
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 2 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) 【まもなく締切！】京都・地域企業勉強会（第 2 回・第 3 回）参加者募集中！  

 

 京都市では，地域企業の皆様に今後の事業や取組の参考としていただくため，  

地域企業の持続的発展に向けた先進事例の共有や，課題解決に向けて学び合う  

「京都・地域企業勉強会」を開催。  

 参加申し込み受付中！※第 2 回の申込みは本日まで。  

 

 前回は活発な意見交換が行われ，大いに盛り上がりました。  

 今回は第 2 回・第 3 回両方参加していただくことで，より深く学ぶことができ，  

これからの事業に活かせる内容になっています。  

 皆様の御参加お待ちしております。  

 

日時：第２回 令和３年２月１９日（金）午後５時半～午後８時  

   第３回     ２月２６日（金）午後５時半～午後８時  

方法：オンライン（ＺＯＯＭ）  

内容： 

第 2 回 

オンラインメディアを活用し，顧客にメッセージを届ける情報発信とは？  

～買い手，担い手から選ばれるオンライン発信力～  

※ 顧客やスタッフに届ける情報発信・ SNS 活用のコツ等について学び合います。 

＜ゲストスピーカー＞  

(株)おいかぜ  代表取締役 柴田 一哉 氏 



(同)QUM 代表 鎌田  麻三子 氏 

＜モデレーター＞  

fascinate(株) 代表取締役  但馬 武 氏 

 

第 3 回 

社員を巻き込み，顧客をファンにする挑戦や時代に合わせた事業変容のコツとは？  

～業態開発や事業変革で商機の転換を図る～  

※ 長寿企業を目指す経営戦略や経営判断の軸となる考え方ついて学び合います。  

＜ゲストスピーカー＞  

大東寝具工業 (株) 代表取締役 大東 利幸 氏 

(株)ワタナベ美装  代表取締役社長  渡邉 真規 氏 

＜モデレーター＞  

fascinate(株) 代表取締役  但馬 武 氏 

 

対象：京都市内に本店を有する事業者等  

定員：４０名（先着順）  

申込締切：第２回：２月１５日（月）※本日締切です。  

     第３回：２月２２日（月）※定員に達し次第受付終了とします。  

 

御参加を希望される方は，以下からお申し込みください。  

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4377  

 

詳細はこちらをご覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000280114.html 

 

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

▼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) 2/27(土)開催 X Cross Sector Kyoto OPEN DAY online≪総合企画局≫ 

 

2020 年、コロナ禍で社会情勢が大きく変化するとともに、まちづくり分野で進められて

きた「対話の場」の実現も対面では難しくなりました。一方で、いつの時代も新しいスタ

ンダードが生まれてくるとき、そこにはカフェがあり「対話」があったと言われてきまし

た。 

 

京都市では、改めていまだからこそできることは何かを考え、手探りの中、これまで続

けてきた多様なセクターのプレイヤーが集い、対話を通じて社会の課題にアプローチして

いくプログラム「X Cross Sector Kyoto(クロスセクターキョウト)」を 2020 年、オンライ

ンで実施してきました。 

 

今回は、同オンラインプログラムの参加者による活動報告を，プレゼンテーションにて

紹介するとともに、コロナ禍でも対話を止めず、新たにオンラインを活かして実践を続け

てきた様々なゲストのみなさんをお招きし、次年度に向けたそれぞれのヒントを探る交流

会プログラムを実施いたします。  
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コロナによる分断が起き、先行きがわからない時代においても、多様なプレイヤーが出

会い対話し、互いの枠組みを越えて新たな一歩を踏み出しながら、共創による価値を生み

出すためのヒントを見つけていきましょう！是非、ご関心ある方々はご参加ください！ 

 

＊開催概要＊  

 

【日時】2021.2.27(⼟) 13:00-16:00 (12:45OPEN) 

 

【場所】オンライン会議システム Zoom 

※Zoom の参加 URL は申込み後にお知らせします  

 

【定員数】100 名 (※先着順) 

 

【参加費】無料  

 

【参加申込み方法】下記リンクより申込みください  

https://xsectorkyoto-openday2020.peatix.com/ 

 

【トークゲスト】  

〇内田友紀 / Uchida Yuki 

Collective designer/ Urban designer 

Re:public Inc シニアディレクター  

 

〇丸毛 幸太郎 / Marumo Kotaro 

コミュニティデザイナー  

NPO 法人 Co.to.hana 

 

【プログラム】  

 

