 

【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 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(4) ～事業継続で，お悩みではありませんか？～京都府事業引継ぎ支援センター特別相談

会≪京都商工会議所≫ 

■日 時 2020 年 8 月 8 日(土)～3 月 13 日(土)まで 計 8 回－週末開催－ 

■参加費 無料 

■内 容 「後継者がおらず，廃業するかどうか迷っている」「誰かに会社を引継ぎた

いが，どのように探したらいいか」「社員に承継させたいが，どう進めれば

よいかわからない」など，多種多様なみなさまのお悩みを専門家がお伺いし，

スムーズな事業のバトンタッチをサポートします。まずはお気軽にお申込み

ください。 

■詳 細 http://www.kyo.or.jp/s/113815 

 ■問合せ 京都商工会議所中小企業支援部 

075-353-7120 

 

 

(5) 京都商工会議所「創業塾」～成功する創業の秘訣とは？～≪京都商工会議所≫ 

本気で創業を志す方々を対象に，創業塾を開講します。講義やグループワークを通じ

て，創業するための経営知識や創業計画書の作成などの実践的な内容を習得していただ

きます。京都商工会議所なら創業後のサポートも万全。成功する創業を実現されたい方

はぜひご参加ください。ぜひご参加ください。 

※新型コロナウイルスの状況等により，オンライン開催などに変更する場合がござい

ます。 

 

■日 時 2020 年 8 月 22・29 日，9 月 5・12・26 日の各土曜日  

       いずれも 10:00～17:00 （計 5 日間 30 時間） 

■場 所 京都商工会議所 7-C・D 会議室（京都経済センター 7 階） 

（下京区四条室町東入 阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 26 番出口直結） 

■定 員 30 名 ※事務局からの通知をもって申し込み完了といたします。 

■参加費 11,000 円（全 5 回） 

（初日・最終日の終了後の懇親会への参加は別途各回 3,000 円） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000216989.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000192437.html
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■内 容 

・経営戦略 

   ・財務 

   ・人材育成 

   ・販路開拓 

   ・創業体験談 ほか 

■講 師 安田 勝也 氏／株式会社パール 代表取締役・中小企業診断士 

松下 晶 氏／Bonjour! 現代文明 主宰・中小企業診断士 

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。 

   http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_113803.html   

■お申込み・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 谷口 

   TEL 075-341-9782  FAX 075-341-9798   

   E-mail sjb@kyo.or.jp 

 

 

(6) ジュニアリーダーズクラブ For Social Action【小・中学生のメンバー募集】 

≪特定非営利活動法人アントレプレナーシップ開発センター≫ 

自ら考え，工夫をし，新しいことを形にしてくことで，ロボットや AI に置き換えられ

ない能力をつける小・中学生向けの講座の参加者を募集します。 

このクラブでは，月に 2 回集まり，身近な社会問題について考え，実際に活躍する起

業家等から学びながら，その解決方法を考え，実践することで，社会の一員として社会

貢献することの意義や責任を学び，リーダーとしての素養を培います。 

https://www.entreplanet.org/activity/2020/JLC.html 

 

■対象者：小学生 5 年～中学２年生くらい（定員 12 名） 

■活動日：月 2 回（隔週土曜日：9:30～11:30)＊8 月は 8/8,8/22 

それ以降は，基本第 1，第 3 土曜。ただし，月により変更有。 

■参加費： 3,000 円/月 

■場 所：京都ペレット町家ヒノコ２F（京都市中京区寺町通二条下ル） 

■応募方法：以下サイトより応募下さい。 

https://forms.gle/6TG6XEn5Ym4c2Br98 

■主 催：特定非営利活動法人アントレプレナーシップ開発センター 

■助 成：公益財団法人大阪コミュニティ財団「江田直介・静子健やか青少年育成基

金」，独立行政法人国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」 

■後 援：京都市教育委員会 

■問合先：info@entreplanet.org / TEL:075-468-8907 

 

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

※ 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  

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