
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 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)「京都・地域企業応援会」参加者募集中です！  

 

みなさんも，コーディネーターの方に相談してみませんか。  

 

幅広い知見を持つコーディネーターが，  

個々の事業者が抱える課題を乗り越えるための新しいビジネスアイデアについて，  

事業者ごとに具体化に向けたきめ細かな助言等を行う「京都・地域企業応援会」  

参加者まだまだ募集中です！  

事業への熱い気持ちや違う分野で新事業の立ち上げチャレンジなど， 

その想いをカタチにしてみませんか。  

 

今年度はオンライン参加も可能です。 

９，１０月ともまだ空席ございます。先着順ですので，申し込みはお早めに！  

また，地域企業未来力会議の Facebook では応援会の様子もご覧いただけます。  

 

■参加条件  

対象：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  

費用：無料  

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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆ 京都市からのお知らせ  
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(2)京都市特別定額給付金の申請期限は９月１５日（火）です。  

申請がまだの方はお急ぎください！≪文化市民局≫ 

 

「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」として，感染症拡大防止に留意しつつ，簡

素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために特別定額給付金（お一人さま１０

万円）が創設されております。 

京都市特別定額給付金は，令和２年９月１５日（火）が申請期限（当日消印有効）です。 

令和２年７月３０日時点で未申請の方には，８月中旬に，再発行した申請書をお送りし

ています。申請書が届いていない方や，申請書をなくされた方は，京都市定額給付金コー

ルセンター（０５７０－０７４－４２８）に御連絡ください。  

現在未申請の方は，とりわけ２０歳～４０歳代の方が割合として多く，是非従業員の方

にも御周知いただき，多くの方が受給され，地域のお店で御利用いただければと思います。

何卒，よろしくお願い申し上げます。  

 

■給付対象者  

基準日（令和２年４月２７日）において，住民基本台帳に記録されている者 

■受給権者  

給付対象者が属する世帯の世帯主  

■給付額  

給付対象者１人につき１０万円  

 

▼詳細は京都市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000268818.html 

 

▼問い合せ先  

京都市特別定額給付金コールセンター（多言語対応）  

電話番号 0570－074－428，応対時間 平日 9 時～18 時  

 

(3)～初期費用ゼロで太陽光発電を導入～  

「０円ソーラー」のオンラインセミナーを開催します！≪環境政策局≫ 

 

「０円ソーラー」のメリットや具体的な導入事例，最新情報を知っていただくため，市

内事業者の皆様向けに，オンラインセミナーを初開催します。  

太陽光発電を導入したいけど初期費用が・・・とお悩みの皆様，ぜひご参加ください！  

※「０円ソーラー」とは，初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入する新たなビジネスモ

デルです。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000273658.html 

 

オンライン特別セミナー「これなら始められるかも！？０円ソーラー」  

■日時 
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令和 2 年 9 月 18 日（金）14 時～16 時 15 分 

■プログラム  

・脱炭素経営の推進に向けた太陽光発電設備普及に関する取組【株式会社エコスタイル】  

・「０円ソーラー」について【 NTT スマイルエナジー株式会社，東京電力グループ TRENDE

株式会社】  

・導入事例紹介【株式会社大川印刷】  

・質疑応答【上記登壇者が質問にお答えします】  

■後援 

特定非営利活動法人 KES 環境機構 

■申込先 

URL：https://keaa.or.jp/info/1725（締切：9 月 14 日（月）） 

■問合せ先  

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会  

TEL 075-647-3535（木曜，土日祝を除く）  

 

(4)ウィズコロナ社会において，社会課題の解決に挑戦する若者を募集します！  

≪総合企画局≫ 

この度，次期京都市基本計画の策定にあわせ，概ね３５歳以下の京都で活躍する若者が

主体となり，「Ｕ３５－ＫＹＯＴＯ」をスタートさせました。 

 「Ｕ３５－ＫＹＯＴＯ」では，小学生から社会人まで，幅広い「Ｕ３５世代」が取り組

む「社会の様々な課題の解決に向けたアクション」を，京都で活躍する若手経営者やＮＰ

Ｏ職員等が様々な方法で支援する「ｐｒｏｊｅｃｔ（プロジェクト）」事業を開始。  

 「ソーシャルグッドでエコな再生可能エネルギーを増やしたい！」「京都ならではのサス

テナブルな伝統工芸を生み出したい！」「様々なバックグラウンドを持つ若者が学ぶ場を作

りたい！」といった新しい試みを形にしたいＵ３５世代の応募をお待ちしております！  

 

