
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 10 月 5 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) 令和 2 年度「京都市 輝く地域企業表彰」対象者の募集中です！  

 

京都市では安心安全への貢献，文化の継承，自然環境の保全等，コロナ禍の状況におい

ても地域に根差して企業活動に取り組まれる事業者を表彰するため，令和 2 年度「京都市  

輝く地域企業表彰」の対象表彰者を募集しています。  

 

■応募方法 応募用紙に必要事項を記載し，添付書類を添えて，Ｅメール，郵送又は持参

にて，京都市産業観光局地域企業イノベーション推進室まで御応募ください。 

      (自薦，他薦を問わず御応募可能）  

■募集期間 令和２年９月２３日（水）～１１月２０日（金）必着  

      なお，持参の場合は最終日の午後５時半までとします。  

 

対象者や表彰に関する詳細はコチラから↓↓  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000274738.html 

 

皆様からのご応募お待ちしております！  

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

▼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://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000274738.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html


  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)【受付期間延長】新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金について 

≪産業観光局≫ 

 

 京都市及び公益社団法人京都市観光協会では，現在，京都市内の店舗，事業所等を対象

に，新しい生活スタイル対応のための感染症対策に係る経費の一部を補助する制度である

「新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金」について申請を受け付けていると

ころです。  

この度，９月２５日（金）までとしていた申請受付期間について，秋の観光シーズンを

前に，引き続き多くの事業者の皆さまに本件補助金を御活用いただけるよう，次のとおり

延長することとしましたので，お知らせいたします。  

 

■延長後の申請受付期間 

令和２年１０月１６日（金）まで（当日消印有効）  

※ 当初申請受付期間：令和２年９月１４日（月）から令和２年９月２５日（金）まで  

※ 申請受付期間の終期以外の変更はありません。  

 

■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 

 

(3) 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援策活用サポートセンターの運営方法

の変更及び団体等への出前サポートの運用開始について≪産業観光局≫ 

 

 本市では，市・府・国の中小企業等への支援策についての御相談を専門家（行政書士）

がお受けする「中小企業等支援策活用サポートセンター」を，市内各所の巡回により実施

してまいりましたが，１０月から，市役所分庁舎での相談に変更します。  

また，専門家（行政書士）が，組合等の団体に出向き，支援制度の紹介や相談を実施す

る「出前サポート」も開始します。  

 

■ 相談内容  

専門家（行政書士）が御相談をお聞きしながら，国・京都市・京都府の各種の補助金，

給付金等の支援策について，活用可能なものを御案内するとともに，支援の具体的な内

容や対象となる方，必要な書類や問い合わせ先，申請手続きの具体的な方法をアドバイ

スします。  

■ 対象者 

市内の中小企業・小規模事業者の皆様（個人事業主の方を含む。）  

■ 事業期間・実施場所 

○京都市役所での相談  

実施場所：分庁舎 地下１階 産業観光局地域企業支援策活用推進室  

事業期間：毎週水曜日，金曜日（令和２年１０月７日～令和３年１月１５日）  

     午前９時３０分～，午前１１時～，午後１時～，午後２時３０分～  

（各回４５分程度）  

https://community-based-companies.kyoto/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html
https://www.newstyle-kyoto.com/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000273891.html


※ 事前予約制とし，申し込みが必要となります。（予約がない場合は，当日も可）  

※ 申請の「代行」はできません。  

※ 相談予約の入っていない時間については，専門家（行政書士）への電話相談も可

能です。(９時３０分～１５時(１２時～１３時を除く。 )) 

 

○出前サポート  

専門家（行政書士）が，商店街，協同組合などの団体・グループ（５名以上）の事務

所等に出向いて，支援策の説明や相談を行う「出前サポート」も実施します。  

ご希望される場合は，日時，場所等を調整させていただきますので，電話でお問い合

わせください（０７５－２２２－３３７８）。  

※ 平日のみ，10:00～17:00（土日祝，年末年始を除く。）  

 

