
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 27 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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☆ 事務局からのお知らせ  
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 (1) 「京都・地域企業応援プロジェクト」ＷＥＢサイト充実へ  

これまでもみなさまにご活用いただいていました「京都・地域企業応援プロジェクト」

のＷＥＢサイトを今後さらに充実させてまいります。  

今までどおり未来力会議や応援会などのイベント情報はもちろん新たに，輝く地域企業

表彰の受賞企業情報なども加えてお届けいたします。  

これからも地域企業応援プロジェクトとして，みなさまの事業をサポートできるように

取り組んでまいります。ＷＥＢが更新され次第，改めてお知らせいたします。  

また未来力会議の facebook もございますので，こちらもぜひ御覧ください。  

 

▼京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイト 

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

▼未来力会議 facebook 

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/ 

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

▼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  
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  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  

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

(2) 「中小企業等ＩＴ利活用支援事業」支援対象者の募集について≪産業観光局≫ 

ウィズコロナ社会下で，「非接触」や「三つの密の回避」などの「新しい生活スタイル」

に対応した事業活動が必要となる中，中小企業等のＩＴ利活用を促進し，新たなビジネ

ス展開に挑戦しようとする市内中小企業等を支援するため，ＩＴコーディネータ等の専

門家を派遣するとともに，ＩＴシステムの導入に係る費用を助成します。  

つきましては，下記のとおり支援対象者を募集しますので，お知らせいたします。  

【支援対象者】 

①京都市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業，小規模事業者，フリーラ

ンスを含む個人事業者等 

②主たる事業所を京都市内に設けている中小企業等で構成する団体  

③団体の構成員の半数以上が京都市内に事業所等を設けている中小企業等で構成す

る団体 

【支援対象事業】 

ＩＴを利活用した，「基幹システムの構築」，「販路の拡大」，「新たなビジネスモデルの

構築」などの事業を対象とします。 

（事業例） 

顧客管理，生産管理の基幹システムの構築，ＥＣサイトの構築，バーチャル展示場

の構築  など（広報資料等に他の事例も掲載しています。）。  

【支援内容】 

《ステップ１》専門家派遣によるＩＴ利活用方法の協議・検討  

※ 事業内容をヒアリングさせていただくため，最低 1 回以上の専門家派遣を行い

ます（上限５回，無料）。   

《ステップ２》ＩＴシステム導入への補助（対象経費：ＩＴシステム導入費，印刷製

本費（マニュアル作成費等）等）  

※ ステップ１の専門家派遣により協議・検討したシステムを導入するための費用

を補助対象とします。   

【補助率，補助上限額】 

   補助率 ３／４以内  補助上限額  ２００万円   

※ 予算の上限に達すると見込まれる場合は，実際の交付額が補助率を下回ることが

あります。 

【申請書受付期間】 

令和２年７月２７日（月）〜令和２年８月７日（金）≪郵送の場合，当日消印有効≫  

【申請方法・申請書類】 

  受付期間内に，提出書類を「ＷＥＢ」又は「郵送」により，申請してください。 

  提出書類は以下のＷＥＢサイトからダウンロードしてください。 

※ 募集要領等もこちらのＷＥＢサイトから御確認いただけます。  

  ▼ＵＲＬ：https://www.astem.or.jp/support/it-subsidy 

【問合せ先】  

公益財団法人京都高度技術研究所 地域産業活性化本部  

「中小企業等ＩＴ利活用支援事業」事務局（担当：篠岡，井上）   

電 話：075-315-6674／075-366-5217（受付時間：午前９時～午後５時 ※平日のみ）  

メール：it-support@astem.or.jp  

※ 本事業に関するお問合せは，原則， E メールでお願いします。  

 

(3) 新型コロナウイルス感染症対応マニュアル策定支援の実施について≪産業観光局≫  

京都市では，これまでから，事業者の皆様が災害時でも継続的に事業を続けられ，  

ひいては顧客や取引先に安心してもらえるよう，事業継続計画（ＢＣＰ）の普及に  

取り組んできました。  
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本年１月以降，国内外でまん延している新型コロナウイルス感染症の影響により，  

