
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 25 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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(6) 次期京都市食の安全安心推進計画の策定に関する市民意見募集について  

≪保健福祉局≫ 

(7) 京都市統計月報の更新（02 年 11 月号）≪総合企画局≫  
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(1) NewsLetter15 号をアップしました！  

 

10 月 30 日に京都経済センターで開催した第 2 回地域企業未来力会議様子を  

NewsLetter15 号に掲載いたしました。  

当日参加できなかった方や，まだ参加したことがなくて会場の雰囲気が気になる方など，

ぜひご覧ください。  

NewsLetter は地域企業応援プロジェクト WEB サイトや未来力会議 facebook からアクセ

スできます！  

 

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

 

▼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/  

 ▼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) 京都市コロナ感染防止徹底月間（第 2 弾）【11/17～12/31】～再拡大防止に向けた実践

～≪京都市新型コロナウイルス感染症対策本部≫  

 

全国的に感染が増加する中，京都市においても，感染者の増加が見られ，急速な感染再

拡大につながるおそれがあります。  

 9 月の「感染防止徹底月間」で各局区等が培ったノウハウを活かし，様々な団体との顔

の見える関係，対面を含むあらゆる機会・媒体・ネットワークにより，市民・事業者の皆

様に注意を呼びかけ，日々の生活や仕事の中で，改めて感染防止に向けた実践を行ってい

ただくようにお願いします。  

 

詳しくはこちらをご覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000277663.html 

 

(3) 京都市業種別団体等活性化支援事業補助金の募集について≪産業観光局≫ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け，消費・需要が落ち込んでいる中，各業界の活

性化，消費や需要の活性化に資する取組等について，業種別団体等に対する補助金の三次

募集を開始しました。  

 

■ 補助対象者  

ア 主たる事務所を市内に設けている又は，構成員の半数以上が市内に本社又は主たる事

務所等を設けている中小企業等で構成する業種別団体等 (令和２年４月１日以前に設立

されたもの) 

 ※法人格のない団体は，設立時又は申請時に構成員が４以上であること。  

イ 業種別団体等に属する中小企業等（３者以上）を構成員に含むグループ  

 ※別の団体に属しているグループも可  

（例）A 組合の a 社，B 組合の b 社，C 組合の c 社のグループも申請可  

 

■ 補助対象事業  

新型コロナウイルス感染症拡大防止策を十分に講じたうえで，取り組む次にあげる事業  

ア 見本市，展示会及び商談会等の市場開拓に関する事業（業種別団体が単独で主催する

もの） 

イ 販売促進又は販路拡大のための事業  

ウ 新たな販売手法の導入  

エ 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  

オ 新商品開発費用  

カ その他（例：団体内の業務の効率化に係る費用（オンライン会議のための機器購入な

ど）など） 

 

■ 事業期間  

令和２年６月１日（月）～令和３年２月２８日（日）  

※見本市，展示会及び商談会等の市場開拓に関する事業（業種別団体主催分）については，

令和３年３月２１日までとする。  

 

■ 補助金額・補助率  

ア 団体での申請  上限１００万円 (補助率４／５以内) 

  ※団体が見本市等を単独で主催する場合は，上限５００万円 (補助率２／３以内) 

イ 団体等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) 

 

■ 申請書受付期間  

令和２年１１月１９日（木）〜  令和２年１２月２８日（月）当日消印有効  

※一次募集・二次募集において申請いただいた方は，三次募集に申請できません。  
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■ 受付方法  

郵送のみ  

 

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/0000277435.html 

 

(4) 「企業向け人権啓発講座」の開催について≪文化市民局≫ 

 

 京都市では，社内における人権尊重の風土づくりや企業と社会の持続可能な成長に役立

てていただくため，「企業向け人権啓発講座」を開催しています。  

 令和２年１２月２２日に講座「京都から，人権を考える～同和問題の視点から～」を開

催しますので，以下のとおり参加者を募集いたします。  

 皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■ テーマ  京都から，人権を考える～同和問題の視点から～  

