
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 8 月 17 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)「京都市地域企業未来力会議（令和 2 年 8 月 31 日）」オンライン開催ご案内！  

 

お待たせいたしました！ 

令和 2 年度第 1 回京都市地域企業未来力会議の開催日程が決まりました。 

 

今回は，３月から延期になっていた昨年度のビジネスアイデアの最終プレゼンに加え， 

ウィズコロナ社会における地域企業の課題に関する意見交換を予定しています。  

なお，今回は，web 会議システムＺＯＯＭを活用し，オンラインで開催いたします。  

※プレゼンテーションの様子は後日動画配信いたします。  

 

■日時 令和２年８月３１日（月）午後１時３０分開始  

 

■内容 ・第１部  昨年度の成果発表（視聴のみ）  

      昨年度実施された最終ビジネスアイデアについてプレゼン，  

      アイデアの進捗共有や呼びかけ等を行います。 

    ・第２部  ウィズコロナ社会の課題抽出（意見交換あり）  

      ウィズコロナ社会において，  

各社・各自が克服したい地域企業の課題について話し合い，  

      次回の会議の議論に生かしていきます。  



 

    第１部のみ，第２部のみの参加も可能です。  

 

今年度の未来力会議の進め方やビジネスアイデアの募集，  

アイデア具体化のための支援策等についても説明します。  

これまでの会議参加者の皆様はもちろん，はじめてご参加いただける方も大歓迎です。  

参加希望の方は本メールに８月２１日（金）までにご返信ください。 

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

▼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  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(2)～“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）』キックオフイベントの開催について≪総合企画局≫ 

  

京都市では，平成 28年度から，“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。 

令和元年度からの新たな取組として，参加者である，まちづくり団体，ＮＰＯ，企業，行政，大学関

係者等が互いにつながり，セクター（分野や組織等）間を超えたつながりづくりを図る人材の養成とと

もに，社会課題の解決に向けた新たな価値を創造し，京都のまちづくり活動の活性化を図るため，“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）』を立ち上げました。   

今年度も同事業を実施するにあたり，まずは，キックオフイベントを開催し，異なるセクターの様々

な主体が，共通のゴールを掲げ，お互いの強みを出し合いながら地域課題の解決を目指すための手法に

ついて考えます。 

当日は，様々なセクターを超えた連携の実践に取り組まれているゲストをお迎えし，京都でのクロス

セクター連携の可能性についてのセッションをオンラインにて開催しますので，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ます！ぜひご参加くだ

さい！！  

 

■日時  

 ８月２２日（土）午後１時～午後３時３０分（午後１２時４５分開場） 

■場所  

 オンライン会議システム「ＺＯＯＭ」 

■定員：先着５０名    

■参加費：無料  

■申込期限：８月２１日（金） 

■対象者  

・「まちづくり・お宝バンク」取組提案者及び取組提案を検討している方 

・まちづくり団体，ＮＰＯ，企業，行政，大学関係者等 

■内容 

【キックオフイベントスケジュール】 

 12:45 開場 
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 13:00 はじまりの挨拶 

 13:15 ゲストトーク＆セッション 

 14:15 休憩 

 14:30 参加者同士のグループセッション 

 15:10 全体共有＆クロージングセッション 

 15:30 終了 

 

【イベントゲスト】 

 ⾅井 隆志（株式会社 MimicryDesign ディレクター） 

 柳井 秀哉（京都信用金庫 QUESTION 代理） 

 中屋 祐輔（dot button company株式会社 代表取締役） 

 

 参加申込 

 以下のホームページからお申込みください。 

 https://xsectorkyoto-kickoff2020.peatix.com/ 

 メール，電話，FAXでのお申込みの場合は，氏名，所属，連絡先を明記のうえ， 

「まちとしごと総合研究所」にお申し込みください。 

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

 

▶︎こんな方におすすめ 

 

・多様なセクターの方々とつながり 

 京都の未来が良くなる新たなアクションをお考えの方 

・異業種や他社とともに共通のビジョンを描き 

 社会や地域の課題解決に向け取り組みたい方 

・まちづくり活動をより進めていくために 

 様々な方との出会いから連携を生み出したい方 

・ソーシャルデザイン/オープンイノベーションに関心ある方 

など 

 

(3) 令和２年度（第１８回）京都環境賞の募集について≪環境政策局≫ 

 

 京都市では，環境保全活動に貢献する活動を実践されている方を「京都環境賞」として

表彰しています。 

現在，新型コロナウイルス感染症の影響が様々な場面に及び，環境保全活動にも感染防

止の観点が必要となる中，今年度の京都環境賞では，「ウィズコロナ時代に暮らしの中でで

きる環境にいいこと」をテーマに，環境保全と感染防止を両立させるアイデアや提案等を

募集します。  

最優秀賞は副賞１０万円！皆様の御応募をお待ちしております。  

 

