
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 9 月 7 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  

(1) 令和 2 年度第 1 回地域企業未来力会議，御参加ありがとうございました！  

 

☆ 京都市からのお知らせ  
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(3)京都市では，国家戦略特区における「規制緩和」の新たな提案を募集しています！  

≪総合企画局≫  

(4)『留学生の採用に関する企業向けセミナー』≪総合企画局≫  

 

☆ 参加団体・企業等からのお知らせ 

(5) ninaume プロジェクトについて  

～新しい世界への産学公連携・地域連携イノベーションプロジェクト～ 

≪一般社団法人京都知恵産業創造の森≫ 
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(1) 令和 2 年度第 1 回地域企業未来力会議，御参加ありがとうございました！  

 

8月 31日(月)(株)ウエダ本社 2階 TRAFFFICにて地域企業未来力会議開催いたしました。  

今回は ZOOM を活用した初のオンライン開催も実施。  

 

初めての取り組みであり，沢山の方のお力をお借りしながら進めることができました。  

今回は 10 組のビジネスプランの発表がありました。みなさん，緊張されながらも笑顔で

自信を持った表情で発表されていました。  

また，後半はウィズコロナ社会において自社の課題や取り組みについて意見交換をしま

した。意見交換の内容を参考に今後の未来力会議の運営を進めてまいります。  

 

また，発表の様子は後日 YouTube で配信予定。 

当日の様子は「京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイト」にも掲載しますので，  

おたのしみに！  

 

■今年度未来力会議のアイデア募集を開始しました。  

テーマは  

「with コロナ社会における課題解決に向けて，地域企業の知恵と力を結集させた２者以上

の企業間連携により，事業化を目指したいアイデア /プラン」  

です。沢山のご応募お待ちしております。  

締切は 9 月 30 日（水）です。応募用紙等が必要な方は，事務局までご連絡下さい。  

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

▼事業者の皆様への支援情報 

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

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html
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▼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) 9 月はコロナ感染防止徹底月間≪京都市新型コロナウイルス感染症対策本部≫ 

 

市民が安心して暮らし，また，安心して京都にお越しいただくため，市民・事業者・医

療機関・福祉関係者等が心を一つにして感染拡大を抑え込むことを目指し， 9 月を「京都

市コロナ感染防止徹底月間」に位置付けました。  

 

～市民の皆様へのお願い～  

飲食の場を介して，また，家庭内での感染が拡大しています。  

家庭の外でも内でも感染を拡大させないためには，皆さん一人ひとりの実践が不可欠です。 

 

～飲食店等に携わる事業者の皆様へ～  

飲食の場を介して新型コロナウイルスの感染が拡大しています。  

飲食店の経営，社会経済活動を維持していくためには，事業者の皆様による感染防止の取

り組みが不可欠です。今一度，各業界団体が策定する「感染拡大予防ガイドライン」をご

理解いただき，遵守・徹底をお願いします。  

 

＜参考資料＞  

※コロナ感染防止徹底月間の資料  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000267/267621/0208310201_

tetteigekkan.pdf 

 

※コロナ感染防止徹底月間の取組に係る資料  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000267/267621/0208310202_

tetteigekkantorikumi.pdf 

 

※感染者数の状況に係る資料  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000267/267621/0208310101_

kansenshasu.pdf 

 

※クラスター事例，死亡者の状況等に係る資料  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000267/267621/0208310102_

kansenhasseijokyo.pdf 

 

(3)京都市では，国家戦略特区における「規制緩和」の新たな提案を募集しています！ 

≪総合企画局≫  

 

京都市は，市内全域が「国家戦略特区」として指定されており，事業者の皆様からも，

ビジネス上の課題解決を目的とした，様々な規制緩和（法令の特例の実現）を提案するこ

とが可能です。  

＜例えば…＞  

○ 新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」の定着を図る新たな事業・

サービスを展開したいが，現行の法令では認められていない。  

○ 最先端技術を新たなビジネスに導入したいが，現行の法令では認められていない。  
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○ 創業・事業拡大・事業承継の各場面において，法規制が障壁となっている。  

