
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 16 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) 令和 3 年度 第 1 回京都市地域企業未来力会議（9/3）はオンラインで開催！ 

☆ 京都市からのお知らせ 
(2) 京都市創業・イノベーション拠点「淳風ｂｉｚＱ（元淳風小学校）」入居企業の募集に
ついて（8 月 25 日午後 5 時〆）≪産業観光局≫ 

(3) 公民連携・課題解決推進事業「KYOTO CITY OPEN LABO」のご案内≪総合企画局≫ 

(4) みんなごとのＳＤＧｓ，レジリエント・シティ推進事業「つながり促進プログラム」
『X Cross Sector Kyoto』キックオフの開催について≪総合企画局≫ 

(5) 8 月 31 日(火)は「市・府民税」第 2 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≫ 

☆ 参加団体・企業等からのお知らせ 
(6) 第 14 回京都流議定書は「地域共創」をテーマにオンライン開催！ 
  ≪株式会社ウエダ本社≫ 
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(1) 令和 3 年度 第 1 回京都市地域企業未来力会議（9/3）はオンラインで開催！ 

令和 3 年度第 1 回京都市地域企業未来力会議については，新型コロナウイルス感染症の
今般の状況並びに感染拡大防止のため，オンライン開催に変更させていただくこととしま
した。 

今回は，6 月から募集し，応募のあった地域企業の課題解決を図るビジネスアイデアの
具体化に向けて検討することをメインテーマとしています。 

また，地域企業×文化芸術，地域企業×生物多様性などの議論テーマを共有し，提案者
ほか参加者の皆様との意見交換も行います。 

これまでの会議参加者の皆様はもちろん，はじめてご参加いただける方も大歓迎です。
参加希望の方は応募フォームへのご入力，または本メールに 8 月 23 日（月）までにご返信
ください。皆様のご参加をお待ちしております！ 

■日時：令和 3 年 9 月 3 日（金）午後 3 時 30 分開始 
■内容  
 ・ビジネスアイデア発案者からの発表・共有 
 ・地域企業や行政から議論テーマについて，提案者からの発表・共有 
 ・意見交換等 
■開催方法：オンライン（ＺＯＯＭ） 
      申し込みいただいた方に，後日参加用の URL 等をお送りします。 
■申込みフォーム：https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4856

------------------------------------------------------------ 
▼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) 京都市創業・イノベーション拠点「淳風ｂｉｚＱ（元淳風小学校）」入居企業の募集に

ついて（8 月 25 日午後 5 時〆）≪産業観光局≫ 

京都市及び京都市創業・イノベーション拠点運営協議会では，昨年 6 月，元下京図書館 
を活用し，スタートアップ向けのオフィス兼交流施設を開設しました。 

この度，隣接する元京都市立淳風小学校についても，空き教室（7 区画）を新たなスタ 
ートアップ向けオフィスとして運用を開始します。つきましては，入居者を募集しますの
で希望者は，募集要領を御確認のうえ，御応募ください。 

■代表的な区画 
 ・標準タイプ  

面積：67 ㎡ （目安）月額使用料：22,300 円，別途施設負担金 25,000 円 
 ・ハーフタイプ  

面積：34 ㎡ （目安）月額使用料：11,300 円，別途施設負担金 13,000 円 
※別途光熱水費等 

■申請期間 
令和 3 年 8 月 25 日（水）午後 5 時まで【必着】※事前に見学会の参加が必要です。 

■詳細はこちら 
 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000287789.html 

【問合せ先】 
 京都市創業・イノベーション拠点運営協議会事務局（担当：金崎，吉岡） 
 E-mail： startup@city.kyoto.lg.jp TEL:075-222-3339

(3) 公民連携・課題解決推進事業「KYOTO CITY OPEN LABO」のご案内≪総合企画局≫ 

この度京都市では，公民連携・課題解決推進事業「KYOTO CITY OPEN LABO」に係る専用
ＷＥＢサイトの開設及び，行政課題等に対する企業等の提案募集を開始しましたのでお知
らせします。 

本ＷＥＢサイトは，市所管部署の行政課題等を公開し，民間企業等から課題の解決に資
する技術やノウハウ，アイデアなどの提案を募り，課題解決に取り組むものです。 

公開する行政課題等は，今後随時案件を増やしてまいります。 

■公民連携・課題解決推進事業「KYOTO CITY OPEN LABO」ＷＥＢサイト 
https://open-labo.city.kyoto.lg.jp/
ぜひ，上記ＷＥＢサイトをご参照ください。 

