
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 7 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！ 
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(1) 締め切り間近！京都市中小企業等再起支援補助金のご案内 

京都市では，新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う緊急事態宣言等により影響を受

けた市内中小企業等を支援し，京都経済の回復を後押しするため，「京都市中小企業等再起

支援補助金」制度を創設し，現在，申請を受け付けております。 

補助対象となる経費は，令和 3 年 3 月 1 日～7 月 16 日の間に支払・納品されたもので，

締め切りが近くなって参りましたので，改めてお知らせいたします。 

■対象者 

・京都市内に本社・本店を有する中小企業，小規模事業者，フリーランスを含む個人事

業者で，時短要請協力金の対象とならない方のうち，令和 2 年 12 月～令和 3 年 3 月の間



の任意のひと月の売上高が対前年又は前々年同月比 50％以上減少している方 

・次のいずれかを満たす商店会，業界団体 

◇主たる事業所を市内に設けていること 

◇構成員の半数以上が市内に事業所等を設けていること 

■補助率：4 分の 3 以内 

■補助上限額：法人・団体 15 万円，個人事業者 10 万円 

■申請書受付期間：令和 3 年 4 月 12 日（月）～7 月 30 日（金）当日消印有効 

■申請方法，要件など詳細については，こちらをご確認ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000282498.html

【問合せ先】 

京都市中小企業等再起支援補助金事務局 

電話：0570-003-756（土日祝除く毎日 9 時～17 時） 

WEB：https://kyoto-city-chushokigyo-hojokin2021.org/contact 

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

▼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) 京都市からのワクチンニュース！！20210701 ≪産業観光局≫ 

主に企業や団体にお勤めの方向けのダイジェストニュースです。（随時発行） 

 最新のワクチン接種情報は，以下をチェック！！ 

■接種の状況 

 ・高齢者（65 歳以上）の接種状況 

  順調に進んでいます。 

  【6 月 28 日現在 接種率 61.5％（全国平均 58.3％）】 

 ・64 歳以下の接種状況 

  ◇6 月 16 日から基礎疾患を有する方，保育所や教職員，介護サービス従事者等の早期

接種対象者への接種も前倒しで実施しています。 

  ◇前号でお知らせしたとおり，64 歳から 16 歳の全ての方に，6 月 26 日から 7 月 9 日

にかけて，接種券を順次発送しています。 

  ＊国からの要請や市民の皆様からの早期接種の要望を受けて，京都市では身近な医療

機関での個別接種，区役所等での集団接種を充実し，これまで順調に進んでいます。 

■ワクチンの供給状況 

～順調な接種とワクチン供給不足～ 

  接種が順調に進む中，現在は，国からのワクチンの供給が追い付かない状況になって

います（ファイザー社製，モデルナ社製とも）。 

～接種のペースダウンも～ 

  国にワクチンの供給を求めていますが，状況によっては，7 月上旬から接種スピード

をペースダウンしなければならない可能性もあります（個別，集団接種とも）。 

■新たな集団接種会場の状況 



・みやこめっせについては，ワクチンの供給を受け，接種を実施しています。 

・新たに設置する予定のＫＢＳホール，京都看護大学，京都国際会館については，現在

準備を進めていますが，ワクチンの供給状況等も踏まえて，接種開始時期等を検討しま

す。 

■中小企業等の職域接種の状況 

国の定める職域接種は，ワクチンの不足や配送の問題から 6/25 に申込みが締め切られま

した。京都市内の中小企業関係では，京都市観光協会・京都文化交流コンベンションビュ

ーロー，京都市中央卸売市場協会，京都商工会議所などが，京都市と連携して職域接種に

申し込まれており，現在，ワクチンの供給について国の審査待ちです。ニュースでも取り

上げられていましたが，花街の芸舞妓さん等は，京都伝統伎芸振興財団（おおきに財団）

が窓口となり，ホテル事業者が実施される職域接種において接種されています。 

■国全体として必要なワクチンは確保されています。（6/29 河野大臣会見） 

京都市では，十分な接種体制を整えており，ワクチンの供給に合わせて，予約をご案内

する予定ですので，安心してお待ちください。   

【問合せ先】 

+++̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶+++ 

 ワクチン接種に関するお問い合わせは，京都市新型コロナワクチン接種コールセンター

でお受けしております（受付時間 8 時 30 分～17 時分）。 

    電話番号：0570－040808 ／ 075－950－0808  

    ＦＡＸ ：075－950－0809 

 京都市新型コロナワクチン接種ポータルサイト https://vaccines-kyoto-city.jp/ 
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(3) 行財政改革計画（案）に対する意見募集，間もなく終了です≪行財政局≫ 

京都市の財政再建に，京都経済の活性化は不可欠。伝統と革新の融合とイノベーション 

の創出。ひとと企業に選ばれ，若者が集まり，更なる魅力と活気にあふれるまち。そうな

るための，自由でイキイキした現場のアイデアを聞かせてください。 

■計画案はこちら↓ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/gyozai/0000285125.html