■ｐｒｏｊｅｃｔ（プロジェクト）募集概要 

対象 

 京都市に在住・通勤・通学又は活動の拠点とする概ね３５歳以下の個人及び団体 

小・中・高・大学生の参加も歓迎です！ 

募集期間  

 令和２年８月１日（土）～１０月３１日（土）  

募集する取組  

 京都の望ましい未来に向けた公益性の高い取組  

 ⇒いま取り組まれているプロジェクトは， https://u35.kyoto/list をご覧ください。  

支援内容  

 ・ 若手企業経営者や創業支援のプロなどによる相談会の定期開催 (8/24，9/24，9/28※) 

  ※10 月～12 月の開催日は，Ｕ３５－ＫＹＯＴＯ事務局ホームページで追って発表予定 

 ・ 他団体，サポーターとの連携の仲介や交流会への参加  

 ・ Ｕ３５－ＫＹＯＴＯ事務局のホームページ等での情報発信  

申し込み・問い合わせ先  

Ｕ３５－ＫＹＯＴＯ事務局（担当：中馬 一登，仲田 匡志(株式会社 miyaco)） 

 メール：info@u35.kyoto 

ホームページ：https://u35.kyoto/ 

 

(5)新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金≪産業観光局≫ 

 

先般，本市が設置した「ウィズコロナ社会における市民と観光客の安心・安全の確保に

向けたアドバイザーチーム」による助言等に基づき，感染症対策を実施される市内の店舗・

事業者の皆様を対象にした新たな補助金制度を創設いたしました。  

 「アドバイザーチームによる事業者の感染症対策等サポートナビ」を活用して，感染症

対策の充実を図りましょう。  

 

■申請受付期間  
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 9 月 14 日（月）～25 日（金）まで（当日消印有効）  

 ※郵送のみで受付  

■補助率 

 補助対象経費の 2／3 以内 

 （1 店舗等につき 10 万円まで。 1 事業者当たり 10 店舗等が上限）  

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

▼アドバイザーチームによる助言はサポートナビ   

https://www.newstyle-kyoto.com/ 

▼補助対象者や対象事業，対象経費など詳細は以下 URL から。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000273891.html 

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

 

(6)補助金を活用し京都らしい看板・のれん・ちょうちんを作りませんか？≪都市計画局≫  

 

京都市では，京都にふさわしい広告物の普及を促進し，広告景観を更に向上させるため，

京都にふさわしい屋外広告物の設置・設計等に係る費用の一部を補助する「京都市広告景

観づくり補助金交付制度」を設けています。補助金制度を活用いただき，京都らしい看板・

のれん・ちょうちんを店舗に掲げませんか？  

■補助率及び上限額（優良屋外広告物及び伝統的な技術，技法により製造されたのれん・

ちょうちん） 

・優良屋外広告物  補助率：２分の１～３分の２，上限額：５０万円  

・のれん     補助率：３分の２，上限額：８万円  

・ちょうちん    補助率：３分の２，上限額：６万円  

詳しくは HP を御覧ください。  

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000148888.html 

※予算には上限があります。また，事前相談に時間を要しますので，当制度の活用を検討

される場合は，お早めに御相談ください。  

 

【お問合せ先】 

京都市都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課 広告物審査担当 

TEL ０７５－２２２－４１３７  

E-mail okugai@city.kyoto.lg.jp 

 

(7) 京都市統計月報の更新（ 2 年 8 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 8 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 
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 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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(8)“知恵深めてさらなる飛躍を！”「第１回 知恵－１グランプリ」の実施について  

 ～企業の成長ステージ応じた 3 つの部門を創設～≪京都商工会議所≫ 

 

自社の強みや知恵を活かすことで顧客に新たな価値を提供しようとするビジネスプラン

を募集します。従来からの知恵ビジネスプランコンテストをリニューアル。企業の成長ス

テージに応じて 3 つの部門を創設し、知恵ビジネスのすそ野拡大とさらに深化された知恵

ビジネスの成長モデルを発掘・発信していきます。  

入賞企業には、ビジネスプランの実行・実現に向け、専門家との連携、各支援機関の施

策等も活用しながら、それぞれの成長段階に応じた支援を行います。皆様のご応募をお待

ちしております。  

 

募集部門 ①「イノベーション」部門   ②「コラボレーション」部門  

     ③「チャレンジ」部門  

 

公募期間 ①イノベーション部門  ②コラボレーション部門 

      9 月 23 日(水)～11 月 24 日(火)※17 時必着 

     ③チャレンジ部門  

      9 月 23 日(水)～10 月 22 日(木)※17 時必着 

 

公募対象 京都の特性や企業独自の強みを活かしながら、新たな知恵に  

     よって自社ならではのビジネスモデルや技術、あるいは商品  

     ・サービスを開発し、“顧客創造”を実現するビジネスプラン。  

 

主 催  京都商工会議所  

 

詳 細  https://www.kyo.or.jp/chie/contest/ 

         

問合先 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   Email：bmpj@kyo.or.jp 

 

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

※ 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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