
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 26 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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☆ 事務局からのお知らせ 
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(1) 令和 2 年度「京都市 輝く地域企業表彰」対象者募集中！  

 

令和 2 年度「京都市 輝く地域企業表彰」では，京都市において安心安全への貢献，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

まれる地域企業の事業者の皆さんを表彰します。  

 是非，御応募ください！  

 

■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）  

■募集締切 １１月２０日（金）必着  

      持参の場合は最終日の午後５時半まで。  

 

応募用紙のダウンロード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://community-based-companies.kyoto/ 

 ▼未来力会議 facebook はこちら 

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  
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 ▼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) 産学連携オンライン講座「コロナの時代を生きる」  

 

新型コロナウイルスはまだ収束の気配がありません。感染拡大を防ぐと同時に，国内総

生産（ＧＤＰ）が戦後最悪のマイナス成長を記録するなど落ち込んだ経済をウィズコロナ

社会に対応しながらどう復活させていくのか，が問われています。  

好評をいただいた前回のオンラインセミナーに続き，今回は変容を迫らせる我が国の経

済をテーマに，各分野で活躍する第一人者に情報発信していただき，新たな産業の在り方

を模索するセミナーを企画・開催いたします。  

 

■日時・内容  

 【第３回】令和２年１１月６日（金）15:00～16:10 

      「ウィズコロナ・これから企業に求められること」 

       講師 株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO 辻 庸介 氏 

 【第４回】     １２月４日（金）14:00～15:20 

      「コロナに起業で立ち向かう」  

       ～九州大学起業部を立ち上げた教授からのメッセージ～  

       講師 神戸大学 産官学連携本部教授 熊野 正樹 氏 

■開催方法：オンライン会議システム Zoom 

■対象 

 中小企業・スタートアップ企業・大学研究者・大学リエゾン担当者・産業支援機関担当

者・その他上記テーマに関心のある方々 

■参加費：無料  

■定員：各１００名（先着順）  

■締切日：【第３回】１１月  ２日（月）17:00 まで 

     【第４回】１１月３０日（月） 17:00 まで 

■お申込み方法：下記 HP 内の参加申込フォームからお申し込みください。  

https://chiemori.jp/sangaku/event/20201106-1204/?utm_source=mailpoet&utm_medium=

email&utm_campaign=vol-xxx_2 

■主催：（一社）京都知恵産業創造の森  産学公連携推進部  

■お問合せ  

（一社）京都知恵産業創造の森  産学公連携推進部  

担当：岡村  

TEL：075-353-2302 

E-Mail：renkei@chiemori.jp 

 

(3) ～初期費用ゼロで太陽光発電を導入～「０円ソーラー」プラン紹介サイトを開設！  

≪環境政策局≫ 

 

初期費用ゼロで導入できる「０円ソーラー」をご存じですか？  

 

≪・・・でも，「０円」ってなんか怪しい。ウラがあるのでは・・・？≫  

と思われる方も多いのでは。  

 

そこで京都市では，市内に施設を所有する事業者の皆様に向けて，安心してご利用いた

だくための要件を満たすことを確認した「０円ソーラー」プランを紹介するオンラインポ

ータルサイト「京都市太陽光発電プラットフォーム」を開設しました。  

 

現時点で，１１件の「０円ソーラー」プランが登録されています！  
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実は，「０円ソーラー」は，建物の築年数や構造，消費電力量などに応じて，利用できる

プランが異なって，少し複雑なんです。お気軽に相談いただけるように，問合せ窓口も設

置しました。  

 

太陽光発電設備を導入したいけど初期費用が・・・とお悩みのみなさま，  

ぜひ一度，サイトをご覧ください！  

 

＜０円ソーラー・６つのメリット＞  

１ 初期費用ゼロ  

２ 契約期間中・メンテナンス不要  

３ 契約期間終了後・設備を無償譲渡  

４ 電気代が安くなる  

５ CO2 ゼロの再エネ電気で脱炭素経営  

６ 停電時に電気が使用できる  

 

【京都市太陽光発電プラットフォーム】  

http://keaa.or.jp/our-work/other/kyoto-pv-platform 

 

(4) ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化について≪保健福祉局≫ 

 

