
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 12 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！  

 

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

☆ 事務局からのお知らせ  

(1)「京都・地域企業応援会」（ 1 月～3 月分）の受付を開始しました。  

 

☆ 京都市からのお知らせ  

(2) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のお知らせ  

≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局≫ 

(3) 京都市統計月報の更新（29 年 3 月号）≪総合企画局≫  

 

☆ 参加団体・企業等からのお知らせ 

(4) 第２回ジャパン・ハッカソンの参加者を募集します 

≪ジャパン・ハッカソン実行委員会※（事務局：京都府）≫ 
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(1)「京都・地域企業応援会」（ 1 月～3 月分）の受付を開始しました。  

 

 個々の事業者が持つ熱い想いや新しいビジネスアイデアについて， 

具体化に向けた幅広い知見を持つコーディネーターがきめ細かな助言等を行う  

「京都・地域企業応援会」（令和３年１月～３月分）の受付を開始しました。  

 皆様の事業に関する考えや悩みを相談してみませんか。  

 応援会の雰囲気などはぜひ facebook をご覧ください。  

 

 対象：京都市内に本店を有する事業者   

 定員：各日、先着 8 事業者まで  

 費用：無料   

 

 申込はこちらの URL よりお願いします。  

 https://community-based-companies.kyoto/ouenkai 

 

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

 

▼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 

https://community-based-companies.kyoto/ouenkai
https://community-based-companies.kyoto/ouenkai
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html
https://community-based-companies.kyoto/
https://community-based-companies.kyoto/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆ 京都市からのお知らせ  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(2) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のお知らせ  

 ≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局≫ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、京都市で酒類の提供を行う飲食店等の皆様

に、時短営業をお願いしています。  

 

 【短縮要請期間】12 月 21 日(月)～1 月 11 日(月・祝) 

  

 この要請にご協力いただいた中小企業・団体・個人事業主の皆様には、協力金を支給し

ます。 

 

 協力金の申請は，「令和３年１月１２日 (火)以降」に開始する予定です。  

 詳細は以下のホームページでご確認ください。  

 ▼https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin.html 

 

■支給対象者  

 次の全ての要件を満たす中小企業・団体及び個人事業主  

 1. 酒類を提供する飲食店等（下記支給対象施設）を運営していること  

  2. 飲食店の営業許可等を得ていること  

  3. ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等に基づき

感染防止の取組をしていること   

 4. 12 月 17 日（木）以前から、 21 時から 5 時を含む時間に営業していること  

 5. 12 月 21 日（月）午前 0 時から 1 月 11 日（月・祝）午後 12 時までの間、 

定休日等を除く全ての営業日において時短営業に取り組んでいること  

 

■協力金の支給金額  

 1 施設（店舗）につき、時短営業した日数 (注)×4 万円 

 （注）定休日や年末年始の休みは時短営業した日数に含まれません  

 

■支給対象施設  

 京都府が時短営業を要請した以下の施設  

 ▼https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_201217yousei.html  

 

■その他注意事項等  

〇 通常の営業時間が 5 時から 21 時までの間である場合は対象にはなりません。  

〇 準備の都合等特別な事情で 12 月 21 日(月)から時短営業が困難な場合は、遅くとも 12

月 25 日(金)午前 0 時までに取り組んでいただかなければ、協力金の対象にはなりません。 

〇 申請時に，以下の資料が必要となりますので，予め写真等に保存してご準備ください。 

・写真（屋号がわかる外観写真、内観写真）  

・通常 21 時以降も営業していたことがわかる資料（看板、ホームページ等）  

・時短営業に取り組んだことがわかる資料（貼り紙、ホームページ等）  

・酒類を提供していることがわかる資料（メニュー、酒類の納品書等）  

 

【問合せ先】  

 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局  

  TEL：075-365-7780 

  （月～土 9:30～17:00、日・祝・12 月 31 日～1 月 3 日は休み） 

 

(3) 京都市統計月報の更新（29 年 3 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。  
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 このたび， 29 年 3 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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(4) 第２回ジャパン・ハッカソンの参加者を募集します 

≪ジャパン・ハッカソン実行委員会※（事務局：京都府）≫ 

 

世界各国の学生や起業家、地域課題の解決に取り組む企業などが知恵や技術を持ち寄っ

て世界の SDGs 達成への糸口を見つけ出すオンライン・ハッカソンです。  

国際チームを組んで意見やアイデアを出し合い、3 日間の制限時間で作り上げたビジネ

スモデルを競い合います。  

 

■テーマ  

「SDGs × Deep Tech」（SDGs 達成を Deep Tech で加速させるアイデアを競う）  

 

■日程 ：令和 3 年 2 月 5 日(金)16:00～7 日(日)20:00（日本時間）  

 

■応募資格等  

 SDGs の達成を加速させるアイデアがある方、もしくは技術がある方  

 （プログラマー、デザイナー、プロジェクトマネージャー等）  

 

■参加費 ：無料 

 

■使用言語 ：英語 

 

■大賞 ：賞金 50 万円 

 

■応募締切  

 令和 2 年 12 月 17 日（木）～令和 3 年 1 月 15 日（金）  

 

○内 容      https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000505.000005484.html  

○詳細・応募   https://www.japanhackathon.com/ 

 

※ジャパン・ハッカソン実行委員会は、京大起業部インターナショナル、京都府、  

(一社)京都知恵産業創造の森、(公財)京都産業２１、関連企業などで構成  

 

【お問い合わせ先】  
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○ ジャパン・ハッカソンの内容について 

  担当：赤城（ジャパン・ハッカソン実行委員会委員長） 

  E-mail：kana@japanhackathon.com 

○ 上記以外のことについて  

  担当：浦出・須田（京都府商工労働観光部ものづくり振興課）  

  電話番号：075-414-5103 

 

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

※ 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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