■ 問い合わせ  

連絡先：０７５－２２２－３３７８  

相談予約受付：９時～１２時，１３時～１７時  土・日・祝等を除く。  

 

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/0000275390.html 

 

(4) 京都市ベンチャービジネスクラブ設立３５周年記念式典の開催について  

≪産業観光局≫ 

 

高度な技術や，独創的な経営活動で成長を続けるベンチャー企業の交流組織である京都

市ベンチャービジネスクラブ（ＫＶＢＣ）では，１９８５年の設立から今年度で設立３５

周年を迎えます。つきましては，下記のとおり設立３５周年事業として，記念講演及び懇

親交流会を開催いたします。  

この式典は，どなたでも御参加いただけますので，多くの皆様のお申込みをお待ちして

おります。  

■ 日  時  

令和２年１１月２７日（金）午後４時～午後８時（午後３時３０分受付開始）   

 

■ 場  所  

ＴＨＥ ＴＨＯＵＳＡＮＤ ＫＹＯＴＯ  （京都市下京区東塩小路町５７０）  

 電話番号：０７５－３５４－１０００  

 

■ 内  容  

  【第１部】午後４時～午後５時３０分  

   記念講演 創業・上場・破綻～創業経営者としての経験談  成功と失敗のエピソー

ド～  

   講演者 西久保 愼一氏 

（元スカイマーク株式会社社長，現クイックウェブ株式会社社長）  

  【第２部】午後６時～午後８時  

   懇親交流会  

 

■ 参 加 費  第１部 無料 

       第２部 １３，０００円  

 

■ 定  員 ６０名（事前申込制，申込先着順  ※定員になり次第締切）  

   

■ 申込方法  

 ○ 申込方法  

京都市ベンチャービジネスクラブホームページの申込フォーム又は  

チラシ裏面の申込用紙にてＦＡＸでお申込みください。  

申込みフォーム及びチラシは以下を御参照ください。  

ＵＲＬ：http://www.kvbc.jp/schedule/index.html     

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000275390.html


 ○ 申込期限  

   令和２年１０月３０日（金）  

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により，中止又は延期する場合がありま

す。その際は，参加者の皆様に速やかに御連絡いたします。  

※ 記念式典の実施に当たっては，十分な感染症対策を実施します。  

 ○ 申込・問合せ先     

京都市ベンチャービジネスクラブ事務局  

（京都市産業観光局産業イノベーション推進室内） 

担当：松山，神尾  TEL：075-222-3324，FAX：075-222-3331 

 

(5) 不妊・不育等相談事業 市民公開講座の開催について≪子ども若者はぐくみ局≫ 

 

 子どもを授かりたいと望むとき，妊娠・出産に向けた妊娠活動（妊活）の一つに不妊治

療があります。しかし，厚生労働省が行った調査によると，仕事と不妊治療の両立につい

ては，通院回数が多いことや精神面での負担が大きいことから，１６％の方が「退職」，１

１％の方が「治療を断念」しています。  

 京都市では，不妊治療を受けながら安心して働き続けられる社会づくりに向けた取組の

一環として，この度，市民公開講座を開催します。講師として，不妊治療のリアルな体験

を伝える Web メディア「UMU」の運営や企業向けの講演等で御活躍されている西部沙緒里

氏と京都府内で両立支援員として御活躍されている埜村順子氏をお迎えし，下記の内容で

実施しますので，是非御参加ください。  

 

詳細はコチラから↓↓  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173098.html 

 

(6)「食品ロス削減月間」特集号  「ごみゅにけーしょん」の発行について≪環境政策局≫  

 