【問合せ先】 
 京都市総合企画局総合政策室 SDGs・市民恊働推進担当  

TEL:075-222-3178
 E-mail:open-labo@city.kyoto.lg.jp 

(4) みんなごとのＳＤＧｓ，レジリエント・シティ推進事業「つながり促進プログラム」
『X Cross Sector Kyoto』キックオフの開催について≪総合企画局≫ 

京都市では，まちづくり活動の活性化のため，「まちづくり・お宝バンク」に登録された
取組提案の実現支援など“みんなごと”のまちづくり推進事業を実施しています。 



この度，「つながり促進プログラム」『X Cross Sector Kyoto（クロスセクター京都）』の
令和 3 年度キックオフイベントを 8/28（土）にオンラインで開催します。 

多様なセクターと連携したプロジェクトを手掛けてきた実践者たちをゲストに迎え，京
都で異なるセクターの様々な主体（まちづくり団体，ＮＰＯ，企業，行政，大学関係者等）
が連携し，お互いの強みを出し合いながら地域課題の解決を目指すための手法や連携の可
能性について考えます。 

まちづくり活動に興味のある方，京都の未来が良くなる新たなアクションをお考えの方，
ソーシャルデザイン/オープンイノベーションに関心ある方などにおすすめです。 

ご参加お待ちしております。 

■日時：8 月 28 日（土）午後 1 時～午後 3 時 30 分 
■会場：オンライン会議システム「ＺＯＯＭ」 
■申込期限：8 月 27 日（金）※定員 50 名（先着順）に達し次第締め切り 
■参加費：無料 
■詳細・申込み：https://xsectorkyoto-kickoff2021.peatix.com/

【問合せ先】 
 京都市総合企画局総合政策室 SDGs・市民恊働推進担当  

TEL:075-222-3178 FAX:075-212-2902 

(5) 8 月 31 日(火)は「市・府民税」第 2 期分の納期限です。≪行財政局≫ 

市・府民税第 2 期分の納期限は 8 月 31 日（火）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

【問合せ先】 
市税事務所 納税室納税推進担当  
電話：075-213-5466 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
☆ 参加企業等からのお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
(6) 第 14 回 京都流議定書は「地域共創」をテーマにオンライン開催！ 

≪株式会社ウエダ本社≫ 



京都流議定書は，これからの日本では数値化できない価値が重要であり，そんな価値が
多く残されている京都を研究・発信していこうと，第 1 回は 2008 年にウエダ本社創業 70
周年の記念事業として開催しました。以降も毎年テーマを変え，京都の価値再発見と新し
い価値創出を目指し，全国から各分野のフロントランナーをお招きして開催しています。 

今年は，9 月 9 日・10 日の 2 日間，オンラインで開催いたします。今年のテーマ「地域
共創」のもと，各地の共創事例からこれからの社会に必要な展開をみなさんと一緒に考え
る，そんな 2 日間にしたいと思っております。 
 会社から，ご自宅から，どこからでもご参加いただけますのでお気軽にご参加ください
ませ！オンラインでみなさまにお会いできることを楽しみにしております！ 

■日程：9 月 9 日（木），10 日（金） 
■会場：ZOOM ウェビナー / youtube 
 事前お申込みいただいた方に，ZOOM・youtube の参加 URL をお送りいたします。 
 直接質問したい方はチャット機能を使える ZOOM でのご参加がおすすめです！ 
■詳細・お申込み：https://kyotostyle.jp/kyotoryu/
■スケジュールの一部をご紹介！ 

2 日目は【1 日だけの経営大学院 ~Community Based Companies による共創~】として
開催し，全国から先進事例をご紹介いただきます。 
・Opening SESSION 
 中本晴夫 氏 (丹後広域振興局長) 
 山添藤真 氏 (与謝野町長) 
 足立渉 氏 (北都信金常務理事) 
・全国各地のゲストから共創事例発表（京都，鹿児島，北海道，沖縄） 
・各地域代表をつなぐ Closing SESSION 

※プログラムの内容は，予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 
※追加情報は，facebook・HP 等でご案内いたします。 

【問合せ先】  
主催 京都流議定書イベント実行委員会 
共催 株式会社ウエダ本社、KYOTO STYLE 
(TEL 075-341-4111 ／京都市下京区五条通堺町角塩釜町 363) 

************************************************************************ 
※ 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
************************************************************************ 


