
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 8 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) 令和 3 年度「京都市 輝く地域企業表彰」対象者の募集中です！ 

既にご応募いただいた方や，推薦のお問合せをいただいた方，ありがとうございます。 

京都市では安心安全への貢献，文化の継承，自然環境の保全等，コロナ禍の状況におい

ても地域に根差して企業活動に取り組まれる事業者を表彰する「京都市 輝く地域企業表

彰」の対象表彰者を募集しています。 

引き続き皆様からのご応募をお待ちしております！また，皆様の周りの素敵な地域企業

のご推薦もぜひよろしくお願いいたします！ 

■対象：本市内に本店を有し，条例に掲げる地域企業の理念に則して，地域に根差した企 

    業活動を営む事業者 

■募集期間：募集中～9 月 17 日（金）午後 5 時半まで 

■応募要件などの詳細・応募用紙のダウンロードはこちら。↓ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000286454.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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(2) 真夏の感染拡大防止緊急メッセージ 

夏休みに入り，お盆を控え，人と人との交流が活発になり，飲食の機会が増える時期で

す。ご自身とご家族,大切な人の命と健康を守るため，ワクチン接種を！今一度，みなさま

ひとりひとりが感染防止対策の再徹底をお願いします。 

■日中も含めた不要不急の外出を控えてください。 

 ・飲食店や大規模商業施設等には，午後８時までの営業時間短縮をお願いしています 

・・外出する必要がある場合にも,極力家族や普段行動を 

 ・ともにしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避けて行動を 

■夏の活動についての注意 

 ・不要不急の帰省や旅行など,都道府県をまたぐ往来は控えてください 

・・海水浴,お祭り,キャンプ等,屋外でも人が密集すると感染リスクが潜んでいることに注意 

・・オリンピック・パラリンピックは，自宅で家族と一緒に観戦しましょう 

■特に，若い世代の方は注意 

 ・コンパや自宅等に集まっての会食等，大人数の飲食は控えてください 

・・コンサート等で大声をださない 

・・中学・高校・大学の部活動，大人数での会食等でクラスターが発生 

■基本的な感染防止対策の再徹底 

 ・ワクチン接種後も感染防止対策を引き続き実施 

・・マスクの着用，手洗い，身体的距離の確保 

・3 つの密（密閉空間・密集場所・密接場面）の回避 

■大切な人，自分のために，ワクチン接種を 

 ・集団接種を希望される全ての方の登録を受付中！ 

本市のポータルサイト・コールセンターで予約（登録） 

⇒コールセンターから，接種日時と場所を接種日の 1 週間程度前に電話でご案内 

・・身近なかかりつけ医のある方は，地域の診療所・病院等で直接予約 

【問合せ先】 

・このお知らせについて 

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部 

TEL：075-222-3211（平日 9 時～17 時） 

・京都府まん延防止重点措置について 

京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター 

TEL：075-414-5907（平日 9 時～17 時） 

・飲食店等への営業時間短縮要請に伴う協力金について 

協力金コールセンター 

TEL：075-365-7780（月～土 9 時 30 分～17 時 30 分） 



(3) 「歩くまち・京都」総合交通戦略 2021（仮称）案に対する意見を募集中です！ 

≪都市計画局≫ 

 都市計画局歩くまち京都推進室では，自動運転などの新技術の進展，二酸化炭素排出 

量正味ゼロや SDGs など新たな潮流を踏まえ，都市の魅力や活力の向上を図り，持続 

可能な都市社会の基盤となる交通まちづくりを進めていくため，市民の皆様からの御意 

見を募集しております。 

■案の内容など，詳細はこちらから御確認ください↓ 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/tokei/0000286282.html 

■募集期間：8 月 16 日（月）まで 

【応募（様式は任意です）・問い合わせ先】 

 京都市都市計画局歩くまち京都推進室（京都市役所分庁舎 2 階） 

  住所：京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

  電話：075－222－3483 FAX：075－213－1064 

  メール：trafficpolicy@city.kyoto.lg.jp 

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

4723  

(4) 障害のある人の“働きがいのある仕事”創出のヒントが満載！ 

アーカイブ配信「令和 3 年度京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業オン

ライン説明会」のお知らせ<<保健福祉局>> 

7 月 15 日に開催しました「京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業」オンラ

イン説明会をアーカイブ配信します。 

■「京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業」オンライン説明会動画 

https://www.facebook.com/DWideathon.Kyoto

■Facebook にアクセスできない方はコチラから 

https://www.hatarakimahyo.jp/information/information-3418/

 本事業は今年度から，障害のある人の雇用やアルバイト，在宅就労，請負やフリーラン

ス，個人経営など，多様な働き方で一緒に働きたいと考える企業の皆様に御活用いただけ

る事業としてリニューアルしました。 

 事業説明に続いて，本事業にお力添えいただく予定の約 20 名のアドバイザーの内，4 名

のアドバイザーから，事例紹介や効果的な事業の活用方法について議論いただくパネルデ

ィスカッションを開催しました。 

 本事業では，障害のあるなしに関わらず，多様な働き方が増え，障害のある人にとって

の職業選択の自由が広がることを目指しています。ぜひ，御覧ください。 

【問合せ先】 

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 就労支援担当  

syogai@city.kyoto.lg.jp

(5) 脱炭素化に向けた事業者の取組アンケート調査に御協力ください！<<環境政策局>> 

 京都市及び京都府では，「京都議定書誕生の地」として，気候変動の影響にも適応した脱

炭素で持続可能な社会の実現に向け，令和２年度に地球温暖化対策条例等を改正しました。 

 脱炭素社会の実現には，大企業，中小事業者の事業活動において，省エネ対策の実践や

再エネ導入の促進など，自発的な二酸化炭素排出量の削減を進めるとともに，ＥＳＧ投資

を踏まえた環境に配慮した経営を推進していく必要があります。 

つきましては，脱炭素社会の実現に向けた機運の醸成と今後の有用な施策の検討のため，

事業者を対象にしたアンケート調査を実施しますので，御回答いただきますよう，お願い



いたします。 

■回答方法：次の京都市のアンケート特設ＨＰから電子入力 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000284795.html 