多数の事業者の皆様が事業の継続が困難な状況となっています。  

そこで，京都市，京都商工会議所，京北商工会，京都府中小企業団体中央会では，  

事業者の皆様を対象に，感染予防・拡大の防止及び事業継続力強化を目的とした，  

「新型コロナウイルス感染症対応マニュアルの策定」を支援するため，  

ＷＥＢ会議システムＺ oom を用いた策定支援を実施しますので，ぜひご参加ください。 

 

■内容 

・「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」のひな形をご提供し，策定支援を行います。  

・本事業の参加者は，別途ご案内する「 COVID-19 対応相談窓口」をご利用頂くことで、  

新型コロナウイルス感染症対応マニュアル全般に関するフォローアップを受けることが可

能です。  

詳細 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000272543.html 

■対象者  

京都市内に事業所を有する事業者の皆様  

（コンサルティング業などの事業者の方は対象外）  

■実施日（全５回開催） 

①８月３日（月）午前１０時～正午  

②８月３日（月）午後  １時～午後３時  

③８月４日（火）午前１０時～正午  

④８月４日（火）午後  １時～午後３時  

⑤８月５日（水）午前１０時～正午  

■実施方法  

ＷＥＢ会議システムＺ oom を用いた非対面による策定支援  

※申込みいただいた方には参加申込書に記載されているメールアドレスに 

個別の専用 URL を前日までに発行いたします。  

■申込方法  

リンク先の参加申込書に必要事項を御記入の上，メール又はＦＡＸでお申し込みください。 

申込先：ミネルヴァベリタス株式会社（本事業委託先） 

ＦＡＸ：０６－４７０６－３３５６   E-mail：bcpkyoto@minerva-veritas.co.jp 

■問合せ先  

京都市産業観光局地域企業イノベーション推進室  

ＴＥＬ ：０７５－２２２－３３２９  

 

(4) 知財セミナー「新型コロナウィルス感染症への対策支援特許セミナー」の開催につい

て≪(公財)京都高度技術研究所≫  

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大により，あらゆる分野において様々な  

社会課題が顕在化していますが，これに対し多角的な対策が講じられつつあります。  

  この対策の一環として，ジェノコンシェルジュ京都株式会社を始めとする 20 社の 

発起人から「 COVID-19 と戦う知財宣言※」が発出されました。  

これは，新型コロナウィルスの診断，予防，封じ込め，及び治療等を目的とする  

行為に対し，同知財宣言に賛同した企業 (90 社)が保有する特許技術(90 万件)等に 

ついて，WHO によるパンデミック終結宣言が出されるまで，これを開放するとの  

オープンアクセス宣言となります。  

 そこで本セミナーでは，上記特許技術 90 万件のうち，短期間での技術開発が可能  

と推測される案件に絞って，その概要を分析して公表すると共に，代表的な特許発  

明については，特許庁データベースへのリンクが可能な詳細資料を提供させていた  

だきます。  

 新型コロナウィルスと戦う多くの関係者のご参加をお待ちしております。  

 ※COVID-19 と戦う知財宣言の詳細は，下記 URL をご確認ください。  

 「 COVID 対策支援宣言について」 https://www.gckyoto.com/covid19 

 

【開催概要】  

■日 時 令和２年８月２０日(木) 午後３時～午後５時００分 

■会 場 Zoom のオンライン  

■主 催 （公財）京都高度技術研究所  

■定 員 １００名（先着順）  

■参加費  無料（要事前申し込み）  



■申込方法 下記 URL からお申し込みください。  

      https://kkic-event.peatix.com  

■申込締切 令和２年８月１８日（火）  

 

