
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 11 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！  

 

【目次】================================================================ 

☆ 事務局からのお知らせ  

(1) 令和 2 年度第 2 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  

(2)「ダイバーシティ ＬＧＢＴの視点から考える  これからの職場づくり」の発行について 

≪文化市民局≫ 

(3)【開催予告】令和２年度京都市障害者雇用企業オンラインセミナー  

「障害のある方のディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）と  

ソーシャル・イノベーションで持続可能な社会を目指す地域企業」参加者募集のご案内   

≪保健福祉局≫ 

 

☆ 参加団体・企業等からのお知らせ 

(4)落ち葉探偵～森の謎解きと堆肥モニター募集～＊小雨決行  

https://www.facebook.com/events/2663769017168447/≪un:que アンク≫ 

(5)「創業ワンポイントレッスン」  

これだけ知っておけば安心！創業を成功させる“お金”の話  ≪京都商工会議所≫ 

(6)新産業創造講演会「コロナ禍に活きる・・島津源蔵氏に学ぶイノベーションの源流」  

≪京都商工会議所≫  

(7)知恵を深めてさらなる飛躍を！「第１回知恵－１グランプリ」  

   イノベーション部門・コラボレーション部門の募集について≪京都商工会議所≫ 

 

========================================================================= 

【本文】 
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☆ 事務局からのお知らせ 
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(1) 令和 2 年度第 2 回地域企業未来力会議，御参加ありがとうございました！  

 

10 月 30 日（金）京都経済センターにて地域企業未来力会議を開催いたしました。  

今回は約 1 年ぶりの対面での開催。  

会場には約 100 名の方にお集まりいただき，話し合いが行われました。  

 

まず前半は，今年度募集したビジネスアイデア 10 組の発表,意見交換が行われました。  

そして後半は，大勉強会と題して，ウィズコロナ社会における地域企業の課題解決に向

けた話し合いが行われました。  

良いアドバイスをいただけた，もっと時間がほしいなどたくさんのお声をいただきまし

た。 

 

当日の様子は，後日発行する News Letter でご確認ください！  

 

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

 

▼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)「ダイバーシティ ＬＧＢＴの視点から考える  これからの職場づくり」の発行について 

≪文化市民局≫ 

 

企業や大学等はＬＧＢＴ等の性的少数者の方の社会参加において重要な役割を担うこと

から，性的指向や性自認のこと，職場等における当事者の声や職場で取り組めること，実

際の企業等での実践事例等を分かりやすく，正しくお知らせし，今後の取組につなげてい

ただくことができるよう，企業向けの啓発パンフレットを作成しました。  

 是非，御活用ください。  

 

【主な内容】  

○ 基本用語とデータ  

  ・ ＳＯＧＩとＬＧＢＴについて  

  ・ ＳＤＧｓ達成のために  

  ・ データからみるＳＯＧＩ  

○ ＬＧＢＴの声／現場でできること／実践事例  

  ・ オフィス編   

  ・ 大学編     

  ・ 観光・接客編   

  ・ 医療編 

  （実践事例：オムロン株式会社，三洋化成工業株式会社，京都精華大学，池内志帆氏

（ＩＧＬＴＡ理事／ピンクソレイユ株式会社  代表／元ホテルグランヴィア京都  営業推進

担当室長））  

○ 京都市の取組・相談窓口 

  ・ 京都市パートナーシップ宣誓制度  等 

 

【作成協力】 

認定ＮＰＯ法人 虹色ダイバーシティ  

 

【配布方法等】 

市内の企業・事業所等約５，５００箇所に送付するほか，市役所案内所，各区役所・支

所，市立図書館，文化会館等の本市施設等や，各種啓発イベント等において配布します。  

また，市ホームページにも掲載します。  

 

【問合せ先】  

 京都市文化市民局 共生社会推進室（計画担当）  

 ＴＥＬ：０７５－３６６－０３２２  

 

【詳細はホームページを御覧ください。】  

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000275858.html 

 

