
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 15 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 年度第 2 回地域企業未来力会議 ＠京都経済センター 開催が決定しました！  

 

今年度第 2 回地域企業未来力会議の開催が決定  

開催日時：10 月 30 日（金）13 時 30 分～16 時 30 分 

場所：京都経済センター  6 階 6B・6C 会議室 

 

予定している内容は  

・今年度募集アイデアの発表・共有  

・ウィズコロナ社会において地域企業の共通課題を明らかにしていく「大勉強会」  

です。 

 

毎年参加していただいている方はもちろん，初めての方も大歓迎です。  
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皆様の御参加お待ちしております。  

 

お問合せは京都市地域企業未来力会議事務局まで  

 

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

▼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  
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(2) 増えています！！食品ロスの削減に取り組む「京都市食べ残しゼロ推進店舗」  

≪環境政策局≫  

 

 京都市では，食べ残しや手つかず食品といった食品ロスの削減に取り組んでいただいて

いる飲食店や宿泊施設，食品小売店の皆様を「食べ残しゼロ推進店舗」に認定しています。

認定店舗数は，政令市最大規模の約 1,600 店舗！  

この度，御協力いただいた認定店舗でスタンプラリーキャンペーンを実施します。令和

2 年 10 月 1 日から 11 月 30 日までの期間，対象店舗を飲食や宿泊，買い物等で利用し，ス

タンプを３つ集めて御応募いただいた方の中から，抽選で対象店舗の商品と引き換えるこ

とができる「京都市食べ残しゼロ推進店舗利用券」をプレゼントします。  

あなたもこの機会に「京都市食べ残しゼロ推進店舗」になってみませんか？  

詳細は「京都市食品ロスゼロプロジェクト」ホームページを御覧ください。 

  http://sukkiri-kyoto.com/tabenokoshi 

 

【問合せ先】  

 環境政策局  循環型社会推進部 ごみ減量推進課 

 電話：075-213-4930／電子メール：gomigenryo@city.kyoto.lg.jp 

 

(3) ソーシャル・イノベーション学が目指す社会を問う  －コロナ禍を経験して－  

 （日本ソーシャル・イノベーション学会第２回年次大会）≪産業観光局≫ 

 

日本ソーシャル・イノベーション学会，京都市及び（公財）京都高度技術研究所では，

この度，「日本ソーシャル・イノベーション学会第２回年次大会」を下記のとおり開催しま

す。 

 これは，京都市及び（公財）京都高度技術研究所が実施してきた「ソーシャル・イノベ

ーション・サミット」と，日本ソーシャル・イノベーション学会が実施してきた年次大会

が一体となって実施する合同イベントで，昨年度に続き開催するものです。  

 本大会では，特にコロナ禍の中で私たちが直面する様々な課題や問題に対して，ソーシ

ャル・イノベーションが貢献できることとは何かを話し合う場としてオンライン開催しま

す。 

■開催日  

 令和２年１１月１日（日曜日）  午前１０時～午後５時３０分  

※詳細は，こちらをご覧ください https://siday2020.peatix.com/view   

 

(4) 新型コロナウイルス感染症対応マニュアル策定支援  

                オンラインセミナーの開催  ≪産業観光局≫  
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京都市では，京都商工会議所，京北商工会，京都府中小企業団体中央会と連携し，事業

者の皆様を対象に，「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」の策定を支援するオンラ

インセミナーを開催しますので，御案内いたします。  

 

【詳細・お申込みは，以下のチラシを御覧ください】  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000258/258742/02corona -2n

d.pdf 

 

■実施日 

 11/13(金)，12/14(月)，1/13(水)，2/12(金) 

 各日 10 時～12 時と 13 時～15 時の計８回  

 ※どの回も内容は同じです。  

 

■内容 

 ZOOM によるオンラインセミナーです。  

① 今すぐ使える「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」のひな形を参加者限定で

配布 

② セミナー参加後，実際の策定に当たっては，講師による個別フォローアップを受ける

ことが可能  

 

■参加費  

 無料 

 

■対象者  

 京都市内に事業所を有する事業者   

 ※コンサルタント業の方は，ノウハウの流出防止のため，講師から参加不可  

  とされていますので，御理解くださいますようお願いします。  

 

■申込期限  

 各回の前日まで  

 

【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  

 

(5) 京都市から業種別団体等向け補助金（２件）の御案内≪産業観光局≫ 

 

 京都府中小企業団体中央会に加入の事業協同組合，企業組合等の組合や，商店街・生活

衛生同業組合などを対象として，業界や団体の活性化に資する取組や人材育成・人材確保

等に資する取組を支援する補助金の２次募集を開始しましたので，御案内します。 

 