■募集期間は令和３年７月１１日（日）までです。 

【応募（様式は任意です）・問い合わせ先】 

 郵送：〒604-8571（住所記載不要）京都市行財政局財政室 

 FAX：075-222-3283 

 E メール：keieikaikaku@city.kyoto.lg.jp

 入力フォーム：https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4668

(4) KYOTO Agri-Business Cafe～新しい農業のカタチを考えるビジネス交流会～ 

※参加者募集中※ ≪産業観光局≫ 

京都市では，AI・ICT を活用したスマート農業や，多業種連携によるバリューチェーン

の構築，地元産品を生かした 6 次産業化といった新しいビジネスモデルを創出することで，

農家の所得向上，経営基盤の強化を図るため，この度，農家や民間企業，関係団体，大学，

金融機関等の多様な主体が集まってワークショップを行う「KYOTO Agri-Business Cafe」

を創設いたします。 

“新しい農業のカタチを考える”皆様の御参加をお待ちしております。 

第 1 回「KYOTO Agri-Business Cafe」 

■日時：令和 3 年 7 月 26 日(月) 午後 4 時 20 分～午後 6 時 00 分≪午後 4 時受付開始≫ 

■会場：Web 会議システム(Zoom) 

■参加費：無料(要申込) 



■申込期間：受付中～令和 3 年 7 月 14 日(水)まで 

■詳細：https://agri.mynavi.jp/agri-business-cafe_kyoto/ 

【問い合わせ先】 

KYOTO Agri-Business Cafe 事務局（運営：株式会社マイナビ） 

E-mail：agri-business-cafe_kyoto@mynavi.jp 

(5) 【募集中】京都市いきいき市民活動センター指定管理者の募集について 

≪文化市民局≫ 

京都市では，市民活動を幅広く支援し，市民がいきいきと活動できる場所と機会を提供

するため，市内13箇所において「いきいき市民活動センター」を設置しています。 

この度，「京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」第2条の規定に基

づき，京都市いきいき市民活動センターの管理運営を行う指定管理者を募集しますので，

お知らせします。 

募集要項及び申請書類様式の配布は令和3年7月1日（木）から8月18日（水）まで，申請

の受付期間は令和3年7月20日（火）から8月18日（水）までとなっています。 

詳細は，下記の京都市ホームページで御確認ください。皆様の積極的な御応募をお待ち

しております！https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6-6-3-0-0.html

【問い合わせ先】 

 京都市 文化市民局 地域自治推進室（市民活動支援担当） 

電話：075-222-4072 

※募集要項に関する質疑については，お電話ではお答えいたしかねますので御注意くだ

さい（所定の期間内に，文書による質疑を受け付けておりますので，上記ページを御確

認ください。）。 

(6) きもの等の着用の推進について≪産業観光局≫ 

 京都市では，「隗より始めよ」の精神の下，市職員が率先して伝統産業製品の使用やきも

の等の和装着用を行う取組を進めています。和装着用については，年始の仕事始めや，祇

園祭，11 月 15 日の「きものの日」等に市職員がきもの姿等の和装で勤務する取組を実施

しております。 

 また，京都和装産業振興財団においても，京都市と同様に，入居する京都経済センター

において，入居団体の協力を得てきもの等の和装着用の取組を進めています。 

 皆様方におかれましては，きもの等の和装着用による和装産業の振興に御理解，御協力

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

【令和 3 年度に京都市が実施するきもの等の和装着用の取組について】 

■内容 

 ・京都市役所の有志職員がきもの姿等で業務を行います。 

 ・京都のまちにこの取組が拡大するよう，積極的にＰＲします。 

■実施日 

 ・祇園祭：令和 3 年 7 月 16 日（金） 

  ※今年も山鉾巡行は中止になりましたが，厳しい経営状況にある和装業界を支援する 

ため実施します。 

 ・きものの日：令和 3 年 11 月 15 日（月）（予定） 

 ・仕事始め：令和 4 年 1 月 4 日（火）（予定） 

【問合せ先】 

 京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 TEL：075-222-3337 

【令和 3 年度に京都和装産業振興財団が実施するきもの等の和装着用の取組について】 

■内容 

 ・京都経済センター入居団体の御協力を得て，それぞれの団体の有志職員がきもの姿 



 等で業務を行います。 

 ・京都経済活性化の拠点であり和装業界の中心でもある四条室町の地からきもの文化 

を発信します。 

■実施日 

 ・祇園祭：令和 3 年 7 月 16 日（金） 

 ・きものの日：令和 3 年 11 月 15 日（月）（予定） 

 ・仕事始め：令和 4 年 1 月 4 日（火）（予定） 

【問合せ先】 

 公益財団法人 京都和装産業振興財団 

 TEL：075-371-1300 

(7) 「関西圏雇用労働相談センター」では，労務管理業務の疑問を“無料で” 