○ 外国人材を活用したいが，在留資格の要件等によって業務内容が制限されている。  

加えて，京都市内では国が認定した規制緩和メニュー（創業，外国人材，近未来技術な

ど６０種類以上）を活用することも可能です。特区制度全般に関する質問等もお受けして

いますので，気軽にご連絡ください。  

 

皆様からのご提案・ご相談をお待ちしております！ 

 

■問合せ先  

京都市 総合企画局  市長公室 政策企画調整担当 

ＴＥＬ：０７５－２２２－３９８１  

E-mail：seisakukikaku@city.kyoto.lg.jp 

ＵＲＬ：http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000179572.html 

 

(4) 『留学生の採用に関する企業向けセミナー』≪総合企画局≫  

 

京都市では，留学生の京都企業に対する興味や理解を促し，京都での就職に  

結びつけるため，留学生就職支援マッチングサイト「ハタ洛」を開設するなど，  

留学生向け就職支援を実施しています。  

この度，企業における留学生の採用促進を目的に，採用セミナーを開催します。  

セミナーでは，日本企業向けの外国人採用について数多くの講演実績のあるエンピ・カ

ンデル氏（ユニバード株式会社代表取締役）による，「留学生の中小企業への就職～外国人

材の「良いところ」を生かし，「課題」を克服する方法～」をテーマにしたセミナーを実施

し，新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上での留学生の採用意欲を醸成します。  

ぜひ御参加ください！  

 

【詳細，お申込みは以下を御覧ください】  

 ▼https://www.kyo.or.jp/s/113985 

 

■日時 令和 2 年 9 月 24 日（木）14:00～16:00 

■開催形式 ZOOM（ビデオ会議システム）を使用  

■プログラム  

 ●講演「留学生の中小企業への就職～外国人材の「良いところ」を生かし，  

「課題」を克服する方法～」   

講師：エンピ・カンデル氏（ユニバード株式会社  代表取締役）  

●留学生の就職支援マッチングサイト「ハタ洛」の紹介及び登録方法の説明  

  ※京都市内企業だけが無料で使えるサービス・登録・活用方法の紹介  

■定 員 30 名（1 社 2 名まで）  

■参加費 無料 

■主 催 京都市，京都商工会議所  

■申込方法  

 以下の申込フォームからお申込みください。 

 ▼https://www.kyo.or.jp/s/113985 

  

【問合せ先】  

 （受託事業者）NPO 法人グローカル人材開発センター（担当：中岡・中野）  

  TEL075-411-5010 

  （受付：平日 9:30～17:30，土日祝は休み） 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(5)ninaume プロジェクトについて  

～新しい世界への産学公連携・地域連携イノベーションプロジェクト～ 
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≪一般社団法人京都知恵産業創造の森≫ 

 

一般社団法人京都知恵産業創造の森では，公募による受託候補者として選定された株式

会社 taliki に事業委託し，ninaume プロジェクト（新しい世界への産学公連携・地域連携

イノベーションプロジェクト）を始動するとともに，参加者を募集しますのでお知らせし

ます。  

 

■プログラム期間：令和２年９月２７日（日）～令和３年１月２４日（日）  

■対象：一般社団法人京都知恵産業創造の森・産学公連携推進部の加盟大学に所属する大

学生・大学院生等  

■参加条件：毎週日曜日の進捗報告会（オンライン）に参加可能なこと   

■応募方法その他：https://ninaume.info <https://ninaume.info/>  

■締切日：令和２年９月２０日（日）  

■主催：(一社)京都知恵産業創造の森，株式会社 taliki  

 

【お問合わせ先】  

 一般社団法人京都知恵産業創造の森  産学公連携推進部   

 TEL ０７５－３５３－２３０２   

 FAX ０７５－３５３－２３０４   

 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  

 

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

※ 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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