■ 補助金名称及び交付対象となる事業等  

① 京都市業種別団体等活性化支援事業補助金  

  ・見本市，展示会及び商談会等の市場開拓に関する事業  

  ・販売促進又は販売拡大のための事業（ホームページの新設，リニューアル等）  

  ・新たな販売手法の導入  

  ・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  

  ・新商品開発費用  

  ・その他業界の活性化に寄与する取組の費用（オンライン会議やセミナー実施のため

のパソコン，モニター等の機器購入等）  

② 京都市事業継続に向けた業種別団体等担い手確保・育成支援補助金  

・セミナーや研修等の開催費（講師謝金，講師交通費，会場賃借料，広告費等）  

・団体で新たに雇用する方の賃金  

■ 補助金額，補助率（共通）  



 ・業種別団体での申請 上限１００万円（補助率４／５以内）  

  ※ただし，団体が単独で見本市等を主催する場合，上限５００万円（補助率２／３以

内） 

 ・同一の業種別団体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）  

■ 受付期間（共通）  

 ・令和２年１０月９日（金）～令和２年１０月２６日（月）必着  

■ 問い合わせ先 

① 京都市業種別団体等活性化支援事業補助金  

・京都市業種別団体等活性化補助金事務局：０５７０－５５０－０４７  

② 京都市事業継続に向けた業種別団体等担い手確保・育成支援補助金  

 ・京都市業種別団体等担い手確保・育成支援補助金事務局：０７５－７４６－３７６４  

 

 ※詳しくは，下記を御参照ください。  

・京都市業種別団体等活性化支援事業補助金  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000275674.html 

・京都市事業継続に向けた業種別団体等担い手確保・育成支援補助金 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000275892.html 

 

(6) 府市協調による「コロナ離職者雇用等に関する補助金」の御案内≪産業観光局≫ 

 

 京都府と京都市では，府市協調の取組として，新型コロナウイルス感染症の影響により

離職した方の再就職や収入減少者の副業・兼業，内定取消者の就職及び就職が困難な方の

就職を支援するため，こうした方を正規雇用労働者や非正規雇用労働者として雇い入れる

京都府内の中小企業等に対して，その経費の一部を補助する制度を実施しますので，御案

内します。  

 

記 

■ 補助限度額  

①正規雇用労働者を雇用した場合   １人当たり３０万円  

②非正規雇用労働者を雇用した場合  １人当たり１０万円  

  ※対象労働者については，雇用日から３箇月経過時に，京都府民である必要がありま

す。 

■ 補助対象者  

①京都府内に主たる事務所を有する，中小企業等，病院，老人福祉・介護事業を行う事

業所，障害者福祉事業を行う事業所，保育所，幼稚園等  

②新型コロナウイルス感染症の影響により，売上が減少している事業主  

③対象労働者（京都府民に限る）を新たに３箇月以上雇用する事業主  

④雇用保険適用事業所  

⑤京都市税及び京都府税の滞納がない事業主  

※その他にも要件があります。詳細はホームページで御確認ください。（メール下部に URL

を記載しています。）  

■ 事業実施期間  

  令和２年６月１日～令和３年３月１５日に完了する事業  

  ※労働者の雇用開始日は，令和２年６月１日～令和２年１２月１５日に限ります。  

■ 受付期間  

令和２年１０月１４日（水）～令和２年１１月１３日（金）午後５時必着  

■ 申請方法  

  郵送受付のみ 

■ その他 

 本制度の詳細については，下記 URL を御参照ください。  

・京都府内事業者向け（京都市内を除く）  

http://www.pref.kyoto.jp/koyou/news/1008hojokin_covid19.html 

・京都市内事業者向け  



https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000275812.html 

■ 問い合わせ先  

  京都「コロナ離職者雇用等に関する補助金」事務局：０５７０－２００－４０２  

 

(7) 京で輝く！女性活躍推進セミナー   

～男性社員の育児参画・働き方が変わる！職場・家庭の実践術～≪文化市民局≫ 

 