【プログラム】  

15：00～ 開会あいさつ 

15：05～ 第 1 部「知財宣言賛同企業の特許技術の説明」  

   1．「COVID-19 と戦う知財宣言」の内容  

      2．本セミナーについての留意点  

      3．特許技術の絞込み方法  

      4．宣言企業保有の 16 テーマの特許技術の概要 

      5．各テーマ別の詳細説明（抜粋）  

      6．京都企業の貢献  

16：05～ 第 2 部「特許庁データベース（JPlatPat）の利用方法の説明」  

      7．宣言企業の特許技術の特許庁データベースへのリンク  

      8．特許庁データベースの利用方法  

      ※第 2 部は JPlatPat の操作方法をご存知の方は必要ではありません  

～17：00   閉会あいさつ  

 

■お問合せ先  

（公財）京都高度技術研究所  地域産業活性化本部 

  京都市桂イノベーションセンター  担当：小野寺，岩城 

 TEL：０７５－３９１－１１４１   

  E-mail：info-kkic@astem.or.jp 

 

(5) 「花を活かした賑わい創出事業補助金」交付対象事業の募集について≪産業観光局≫  

 京都市では，新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した花業界を支援するとと

もに，宿泊事業者・飲食店・商店街等の収益の増加につなげるため，花を活用した取組に

係る経費の一部を補助する制度を創設しましたので，下記のとおりお知らせします。  

 

１ 事業概要  

 ・ 下記事業メニュー⑴・⑵併せて申請可能です。  

・ ⑴・⑵いずれも，京都市内の花き取扱業者から調達した経費（花材費，生けこみ技

術料，資材費等）が対象となります。  

  ⑴ 花装飾支援  

ア 対 象 者 京都市内の宿泊事業者・飲食店・商店街  等 

イ 対象事業  店舗やイベント会場の飾花に要する経費  

ウ 補 助 率 事業費（税抜）のうち ９／１０  

エ 補助上限額 １事業者あたり ３０万円  

 

⑵ 花を活用したキャンペーン支援  

ア 対 象 者 京都市内の宿泊事業者・飲食店  

イ 対象事業  利用客への個室の飾花や花束の贈呈サービス等に要する経費  

ウ 補 助 率 事業費（税抜）のうち ９／１０ 

エ 補助上限額 １事業者あたり ２０万円   

※ ただしサービス１回あたりの補助上限額は２万円ですが，その範囲内で自由に設定

できます。 

 

２ 補助対象の事業期間 令和２年８月１日（土）～令和３年３月３１日（月）  

 

３ 申請受付期間  

第１回：令和２年８月３日（月）～８月１７日（月）  

  第２回（予定）：令和２年９月１５日（火）  ～ ９月３０日（水）  

  第３回（予定）：令和２年１１月２日（月）  ～ １１月１６日（月）  

 ※ 申請受付期間締切日の当日消印有効。  

 ※ 各受付期間において補助申請の総額が予算の上限に達したときは，予算額を申請額

に応じて按分した補助金額を交付します。その場合，次回以降の募集は行いません。 

 



４ 申請書提出方法 郵送のみ  

 

５ 申請書提出先・問合せ先  〒604-8571 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 

  京都市産業観光局農林振興室  農林企画課内  

  「花を活かした賑わい創出事業補助金」事務局  

  TEL：075-222-3351（平日：９時～１７時）  

【詳細はホームページを御覧ください】 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000272303.html 

 

(6) 京都市統計月報の更新（2 年 7 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， 2 年 7 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 
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(7) 知恵の誘発セミナー～知恵ビジネスの着想から実現にむけた事業計画を学ぶ～  

≪京都商工会議所≫  

新規事業の創出を目指す事業者様を対象に、全３回の講義・グループ演習で  

事業計画を作成する実践的な講座です。  

プラン発想のポイントから実現に向けた新規事業計画について学びます。  

今回リニューアルする「知恵ー１グランプリ」や新型コロナウイルスを克服 

するためのビジネスモデルなど自社の強みを活かした知恵ビジネスにご関心  

のある方は是非お申込みください。  

 