弁護士・社労士に相談できます！≪関西圏雇用労働相談センター≫ 

「初めて（いずれは）従業員を雇いたいけど，採用時の留意点は？」，「起業しよう

と思うけど，雇用管理はどうすればいいの？」といったお悩みはありませんか？ 

「関西圏雇用労働相談センター」では，夜の8時まで，ベンチャー企業（業種不問）や

グローバル企業等を中心に弁護士や社会保険労務士による相談等が“無料で”受けられ

ます。窓口だけでなく，電話・メール・オンライン等でも受け付けていますので，お気

軽にご相談ください！  

■場所：グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル8階 K827号室 

■時間：月～金の11：00～20：00 ※祝日，年末年始(12/29～1/3)を除く 

■詳細：こちらのＨＰをご確認ください。https://kecc.jp/ 

【問合せ先】 

国家戦略特区 関西圏雇用労働相談センター事務局 

TEL：06-6136-3194 FAX：06-6371-3195 E-mail：info@kecc.jp 

(8) 「京阪神スタートアップ・エコシステムコンソーシアム」共同主催イベント 

～京阪神スタートアップが語る 海外アクセラレーターからの学びとススメ～ 

≪（一社）京都知恵産業創造の森≫ 

 昨年度，内閣府において，日本のスタートアップを対象に，トップクラスのアクセラレ

ーター(Techstars，WiL)による『海外アクセラレーションプログラム』が実施されました。 

今回のイベントは，このプログラムでスタートアップの伴走支援を務めたファシリテー

ターと，参加したスタートアップ企業 3 社に登壇いただき，それぞれの立場から『プログ

ラムの実際のところ』をざっくばらんにお話しいただきます。 

海外からの資金調達や将来の海外展開を検討されているスタートアップはもちろん，現

在は国内市場に集中しているスタートアップの方々にも参考になる内容となっています。 

ぜひご視聴ください！ 

【開催概要】 

■日時：令和 3 年 7 月 15 日（木）15:00～16:30 

■開催場所：オンライン開催（Cisco Webex を使用予定です。） 

  ※申込完了後，視聴用の URL とパスワードをお送りします。 

■費用：無料 

■定員：100 名 

■申込締切日 ：2021 年 7 月 15 日（木）12:00（定員に達し次第，締め切り） 

■主催：大阪・京都・ひょうご・神戸スタートアップエコシステム・コンソーシアム 

■共催：ジェトロ大阪本部，京都貿易情報センター，神戸貿易情報センター，大阪イ 

ノベーションハブ 

■登壇企業等：トレジェムバイオファーマ株式会社（京都府），サグリ株式会社（兵庫県），

BABY JOB 株式会社（大阪府） 

■ファシリテーター：株式会社 Monozukuri Ventures 代表取締役 牧野 成将 氏 



■詳細・申込：https://www.innovation-osaka.jp/ja/events/event-9473/

【問合せ先】 

公益財団法人大阪産業局 

（大阪・京都・ひょうご神戸スタートアップエコシステム・コンソーシアム事務局） 

担当：南野（みなみの）・辻本（つじもと） 

TEL：06-7657-4260 FAX：06-6359-3009 (月‐金 9:00-17:30 ※祝日，年末年始除く) 

MAIL：s-upeco-info@obda.or.jp 

(9) 知恵の誘発セミナー～知恵ビジネスの着想や新規事業の実現に向けた事業計画を学ぶ 

  ～ ≪京都商工会議所≫ 

 新規事業の創出を目指す事業者を対象に，全 3 回の講義・グループ演習で事業計画を作

成する実践的なセミナーを開催します。グループ演習では他社の経営者の方々とプランに

ついて語り合うことができます。 

厳しい経営環境を克服するために自社の強みや知恵を活かしたビジネスモデルを考えた

い方，第 2 回「知恵ー1 グランプリ」を目指す方は是非ご参加ください。 

■日時：①9 月 3 日(金)，②9 月 10 日(金)，③9 月 17 日(金) 

    時間は全て 13：30～17：00 

■対象：中小企業経営者・幹部等（新事業や知恵ビジネスの展開をお考えの方） 

■定員：30 名（京都市内の中小企業の方を優先） 

■場所：京都商工会議所 ７－AB 会議室（京都経済センター7 階） 

■講師：多田 知史 氏（中小企業診断士・合同会社 Business Departure 代表） 

    岩橋 亮 氏（中小企業診断士・岩橋マネジメントサービス 代表） 

    ほか，各グループ担当の中小企業診断士が参加者のワークをサポートします 

■受講料：税込 8,000 円／人（全 3 回）  

■詳細・申込：http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_116004.html 

【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  E-mail: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） 

    〒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

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