この度，京都市では，「男性社員の育児参画・働き方が変わる！職場・家庭の実践術」を

テーマに，講演やワークショップなどを行う，女性活躍推進セミナーをオンライン開催し

ます。仕事と家庭を両立したい男性社員の皆様，上司や同僚の皆様など，多くの方の御参

加をお待ちしております。  

■日時：令和２年１０月２７日（火）午後２時３０分～午後４時３０分  

■開催方法：オンライン（ Zoom を使用）  

■主な内容   

＜講演＆ワークショップ＞  

講師：塚越 学氏（株式会社東レ経営研究所  チーフコンサルタント）  

 ・ 昭和→平成→令和！イマドキ子育て世代の環境はこれだけ変わった  

 ・ 女性活躍は，イクメン＆イクボス推進次第  

 ・ 人材確保・人材育成・働き方改革の起爆剤は男性の育休  

 ・ 子育て男性社員の希望と現実はどこから来ているのか  

 ・ 上司は？同僚は？職場は何ができるのか？最新取組事例  

■定員：５０名（受講無料，事前申込制，申込先着順）  

■申込：下記ＵＲＬにてお申し込みください。  

 【ＵＲＬ】 https://v2.nex-pro.com/campaign/13835/apply 

■問合せ先： (株)東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部  

 【Ｅメール】Seminar@tbr.toray.co.jp 

■主催等：（主催）輝く女性応援京都会議（事務局：京都市，京都府，京都労働局，京都商

工会議所）  

（事務局担当：京都市文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当）  

■詳細はこちら→https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000275483.html 

 

(8) 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・個人事業者

を対象に，令和３年度の固定資産税・都市計画税を軽減します。≪行財政局≫ 

 

 新型コロナウイルスの影響で事業収入が３０％以上減収している中小事業者，個人事業

者が所有する「事業用家屋」及び「償却資産」に係る固定資産税，都市計画税を令和３年

度に限り軽減します。  

 

 ▼軽減割合  

 令和２年２月から１０月までの任意の連続する３か月の売上高が…  

 ３０％から５０％未満減収した方…１／２を軽減します。  

 ５０％以上減収した方…全額を軽減します。  

 

 ▼申告期限 

 申告期限は令和３年２月１日（消印有効）です。  

 

 ▼問合せ先や制度の詳細  

京都市情報館をご覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270326.html 

 

(9) １１月２日（月）は「市・府民税」第３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≫  
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市・府民税第３期分の納期限は１１月２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！  

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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆ 参加企業等からのお知らせ 

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

(10) 登壇企業募集「知恵産業オープンイノベーションピッチ」  

     ～出会い，交わる“京創の場”～  ≪京都商工会議所≫  

 

京都商工会議所では，自社のビジネスモデルについて大手・中堅企業やベンチャーキャ

ピタル，金融機関等に対してプレゼンテーションする機会を提供し，事業マッチングや資

金調達を促進し，さらなる成長・発展につなげます。新たな価値を提供しようとするベン

チャー企業は是非ご応募ください。  

 

■期 間 募集中～令和 2 年 11 月 6 日（金）17:00 必着 

 

■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_114200.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 

 

(11) 北山野掛け 森へのパスポート https://www.facebook.com/moripass  

――― 小雨決行・参加・申込不要 ――― ≪（株）Hibana≫ 

 

秋の北山を親子で，おじいちゃんおばあちゃんと，恋人や友だちと，森歩きの一歩に踏

み出そう。草木あそびや樹木・キノコの不思議発見。虫や鳥の声を聞いたりヨガや野遊び

など森あそびの達人と一緒に楽しみましょう♪  

 

▲11/15(日）京大上賀茂試験地 10:00～15:00（最終受付 14:00） 

https://www.facebook.com/events/2705985852991356/ 

 

〈内容〉  

 秋の自然観察と森歩き NPO 自然観察指導員京都連絡会  

 森ぼっこヨガ とりーにさんさーら 稲田真弓  

 ネイチャーゲーム ティンカーベルなみ２自然学校  

 もくもく大作戦  NPO 法人 EN Lab. 

 木糸ワークショップ  RETREEBIRTH 

 木育体験 山村都市交流の森  他 

 

《主催》森パス実行委員会  https://www.facebook.com/moripass 

《後援》京都市  

《協力》アンク／（有）岩井木材／大谷大学社会学部赤澤ゼミ／（株）基地計画／  

   きのね出版／京都市森林文化協会／コドモト／このちから／滋野浩毅／  

   シンマチラボ ／（株）Hibana／林業女子会＠京都／やまぐに／山仕事  

   サークル杉良太郎 ／（株）UTSun／ワシタカ工藝  

 

＊本事業は北区民まちづくり提案支援事業助成を受けて実施しています。  

＊京都府 学生×地域つながる未来プロジェクト参加中 ＃100 万人への発信実験  

 https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/gakusei/r2_gakusei.html 

 

▲お問合せ▲  moripass2020@gmail.com 

 

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

※ 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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