■回答対象者：京都府内に事業所等がある事業者 

■実施期間：令和 3 年 8 月 31 日（火）まで 

■主な調査項目 

 ・自らの事業活動による CO2 排出量の把握状況 

 ・CO2 排出量削減目標の設定状況 

 ・気候変動が経営に与える影響及び ESG 金融などの社会状況の把握状況 等 

【問合せ先】 

 京都市 環境政策局地球温暖化対策室 電話：075-222-4555 

 京都府 府民環境部地球温暖化対策課 電話：075-414-4830  

(6) 「2050 京から CO2 ゼロ条例」へ御賛同ください！<<環境政策局>> 

京都市では，「2050 年までの CO2 排出量正味ゼロ」の達成を目指す「2050 京から CO2 ゼ

ロ条例」の理念に賛同いただける事業者，団体等の皆様を募集しています。 

御賛同いただいた事業者・団体等の名称につきましては，本市ホームページに掲載し PR

いたします。賛同者は，「2050 京(きょう)から CO2 ゼロ条例」のシンボルマークを情報発

信等に御活用いただけます。また，本市から地球温暖化対策情報の提供等を行います。 

■対象者：事業者・団体（支店単位での賛同も可） 

■賛同方法など詳細は以下のページをご確認ください。 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000285776.html 

【問合せ先】 

 京都市環境政策局地球温暖化対策室 電話：075-222-4555 
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(7) “知恵深めてさらなる飛躍を！” 

  「第 2 回 知恵－1 グランプリ」の実施について ≪京都商工会議所≫ 

新たに知恵ビジネスに取り組む企業を発掘・応援するとともに，既に知恵ビジネスに取

り組む企業のさらに深化させた成長モデルを発信・展開するために「第 2 回知恵－1 グラ

ンプリ」を実施します。 

企業の成長ステージに応じた 3 部門で募集し，部門ごとに充実した認定特典をご用意し

ています。皆様のご応募をお待ちしております。 

■募集部門と各々の公募期間 

①「イノベーション」部門／②「コラボレーション」部門 

公募期間：9 月 17 日(金)～11 月 18 日(木)※17 時必着 

 ③「チャレンジ」部門 

  公募期間：9 月 17 日(金)～10 月 18 日(月)※17 時必着 

■公募対象 

京都の特性や企業独自の強みを活かしながら，新たな知恵によって自社ならではのビジ

ネスモデルや技術，あるいは商品・サービスを開発し，“顧客創造”を実現するビジネスプ

ラン。 

■認定特典 

＜ ①イノベーション部門／② コラボレーション部門 ＞ 

  ・活動助成金の提供(グランプリ上限 100 万円，優秀賞上限 50 万円） 



 ＜ ③チャレンジ部門 ＞ 

  ・京都商工会議所経営支援員による，認定後１年間の重点的な伴走支援 

 ＜ 部門共通 ＞ 

  ・認定プランの啓発・紹介を目的とした広報支援 

  ・事業紹介 及び 連携，協力，資金提供先等の開拓を目指したプレゼン機会の提供 

  ・経営戦略・マーケティング支援 

  ・資金調達・補助金活用支援 など 

■主催：京都商工会議所 

■詳細：https://www.kyo.or.jp/chie/contest/ 

【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   Email：bmpj@kyo.or.jp 

(8) 京都の中央食肉卸売市場が手がける「京都食肉市場 直送 牛ホルモンカレー」 

開発費の募集を開始！≪京都食肉市場≫ 

今般のコロナ禍の影響で，特に焼肉店やもつ鍋店での消費が大半を占めてきた牛ホルモ

ン（内臓肉）が完全に行き場を失ってしまいました。良質で新鮮なホルモンを生かすため

に，京都で百年以上，食肉の卸売を担ってきた「京都食肉市場株式会社」では，プロなら

ではのこだわりが詰まったカレー開発を開始します。 

 良質な黒毛和牛のホルモンの中から，さらに職人が目利きした上質・鮮度抜群の素材の

みを使用，ゴロっと大きめのホソが入ったこだわりのカレーがリターンとしてお手元に届

きます！上質なホルモンが精肉と同じように家庭の食卓で親しまれる未来をも見据えたプ

ロジェクトです。ぜひご支援ください。 

■期間：令和 3 年 9 月 30 日(木)まで 

■目標：50 万円  

※達成金額に関わらず，応募いただいた方にリターンを送る All-In 方式 

■詳細（「CAMPFIRE」クラウドファンディングページ＜コロナサポートプログラム＞） 

https://campfire.jp/projects/view/448550

【お問合せ先】 

 京都食肉市場株式会社 営業第２部 担当：坂井 

 受付：8 時 15 分～16 時（水曜，日曜・祝日は休み） 

 電話：075-681-4311 

 mail：sakai-t@kyoto-meat-market.co.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 
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     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

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


