
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 5 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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☆ 事務局からのお知らせ 
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(1) 国「一時支援金」の手続はお早めに 

～緊急事態宣言の影響を緩和する支援金が支給されます～ 

～電子申請の前に「事前確認」が必要です！～ 

・ 今年 1 月 14 日に発出された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響 

を受け，今年 1 月，2 月又は 3 月の売上が，対前年比又は前々年比で 50％以上減少した

事業者は，給付対象となり得ます。 

・ 給付額は，60 万円（中小法人等）又は 30 万円（個人事業者等）が上限です。 

・ 申請を希望される場合，「登録確認機関」において，事業を実施しているか等の「事前

確認」を受ける必要があります。 

・ 申請期限が 5 月 31 日（月）までと迫っています。申請窓口等が込み合う可能性もあり

ますので，お早めに申請してください。 

なお，今年 4 月に発出された緊急事態宣言等の影響による売上減少に対しては，「月次支

援金」の実施が予定されています。こちらについても，登録確認機関による事前確認が必

要（一時支援金で事前確認を得た事業者は不要）ですので，あわせてお知らせします。 

【問合せ先】 

 国「一時支援金」事務局相談窓口（月次支援金も同様） 



 0120－211－240 土日含む全日 8：30～19：00 

 （ＩＰ電話からは 03－6629－0479） 

ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/

※電話が混み合うことが予想されます。相談はお早めに。 

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

▼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) 店舗等の新築・リフォーム等にみやこ杣木を利用される方が対象の補助金を受付中で

す！≪産業観光局≫ 

京都市域産材供給協会では，京都市内産木材「みやこ杣木（そまぎ）」の需要拡大を図る

ため，店舗等の新築や増改築等にみやこ杣木を利用される方向けの補助制度を設けていま

す。ぜひ御活用ください。 

■補助内容 

店舗等非住宅施設の新築又は増改築等にみやこ杣木（北山丸太を含む）を利用される

場合に，次のとおり補助します。 

  【木造・木質化】上限 115 万円/件 

   ・みやこ杣木の購入費の 1/2（上限額 100 万円） 

   ・上限額を超えて北山丸太を購入する場合は，上限額を超えた北山丸太の購入費の

1/2 を加算（加算の上限 15 万円）します。 

  【屋外広告物（看板）の木質化】上限 8 万円/件 

   ・屋外広告物（木製看板）の製作を行う場合は，みやこ杣木の購入費，加工費の 9/10 

■補助対象者 

  市内の店舗等非住宅施設の所有者，使用者 

■受付期間 

 令和 4 年 1 月 21 日（金）まで（先着順） 

■その他 

  住宅の新築・増改築等に対する補助もありますので，上記 HP にて御確認ください。 

■応募方法・申込先 

  下記 HP で応募要領等の詳細を御確認のうえ，京都市域産材供給協会へお申込みくださ

い。御不明な点は，同協会にお気軽にお問合せください。 

【詳細・問合せ先】 

 京都市域産材供給協会  

 Ｈ Ｐ https://miyakosomagi-e.net/ 

 ＴＥＬ 075-406-2671 

 メール info@miyakosomagi-e.net

（3）令和 3 年経済センサス‐活動調査を実施します ≪総合企画局≫ 



  令和 3 年 6 月 1 日を調査期日として，全国すべての事業所を対象に経済センサス‐活

動調査が実施されます。5 月中旬頃から，統計調査員が事業所の活動状態を外観等から

確認のうえ，活動中の事業所については，調査票を配布します。 

なお，京都市においては，新型コロナウイルス感染症対策として，郵便受け等がある

事業所については，ポスティングにより配布する場合がございます。また，原則，イン

ターネットもしくは郵送のどちらかによりご回答ください（統計調査員は回収に伺いま

せん）。 

経済センサス‐活動調査は，日本の産業構造の実態を明らかにするとても重要な調査

です。事業所，企業のみなさまにおかれましては，調査へのご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。 

【問合せ先】 

 総合企画局情報化推進室統計解析担当 （電話 075‐222‐3216） 

【経済センサス‐活動調査 2021 キャンペーンサイト（総務省）】 

https://www.e-census2021.go.jp/

（4）5 月 31 日（月）は「軽自動車税（種別割）」の納期限です。≪行財政局≫ 

軽自動車税（種別割）の納期限は 5 月 31 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！ 

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！ 

納付金額が 30 万円までのコンビニ納付用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！ 

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

■ スマートフォン用決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」「ファミペイ」による 

納付が可能になりました！ 

納付金額が 30 万円までのコンビニ納付用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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(5)「創業塾(夏)」～成功する創業の秘訣とは？～ ≪京都商工会議所≫ 