【開催概要】  

■日時 ①８月２８日（金）②９月４日（金 )・③９月１５日（火）  

   各日ともに１３：３０～１７：００の全３回 

■場所 京都商工会議所７-A 会議室（8/28）【京都経済センター7 階】  

■内容 

①８月２８日  事業の強みと知恵  

  ～コンテスト認定事例をヒントに、自社の強みと知恵を考える～  

②９月４日  ビジネスプランの作り込み（１）  

  ～事業コンセプトとマーケティング方針を考える～  

③９月１５日  ビジネスプランの作り込み（２）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000272303.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000272303.html


  ～事業活動の具体化と全体まとめ～  

■料金 税込８，０００円 ／ 人（全３回）  

■対象者 府内の中小企業経営者・経営者幹部等  

    （新事業や知恵ビジネスの展開をお考えの方）  

■詳細・申込  

 http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_113801.html 

■問合せ 

 京都商工会議所 中小企業支援部  知恵産業推進課  

 TEL:075-341-9781  E-mail:bmpj＠kyo.or.jp 

 

(8) 「第 2 回京商フューチャーセッション（オンライン開催）」  

   ～文化的事業の価値とこれからの方向性～      ≪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 2 回は「文化的事業の価値とこれからの  

方向性」です。  

 

■日 時 令和 2 年 9 月 19 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 NHK 制作局ディレクター  倉崎 憲 氏 

          (株)BERTRAND 代表取締役 ベルトラン・トマ  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 

 

(9) 京都ＫＲＰフェス 2020 『「食」を通じた新たな産業創造に学ぶ～産学の知恵～』  

≪一般社団法人京都知恵産業創造の森≫  

今年の京都リサーチパーク地区のイベントは，「 KRP 食育フェス」，「 KRP モノづくり・

Hardtech フェス」，「KRP 学生活き方フェス（ 活きフェス）」の 3 つのテーマで「KRP フェ

ス 2020」が開催されます。  

京都知恵産業創造の森では，「食」に関するセミナーをオンラインで開催いたします。  

 コロナ禍で大きな影響を受ける飲食店支援の一助として「位置情報ビッグデータを活用

した飲食店支援」の取り組みと， SDGs（持続可能な開発目標）が求められる中，コオロギ

から無印良品「コオロギせんべい」商品化にむけた産学の取り組みをご紹介いたします。  

 産学の知恵を集結し，今後の新たな産業創造の一助となるセミナーを開催いたしますの

でご参加をお待ちしております。  

 

■日時：令和 2 年 8 月 5 日（水） 13:30～15:50 

■会場：【オンライン講座】オンライン会議システム Zoom を使用します。  

■内容 

13:30～13:40 開会のご挨拶  

13:40～14:40 講演①  

「位置情報ビッグデータを活用した地域活性化～コロナ禍で飲食店支援～」  

同志社大学政策学部 柿本昭人教授／同大学院・総合政策科学研究科 櫻井勇希  

14:50～15:50 講演②  

「徳島大学発ベンチャーと無印良品の商品開発～コオロギがせんべいに？！～」  

 徳島大学社会産業理工学研究部  渡邉崇人 助教 

※講演①②とも約 45 分間の講演後，15 分間の質疑応答を予定しております  

■定員：100 名（先着順）  



■参加費：無料  

■対象：企業，飲食店関係者，大学，公的研究者，支援機関関係者，その他上記テーマに

関心ある方々  

■お申込み方法  

下記の参加申込フォームからお申し込み下さい   

※講師への質問を事前にお申込みフォームで募集しています。 

▼事業の詳細はこちら   https://chiemori.jp/sangaku/event/20200805/   

▼お申込はこちら    https://chiemori.jp/sangaku/20200805-2/  

■主催・問合せ  

(一社)京都知恵産業創造の森  産学連携推進部 

電話 075-353-2302  担当：絹川  

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８  

京都経済センター  ３階 

■後援：京都リサーチパーク㈱  同志社大学・徳島大学  

 

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

※ 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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