 京都市内の事業者から排出される食品ロスは，なんと！３．６万トン！（１日当たり約

１００トン）。昨年１０月１日に「食品ロス削減推進法」が施行され，より一層の食品ロス

削減の取組が求められています。  

今月（１０月）は「食品ロス削減月間」です。一人ひとりが食べ物の「もったいない」

を見直し，オフィスで，店舗で，ご家庭で，できるところから食品ロスの削減に取り組み

ましょう。  

事業ごみ減量ニュースレター「ごみゅにけーしょん」第４１号では，食品ロスの現状及

びきょう（今日・京）から始められる食品ロス削減の取組等について御紹介していますの

で，ぜひ御覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000243098.html 

（ごみの減量は経費の節減につながります！バックナンバーでは，プラスチックや紙ごみ

の減量，分別対策のポイント等も分かりやすく御紹介しておりますので，御覧ください。） 

 

【問合せ先】  

 環境政策局 循環型社会推進部 ごみ減量推進課  事業ごみ減量担当  

 電話：075-366-5090／電子メール：gomigenryo@city.kyoto.lg.jp 

 

(7) ポリガウン製作のための原材料（ポリ袋・養生テープ）の寄付について（お願い）に

ついて≪保健福祉局≫ 

 

本市では，市内の障害者就労支援事業所が新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要な

衛生用品であるポリガウンを製作し，福祉現場等へ供給する「衛生用品供給ほっとはあと

プロジェクト with 障害者就労支援事業所」を京都市及び特定非営利活動法人京都ほっと

はあとセンター（※）との協働により，開始しました。  

 

※ 事業所に衛生用品の製作業務をあっせんするなど，発注者と事業所との間を仲介する

共同受注窓口の役割を果たします。  

 

 つきましては，この取組について，趣旨に御賛同いただける企業さんがございましたら，

ポリガウンの製作に必要な原材料（ポリ袋・養生テープ）提供への御協力のお願いを企業

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173098.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000243098.html
mailto:gomigenryo@city.kyoto.lg.jp


の皆様にお知らせいただけたらという御相談です。  

 趣旨に御賛同いただける企業さんがおられましたら，こちらの投稿フォームからお申  

し込みいただけたらと存じます。  

  

↓ 本件に係るお知らせ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000275165.html 

 

↓ 投稿フォーム  

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4200&_ga=2.2671405 

57.2133595079.1601254966-702958404.1573122390 

 

↓ プロジェクトの詳細 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000274821.html 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(8)《畑活 × 食の循環》 ☆中嶋農園 いもほり&やきいも体験会☆≪NPO 法人木野環境≫ 

 

伏見区向島の中嶋農園は，京都市内の飲食店や弁当店に新鮮な米や野菜を直接届けてい

ます。このお店で出る生ごみを農園に戻し，堆肥化して畑にまいて野菜を育てる循環型農

業に挑戦しています。  

そのさつまいもを掘って，味わって，あなたも「食の循環」に参加してみませんか！  

巨椋池干拓の広い秋空の下，米農家ならではの「もみ殻焼きいも」「薪焚きの新米ごはん」

も味わえる秋満喫イベントです。  

 

日時：2020 年 10 月 25 日(日) 10:00〜12:00 ※雨天の場合は 11 月 1 日(日)に延期 

場所：中嶋農園の畑（伏見区向島）  ※近鉄向島駅から徒歩 5 分 

   集合は 9:45 までに近鉄向島駅（改札または西口パーキング） 

参加者：40 人程度（先着順）  

参加費：大人 1,000 円 子ども 500 円（1 人あたり体験料，焼きいも，保険代）  

    掘ったいも持ち帰り  １袋(約 5 ㎏)につき 1,500 円 

 

申込〆切：10 月 18 日(日) 

問合せ先：ＮＰＯ法人木野環境（担当：土井・古本）  

メール f-atsuko@kino-eco.or.jp 

TEL 075-708-8061 FAX 075-708-8062 

 

主催：株式会社 中嶋農園  共催：ＮＰＯ法人 木野環境  

 

詳細・申込はこちら＞ https://kokucheese.com/event/index/601219/ 

 

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

※ 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 
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     URL https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp  
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