12:45  開場 

13:00 はじまりの挨拶 / 今年度の取組について  

13:15 プログラム参加者による活動報告  

14:10 休憩 

14:20 ゲストトーク＆セッション  

「コロナ禍でも紡ぎ始まる、オンライン対話と実践の場づくり」  

15:00 参加者同士のグループセッション  

「これからの京都で起こしたいアクションや共創とは」  

15:40 全体共有 / クロージングセッション  

16:00 おわりの挨拶 / 終了(希望者は交流タイム) 

 

主催:京都市総合企画局 

運営:有限責任事業組合まちとしごと総合研究所  

 

【問合せ先】  

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所  

(担当：東) 

TEL:075-257-7871 MAIL:office@machigoto.net 

 

(3) ３月１日（月）は「固定資産税・都市計画税」第４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≫  

 

固定資産税・都市計画税第４期分の納期限は３月１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！  

https://xsectorkyoto-openday2020.peatix.com/
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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  
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(4) 「令和２年度 研究成果発表」を動画で配信中！  

≪地方独立行政法人 京都市産業技術研究所≫ 

  

京都市産業技術研究所では，令和２年度の研究成果発表を YouTube で配信しています。  

 

 研究員が企業等の皆様と連携して取り組んだ研究開発や事業化支援の成果，  

 京都市産技研の技術シーズ等についてご紹介しています。  

 

 ９つの発表テーマは以下のとおりです。ぜひご視聴ください！  

 

 ≪発表テーマ≫  

  ・セルロースナノファイバー強化バイオポリエチレンの開発と  

二酸化炭素排出量削減効果の検証  

  ・接合後に高融点化する接合用フィラーの新規材料設計と  

セラミックス高耐熱接合への応用  

  ・業界における原料の安定供給に向けた代替原料の提案と  

その品質安定化に関する研究  

  ・「着物の３D 着用イメージ表示システム」の開発  

  ・「京都酵母」の開発とブランド化への取組  

  ・京都発 KEEPNEX®めっき技術を活用した SiC パワーデバイス用高耐熱実装技術の開発 
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  ・「文化的工芸品」のデザイン要素を活用したライフスタイルブランドの構築  

  ・型友禅における型紙彫刻の自動化に関する研究  

  ・産業・文化連携プロジェクトの取組と事例紹介  

 

 ≪視聴方法≫  

  京都市産技研ホームページに掲載中の  

  「令和２年度『研究成果発表会』動画配信について」をご覧ください。  

  http://tc-kyoto.or.jp/info/news/post-359.html 

 

  発表内容等についてのご質問や弊所へのご依頼につきましては，  

  電話やメールでお気軽にお問い合わせください。  

 

 【お問合せ先】  

  地方独立行政法人  京都市産業技術研究所 

  TEL.075-326-6100 / FAX.075-326-6200 

  京都市産業技術研究所ホームページ： http://tc-kyoto.or.jp/ 

 

(5) 【暗闇コンサート×身体表現ワークショップ】≪華～ puspa～≫ 

 

京都市地域企業未来力会議で発表したアイデアを事業として進めていくため，今回アー

トと自己表現をテーマにしたワークショップを開催いたします。皆様に，アートをもっと

身近に感じていただくため，もっと人の可能性を感じてもらえる内容です。  

皆様の御参加お待ちしております。  

 

【暗闇コンサート×身体表現ワークショップ】新しいあなたを生み出すアート体験。  

日時 : 3/14 (日) 

   13:30~15:00 (13:00 受付開始）  

場所 : TRAFFFIC 

   〒600−8103 京都府京都市下京区塩竈町 363 ウエダ本社北ビル 2F 

定員 : 25 人（要予約） 

料金 : プレ開催価格 ¥500 （当日受付にてお支払いとなります）     

内容 : 目隠しをしての音楽鑑賞と、実践ワークショップ  90 分間 

生演奏付きタップダンスワークショップ。  

体を使って表現すること、「音を交わす」コミュニケーションの実践。  

 

【主催】華〜 puspa〜 

【企画協力】一般社団法人リリース、就労支援 A 型事業所 irodori 

【連携団体】一般社団法人手話エンターテイメント発信団 oioi、Office 楽歩、鴨川ハル

モニカ、Global Shapers Community Kyoto Hub 

【お申し込み・お問い合わせ】  

メール：spotlights.art2021@gmail.com 

お名前，所属，ご連絡先を明記ください。  

 情報保障など，サポートのご希望については，まずはお気軽にご相談ください。  

 

詳細はこちらの Facebook をご覧ください。  

https://www.facebook.com/events/792739938120218 

 

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

※ 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。  
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  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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