本気で創業を志す方々を対象に，創業塾を開講します。講義やグループワークを通じて，

創業するための経営知識や創業計画書の作成などの実践的な内容を習得していただきます。  

京都商工会議所なら創業後のサポートも万全。成功する創業を実現したい方はぜひご参

加ください。ぜひご参加ください。 

※7 月 3 日を除き，オンライン（Zoom）での開催となります。 

■日 時 2021 年 6 月 19・26 日，7 月 3・17・24 日の各土曜日  

      いずれも 10:00～17:00 （計 5 日間 30 時間） 

■場 所 ※7 月 3 日のみ 

           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・地下鉄四条駅 26 番出口直結） 

■定 員 30 名 ※事務局からの通知をもって申し込み完了といたします。        

■参加費 11,000 円（全 5 回） 

■内 容  経営戦略・財務・人材育成・販路開拓・創業体験談 ほか 

■講 師 安田 勝也 氏／株式会社パール 代表取締役・中小企業診断士 

           松下 晶 氏／Bonjour! 現代文明 主宰・中小企業診断士 

■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_115881.html 

【問合せ先】  

京都商工会議所 特別プロジェクト推進室 

企画・創業推進課 

TEL 075-341-9782  FAX 075-353-7123   

E-mail sjb@kyo.or.jp

(6) 2021 年度メンバー募集及びオンライントークイベント開催のお知らせ ≪京都職人工

房≫ 

【2021 年度メンバー募集のお知らせ】 

「京都職人工房」の今年度のメンバーを募集中です。 

今年で 10 年目を迎える「京都職人工房」は，京都府内で活動する伝統産業をはじめとし

た， ものづくりに関わるさまざまな方々をサポートする京都府主催のプログラムです。 メ

ンバー登録していただくことで，さまざまなサポートや情報，ビジネスチャンスなどが受

けることができます。 また，1 年を通して新商品開発やブランド開発を行う実践型の勉強

会や，モノづくりや販促などに役立つ単発の講座などをご用意しております。 

メンバー間の交流，日本全国のものづくり事業者との交流などを行ったり，さまざまな

業界の第一線で活躍する方々のトークセミナーなどを通して， メンバーの方々のビジネス

の一助になれるようなプログラムもご用意しております。 ご興味のある方は募集要項をご

覧ください。https://kyoto-craftsmanstudio.com/newjoin.pdf

【New CREATIVE #11「新しい本づくりが始まる」｜ オンライントークセッションのお知ら

せ】 

New CREATIVE は京都職人工房が主催する，国内の第一線で活躍するバイヤーやプロデュ

ーサー，イノベーティブなものづくりをする作り手など，毎回様々なジャンルの方をゲス

トに迎えるトークセッションです。  

情報がデジタルになっていくなかで， 本のモノとしての価値が見直されています。 大

量に出版流通され，どこの書店にも並ぶものから， インディペンデントに制作され，EC

サイトなどを通じて消費者へと届くマーケットも生まれています。 多くのデザイナーのリ

クエストに対応してきた京都の印刷屋「修美社」の山下 昌毅氏が手仕事＋デジタル印刷で， 

地元密着型の新しい本作りを始めます。 これまでも，漆芸家の日置 美緒氏の書籍「環（た

まき）－金継ぎのかたりべ－」作りでは，その表紙に漆を塗った特装版を制作したりと，

新しい素材とのコラボレーションも積極的です。  



今回はそんな山下氏と日置氏，堀川新文化ビルヂングを立ち上げた大垣書店の大垣 守可

氏をゲストに迎え， 新しい本づくりの話をたっぷりとお話いただきます。 

■開催日時：2021 年 5 月 21 日（金）18:30~20:00 

■開催場所：オンライン配信（zoom 使用予定） 

■参加費：一般 1,100 円（税込） 

■テーマ：新しい本づくりが始まる 

■ゲスト：山下 昌毅 氏（修美社 代表取締役 / プリンティングディレクター） 

日置 美緒 氏（漆芸家） 

大垣 守可 氏（株式会社 大垣書店 / 堀川新文化ビルヂング開設準備室室

長）  

聞き手：山崎 伸吾（京都職人工房ディレクター） 

■申込締切：5 月 21 日（金）18:00  

■詳細・申込：https://nc-2021-01.peatix.com/

【問合せ先】 

京都職人工房 

ホームページ：https://kyoto-craftsmanstudio.com

メール：info@kyoto-craftsmanstudio.com（担当：仲川） 
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