平成３０年６月に食品衛生法が改正され，令和３年６月１日から，原則として全ての食

品等事業者は，施設の清掃等の一般的な衛生管理に加え，「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿っ

た衛生管理」を行うことが義務付けられました。  

京都市では，事業者の皆様が「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」に取り組むための必要な

情報を，以下のホームページ上に掲載しています。ホームページでは，講習会の開催情報

や，「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」の導入に役立つ動画なども公開していますので，ぜひ

ご覧ください。  

また，事業者の方からの「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」に関する御相談は，京都市医

療衛生センターで受付けております。  

 

【ホームページ】  

京都市情報館（ＨＡＣＣＰ）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/39-2-9-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

【ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理方法についての御相談先】  

京都市医療衛生センター   

受付時間：午前８時３０分～午後５時まで（土日及び祝日を除く）  

（北区，上京区，左京区，東山区担当）０７５（７４６）７２１１  

（中京区，下京区担当）０７５（７４６）７２１２  

（山科区，南区，伏見区担当）０７５（７４６）７２１３  

（右京区，西京区担当）０７５（７４６）７２１４  

  

(5) ふるさと納税で京都の文化芸術の再開支援を！≪文化市民局≫ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大により，アーティストや文化芸術関係者の活動が制限さ

れる中，文化芸術活動の再開を支援するため，①アーティストを応援する「挑戦サポート

交付金」事業と，②文化芸術施設を支援する「発表・鑑賞拠点継続支援金」事業を実施し

ています。  

①アーティスト 11 組，②文化芸術拠点 75 施設を支援するために，２件の「ふるさと納

税型クラウドファンディング」を実施するとともに，集まった寄付金と同額を京都市から

上乗せし，アーティストや文化芸術拠点にお渡しします。  

 京都市内の企業・市内在住の方でもご寄附いただけますので，少しでも興味を持ってい

ただけましたら，以下のホームページを覗いてみてください！  
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■募集期間  

令和 2 年 9 月 18 日（金曜日）～11 月 13 日（金曜日）の 57 日間 

 

■目標金額  

①9,560,000 円 ②10,000,000 円 

 

■募集サイト  

①アーティスト応援： https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject2020 

②文化拠点支援：https://readyfor.jp/projects/kyotocityartspace2020 

 

■問合せ先  

 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課  

 Tel: 075-366-0033 

 

(6) 京都市統計月報の更新（02 年 10 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， 02 年 10 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 

 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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(7) 小・中学生の起業アイデアコンテスト「Kyoto アントレプレナーチャレンジ」 

応募募集≪特定非営利活動法人アントレプレナーシップ開発センター≫ 

 

未来を創る小・中学生の子供達の”こんなのあったらいいな”というアイデアを応援す

るコンテストです。個人でも、近所の友達グループでも、学校の授業でも、応募形態は問

いません。（締切 11/18) 

応募者の中から、書類・面接選考を経て選ばれた事業に、最高 10 万円までの経費補助や

助言を行い、アイデアの実現を応援するとともに、優秀な取り組みを表彰します。  

既に学校の取り組みや課外活動として始めている活動でも問題ありません。個人や仲良

しグループでの応募も大歓迎です！ワクワクする京都を一緒に実現しましょう！  

 

詳しくは以下サイトを参照下さい。  

https://www.entreplanet.org/KEC 

 

令和２年度京都府「起業するなら京都・プロジェクト」起業体験推進補助事業  

https://www.entreplanet.org/KEC
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■応募資格：京都府内の小・中学生（個人・団体問いません）  

■応募期間： 2020 年 10 月 1 日（木）～11 月 18 日（水）17:00 必着 

■募集内容：京都の強みを生かして「こんなことしたい！」、自分達の身近な問題を  

           「こんなふうに解決したい！」という事業アイデアの提案  

■申込方法：以下サイトより、応募用紙をダウンロードの上、必要事項を記入して  

            事務局に送付ください。  

             https://www.entreplanet.org/KEC/apply.php 

■主 催：特定非営利活動法人アントレプレナーシップ開発センター  

■後 援：京都府、京都府教育委員会、京都市教育委員会  

■問 合 先：info@entreplanet.org / TEL:075-468-8907 

 

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

※ 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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