■募集テーマ 

 ウィズコロナ時代に暮らしの中でできる環境にいいこと  

 ※ アイデアや提案のほか，既に実践されている活動についても応募可能です。  

■応募資格  

 京都市内に在住（所在）又は通勤・通学している方  

 （個人のほか，家族，学校，企業，地域団体などの単位でも可） 

■賞区分 

 ・最優秀賞（1 件）   ：表彰状と副賞（ 10 万円） 

 ・優秀賞 （3 件）   ：表彰状と副賞（ 3 万円） 

 ・入賞  （10 件程度）：表彰状と副賞（5 千円） 

 ・佳作  （30 件程度）：千円相当の記念品  

■募集期間  

令和２年１０月２１日（水）まで【必着】  
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■応募・お問合せ先 

 京都市環境政策局環境企画部環境管理課 京都環境賞担当 

 電話：075-222-3951 FAX：075-213-0922 

 E メール： k-kyosei@city.kyoto.lg.jp 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000271711.html  

 

(4)「令和２年度京都市障害者雇用企業オンライン個別意見交換会」の参加者募集！ 

障害者雇用企業と発達障害のある大学生との「個別意見交換会」オンライン説明会のご案内 ≪保健福

祉局≫ 

 

京都市では，企業が障害理解を深め，発達障害のある大学生の雇用に繋がるきっかけ作

りに向けて，米国の大学で行われている「 Employer in Residence（EiR）※」の手法を取

り入れた，企業と大学生による「個別意見交換会」を，京都大学  学生総合支援センター・

准教授 村田淳 氏のコーディネートにより開催します。  

つきましては，当該事業の「オンライン説明会」を開催します。説明会を待たずに「個

別意見交換」の開催を希望される企業も受付けています。 

既に大手企業及び地域企業，数社が開催を希望されています。御申込みください。  

Employer in Residence（EiR）…直訳すると「住居の中の雇用者」。企業の人が大学（学生

にとっての住居）に出向き，学生と一対一で対話する取組。  

 

■募集する企業（下記①，②の両方に該当すること）  

①京都市内に本社又は事業所のある企業  

②大学及び学生に企業名を公表し，参加を募ることに了解する企業  

 

■企業向け「個別意見交換会」オンライン説明会について  

 日 時：令和２年９月８日（火）午前１０時００分から１時間程度 

 会 場：オンライン（ZOOM）※ 受付後に参加 URL をメール送信します。  

  テーマ：企業と学生が直接対話する新しい就労支援の取組「個別意見交換会」とは  

講 演：京都大学 学生総合支援センター・准教授  村田 淳 氏 

 申込フォーム URL：

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4165  

 定 員：１０名様（先着順）  

～オンライン説明会の様子は，  

後日，ホームページ「京都市障害者就労支援推進会議  はたらきまひょ」

(https://www.hatarakimahyo.jp/)に動画をアップしますので，御覧ください。～  

 

■「個別意見交換会」スケジュール  

（１）参加企業を募集する期間  

令和２年８月１３日（木）～９月１８日（金）必着  

（２）オンライン「個別意見交換会」の開催期間  

令和２年９月２８日（月）～１２月１８日（金）  

※ 上記期間の中で，参加企業と調整した日程を学生に周知し，募集します。  

■応募方法  

オンライン「個別意見交換会」への参加を希望する企業は，以下の URL にアクセスのう

え，必要事項を入力のうえ，応募してください。  

  申込フォーム URL：

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4162  

▼詳細はこちらを御覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271273.html 
 

▼お問い合わせ・申し込み  

京都市障害保健福祉推進室  就労支援担当（担当：田中）  

〒６０４-８００６  
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京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町３９４番地  Y・J・K ビル３階  

ＴＥＬ．０７５-２２２-４１６１  ＦＡＸ．０７５-２５１-２９４０  

メールアドレス syogai@city.kyoto.lg.jp 

 

(5)京都市業種別団体等活性化支援事業補助金の募集について≪産業観光局≫  

新型コロナウイルス感染症の影響を受け，消費・需要が落ち込んでいる中，各業界の活

性化，消費や需要の活性化に資する取組や，個々の事業者が連携して行う販売促進，販路

拡大その他需要喚起の取組，経営課題への対応等を支援するため，中小企業等を構成員と

する業種別団体等に対する補助金制度を創設しましたので，お知らせします。  

 

■ 補助対象者  

ア 主たる事務所を市内に設けている又は，構成員の半数以上が市内に本社又は主たる事

務所等を設けている中小企業等で構成する業種別団体等 (令和２年４月１日以前に設立

されたもの) 

 ※法人格のない団体は，設立時又は申請時に構成員が４以上であること。  

イ 同一の業種別団体等に属する中小企業等（３者以上）を構成員に含むグループ 

 

■ 補助対象事業  

新型コロナウイルス感染症拡大防止策を十分に講じたうえで，取り組む次にあげる事業  

ア 見本市，展示会及び商談会等の市場開拓に関する事業（業種別団体が単独で主催する

もの） 

イ 販売促進又は販路拡大のための事業  

ウ 新たな販売手法の導入  

エ 売上向上に資するガイドラインの策定又は経営課題解決のための調査研究  

オ 新商品開発費用  

 