■ 日時   令和２年１２月２２日（火）午後２時～午後４時  

■ 内容   【講演】山本  崇記 氏（静岡大学人文社会学部  准教授）  

■ 会場   京都市男女共同参画センター  ウィングス京都  ２階セミナー室  

■ 申込〆切  令和２年１２月１５日（火）  

■ 対象   京都市内に事業所を持つ企業等の経営者，総務・人事責任者，  

人権研修推進者等  

■ 申込方法  ＦＡＸ又は電子メール  

■ 参加費  無料 

 

【問合せ先】  

 京都市文化市民局 共生社会推進室（啓発担当）  

 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/0000277364.html 

 

(5) 「マイ文化」フォト＆ムービーコンテストの開催について≪総合企画局≫  

 

文化庁については，令和４年度中に京都へ全面的に移転する予定です。この度，地元京

都の文化を振興する多様なメンバーで構成される「文化庁京都移転・私たちができること

推進チーム」による「マイ文化」フォト＆ムービーコンテストを開催いたします。  

皆様の「マイ文化」（＝文化の領域に関するマイブーム）を，ぜひ御応募ください！！  

 

「マイ文化」フォト＆ムービーコンテスト公式ホームページ  

https://mybunka-contest.com 

 

※「文化庁京都移転・私たちができること推進チーム」  

 平成 28 年 11 月に，文化庁の京都移転を契機に，「文化の力で日本を元気にするために，

自分たちに何ができるか」を考え，連携して互いの取組の推進を図るなど，市民ぐるみで

行動することを目的に結成されたチーム  

https://tsukuru-kyoto.net/bank_activity/ 

 

【お問合せ先】  

京都市総合企画局総合政策室ＳＤＧｓ・市民協働推進担当  

電話：０７５－２２２－３１７８  

京都市総合企画局文化庁移転推進室  

電話：０７５－２２２－４２００  

 

(6) 次期京都市食の安全安心推進計画の策定に関する市民意見募集について  

≪保健福祉局≫ 

 

 京都市では，食の安全安心施策を総合的かつ計画的に推進するため，平成２８年３月に

「第２期京都市食の安全安心推進計画」を策定し，市民，食品等事業者の皆様とともに，
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京都の食の安全安心を確保するための取組を進めてきました。  

 現推進計画の計画期間は今年度末までであることから，次期推進計画の策定に向け，「次

期京都市食の安全安心推進計画骨子案」について，市民や関係者の皆様からの御意見を募

集しておりますで，お知らせします。  

 皆様からの御意見，お待ちしております。  

 

○意見募集期間  

令和２年１１月１８日（水）～１２月２５日（金） 

 

【ホームページ】  

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/hokenfukushi/0000276491.html  

 

(7) 京都市統計月報の更新（02 年 11 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 11 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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(8) ジェイアール京都伊勢丹との個別商談会～事前マッチング型商談会  

≪京都商工会議所≫  

 

ジェイアール京都伊勢丹との個別商談会を開催します。 

今回は、地下の食品フロアと８階のリビングエリアで取り扱う商品を  

お持ちの企業様を募集します。奮ってご参画ください。  

 

【開催概要】  

■開催日 令和２年１２月１８日（金）※ 1 

■場 所 京都商工会議所 会議室（下京区四条通室町東入）  

■参加費 申込無料 ※2 

■締切日 令和２年１１月３０日(月)１２時 

 

※1 マッチングの結果、商談が組まれた場合は追って時間をお知らせします  

※2 マッチングの結果、商談が組まれた場合は参加費が発生します  

 

◇◇◇詳細・申込はこちら  
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    ⇒ http://www.kyo.or.jp/ichioshi/ 

 

◇◇◇お問合せ先  

    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 

 

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

※ 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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