(3)【開催予告】令和２年度京都市障害者雇用企業オンラインセミナー  

「障害のある方のディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）と  

ソーシャル・イノベーションで持続可能な社会を目指す地域企業」参加者募集のご案内   

≪保健福祉局≫ 
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京都市では，この度，この度，ＳＤＧｓの目標８「働きがいも経済成長も」で掲げられ

ている，すべての人が活躍できる社会の実現に向けて，ディーセント・ワーク (働きがいの

ある人間らしい仕事)」を推進することで，障害のある方の働きがいのある仕事を創出し，

障害のある方が戦力として活躍する職場づくりの課題解決を図り，同時に，生産人口の減

少や環境問題といった社会的課題にも取り組むことを，ソーシャル・イノベーション (※)

で試みる企業の事例を学ぶオンラインセミナーを下記のとおり開催しますので，お知らせ

いたします。  

※ソーシャル・イノベーション…社会的課題に対する革新的な解決法を指す。既存の

解決法よりも効果的，かつ持続性があり，創出される価値が社会全体にもたらされる

ことが要件とされる。  

 

詳細は，11 月９日（月）に，以下のＵＲＬでご案内しますと共に，参加者を募集いたし

ます。 

 

◆「令和２年度京都市障害者雇用企業オンラインセミナー」詳細・申込みＵＲＬ  

（11 月 9 日（月）午前 10 時以降公開予定） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000276766.html 

◆日時：令和２年１１月２６日（木）１４時３０分～１７時００分  

◆会場：オンライン開催（ Zoom） 

（当日の講演(一部編集 )の動画を，後日，ホームページ「京都市障害者就労支援  

推進会議  はたらきまひょ」 (https://www.hatarakimahyo.jp/)にアップしますの

で，御覧ください。  

◆対象  以下⑴～⑶のいずれかに該当すること  

⑴  京都市内に本社又は事業所のある企業 ,⑵  市内の障害者就労支援事業

所の職員,⑶  大学及び総合支援学校の教員または職員  

◆参加費 無料 

◆定員  ５０名程度  

 

【お問い合わせ】  

京都市障害保健福祉推進室  就労支援担当（担当：田中）  

〒６０４-８００６  

京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町３９４番地  Y・J・K ビル３階  

ＴＥＬ．０７５-２２２-４１６１  ＦＡＸ．０７５-２５１-２９４０  

メールアドレス syogai@city.kyoto.lg.jp 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(4) 落ち葉探偵～森の謎解きと堆肥モニター募集～＊小雨決行  

https://www.facebook.com/events/2663769017168447/≪un:que アンク≫ 

 

探偵になった気分で、森のひみつ・土のふしぎを探る冒険に出るよ。  

耳を澄まして声を聞いてみよう。落ち葉や木の実を触ってみよう。  

菌や虫たちの息づかいを感じてみよう。どんな発見があるかな？  

 

落ち葉探偵とは、自然観察指導員と共に森歩きをしながら、  

フィールドノートを使い、森への理解を深めます。  

上賀茂神社の森をフィールドに、森の謎解きや土壌生物〈つちモン〉  

の観察、家庭での落ち葉堆肥のコンポストの説明を行います。  

 

〇日時：11/7(土）上賀茂神社 10:00～14:00（受付 9:30） 

    1 部 10:00～12:00 落ち葉探偵・森の謎解き自然観察  

    2 部 13:00～14:00 落ち葉堆肥コンポストキットのモニター配布  

 

〇集合場所：正面一の鳥居前（京都市北区上賀茂本山  339） 
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〇持ち物：2kg～3kg の土が入る袋（20～30L） 

     軍手・筆記用具・水筒・弁当・レジャーシート  

 

〇お申込み： moripass2020@gmail.com に必要事項  

（氏名、年齢、電話番号、メールアドレス）をご記入のうえご連絡いただくか、  

 下記のフォームよりお申込みください。  

https://forms.gle/Yv193mwKwusL5mxf7 

 

(5)「創業ワンポイントレッスン」  

これだけ知っておけば安心！創業を成功させる“お金”の話  ≪京都商工会議所≫  

 