■ 事業期間  

令和２年６月１日（月）～令和３年２月２８日（日）  

※見本市，展示会及び商談会等の市場開拓に関する事業（業種別団体主催分）について 

は，令和３年３月２１日までとする。  

 

■ 補助金額・補助率  

 ア 団体での申請 上限１００万円(補助率４／５以内 ) 

  ※団体が見本市等を単独で主催する場合は，上限５００万円 (補助率２／３以内) 

イ 団体等に属する中小企業等 (３者以上 )を構成員に含むグループ  

  上限４０万円(補助率４／５以内) 

 

■ 申請書受付期間  

令和２年８月１３日（木）〜  令和２年９月１７日（木）当日消印有効  

 

■ 受付方法  

郵送のみ  

  

本制度の詳細については，下記 URL（市ホームページ）を御参照ください。  

ＵＲＬ：https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000273240.html  

 

(6)８月３１日（月）は「市・府民税」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≫  

 

市・府民税第２期分の納期限は８月３１日（月）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！  
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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！  

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 

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

(7) 「イノベーション・キュレーター塾」第 6 期塾生募集のお知らせ  

≪公益財団法人京都高度技術研究所（京都市ソーシャルイノベーション研究所 (SILK)）≫ 

 

持続可能な社会の実現を目指す、”四方よし”ビジネスの支援者になりませんか？ 

 

社会的課題を解決する・課題を生まない社会を目指す視座を持ち、  

従来のビジネスや組織を、目指す未来に向けてイノベーティブに導く人、  

「イノベーション・キュレーター」を育成するための連続講座です。  

 

※説明会があります。詳しくはをこちらをご覧ください。  

 

・イノベーション・キュレーター塾説明会（四条烏丸）  

 日時 8 月 20 日(木）19:00-20:00 

 会場 学び場とびら   

 定員 会場参加 5 名、オンライン参加 5 名 

 詳細 https://icjuku20200820.peatix.com/ 

 

・イノベーション・キュレーター塾説明会（梅田）  

 日時 8 月 21 日(金)19:30-20:30 ※内容は 8 月 20 日開催分と同様  

 会場 関西大学梅田キャンパス/kandai Me RISE 



 定員 会場参加 5 名、オンライン参加 5 名 

 詳細 https://icjuku20200821.peatix.com 

 

■内容：（日程、テーマ、ゲストスピーカー）  

※日程はいずれも土曜日、 13 時～17 時 

 

第一回目 【2020 年 9 月 19 日】「俯瞰力×多様性×哲学（生きる有り様）」  

大室 悦賀氏（京都市ソーシャルイノベーション研究所 所長） 

 

第二回目 【10 月 31 日】「感謝×思いやり×あざとさ」  

河口 真理子氏（立教大学 21 世紀社会デザイン研究科  特任教授 /  

不二製油グループ本社株式会社  CEO 補佐） 

 

第三回目 【11 月 21 日】「恋に落ちるクライアント×ポップ×感動」  

田中 美咲氏（株式会社 MORNING AFTER CUTTING MY HAIR 代表取締役社長 /  

一般社団法人防災ガール  創設者・代表理事（2020 年 3 月 11 日有機的解散））  

 

第四回目 【2021 年 1 月 30 日】「良心×えがお×みらい」  

宮田 博文氏（株式会社宮田運輸 代表取締役社長 /  

一般社団法人こどもミュージアムプロジェクト協会  代表理事）  

 

第五回目 【2 月 20 日】「中間地点での振返り」  

髙津玉枝氏（株式会社福市  代表取締役／イノベーション・キュレーター  塾長） 

 

第六回目 【4 月 17 日】「ワークショップを通じて学びを深める」  

小野 眞司氏（一般社団法人 Weave 代表理事 /  

一般社団法人ワークデザインラボ  パートナー）  

 

第七回目 【5 月 22 日】「シェア×ビジョンドリブン×多拠点居住」  

佐別当 隆志氏（株式会社アドレス 代表取締役社長 /  

一般社団法人シェアリングエコノミー協会 常任理事）  

 

第八回目 【6 月 12 日】「マイプロジェクトの深掘」  

 

第九回目 【7 月 10 日】卒塾式  

 

■会場：学び場とびら  

（京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町 480 番地 オフィスワン四条烏丸 13 階） 

その他、京都市内会場  

 

■募集要項：  

定員：15 名 

受講料：18 万円(税別）  

募集期間：2020 年 7 月 17 日(金)～8 月 31 日(月) 

 

■お申込み・詳細はこちら：  

https://ic-juku.social-innovation.kyoto.jp/  

 

■お問合せ先： 

公益財団法人京都高度技術研究所  

（京都市ソーシャルイノベーション研究所 (SILK)）担当：阪本、川勝 

〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134 番地 

TEL：075-366-5527 FAX：075-366-5529 

E-mail：silk[at]astem.or.jp 



※メールアドレスの[at]を半角@に代えて送信してください。  

  

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

※ 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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