創業をお考えの方や創業間もない方などに、創業を成功させるために知っておきたいポ

イントを 2 時間でわかりやすくお伝えします。テーマは、事業を行う際に避けては通れな

い「お金」です。夢の実現に向けて是非ともご参加ください。  

 

■日 時 令和 2 年 11 月 25 日（水）18:30～20:40 

 

■場 所 京都商工会議所 7-A・B 会議室（京都経済センター  7 階）  

     （下京区四条通室町東入  阪急烏丸駅・地下鉄丸太町駅 26 番出口直結）  

 

■定 員 40 名（申込多数や上記趣旨と異なると判断される場合等、  

        お断りすることがございます。）         

 

■参加費 無料 

 

■講 師 伊藤弥生公認会計士・結税理士法人  代表 伊藤 弥生 氏 

 

■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_114255.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 

 

(6)新産業創造講演会「コロナ禍に活きる・・島津源蔵氏に学ぶイノベーションの源流」  

≪京都商工会議所≫  

 

1875 年、京都で生まれた島津製作所は、「科学技術で社会に貢献する」の社是のもと、

２人の島津源蔵氏によるチャレンジ精神と探究心、そしてものづくりに対する熱い情熱に

育まれ、145 年以上にわたり脈々と受け継がれています。  

京商 科学技術振興・新産業創造特別委員会では、新型コロナウイルスを含め、今後社会

や経済、産業のシステムが大きく変化する中、改めて京都の偉大な先人に学ぼうと本講演

会を企画いたしました。今回は、島津源蔵氏の精神を受け継ぐ島津製作所の中本会長によ

るご講演、並びに京都企業の皆さんが科学技術と新産業創造の未来を語ります。皆様のご

参加をお待ちしております。  

 

■日 時 １１月１８日（水）１４：００～１６：００  

■場 所 ホテルグランヴィア京都  「源氏の間」（３F） 

（下京区烏丸通塩小路下ル  JR 京都駅中央口／公共交通機関をご利用ください） 

■参加費 無料 

■定 員 ８０名（先着順） ※事前申込みが必要です（申込締切１１月１１日（水））  

 

◇◇◇申込・詳細はこちら  

https://forms.gle/Yv193mwKwusL5mxf7
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    ⇒ https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_114368.html 

 

◇◇◇お問合せ先  

    京都商工会議所 中小企業支援部 (担当：西分・細川) 

    TEL:075-341-9781 FAX:075-341-9798 E-mail:bmpj@kyo.or.jp 

 

(7)知恵を深めてさらなる飛躍を！「第１回知恵－１グランプリ」  

   イノベーション部門・コラボレーション部門の募集について≪京都商工会議所≫ 

 

知恵-1 グランプリでは、各社の成長ステージに応じた部門として「イノベーション部

門」・「コラボレーション部門」を新設し、現在募集中です。  

こちらの部門では、知恵の認証・認定企業※を対象に、知恵をより深化させてさらなる

飛躍を目指すビジネスプランを認定。認定企業にはプラン実現に向けて京商をはじめとす

る支援機関・専門家が一体になってトータルサポートをいたします。 

栄えある第１回の知恵 -1 グランプリです。認定企業の皆様からの、積極的なご応募をお

待ちしております。  

※下記の知恵の認証・認定制度を既に受けておられる企業  

 

応募締切 11 月 24 日(火)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。 

 

募集部門  

 イノベーション部門  （知恵の認証・認定企業１社で応募）  

 コラボレーション部門（知恵の認証・認定企業を含め複数企業で応募）  

 

該当する知恵の認証・認定制度  

 ・知恵ビジネスプランコンテスト認定（京商）  

 ・京都府元気印中小企業認定制度（京都府）  

 ・経営革新計画承認制度（京都府）  

 ・知恵の創出"目の輝き"企業認定（京都市産業技術研究所）  

 ・京都市ベンチャー企業目利き委員会 A ランク認定（ASTEM） 

 ・京都市オスカー認定（ASTEM） 

 ・これからの 1000 年を紡ぐ企業認定（ASTEM） 

 

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） 
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    〒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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