
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 25 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) 【参加申込 60 名超！】9/3（金）地域企業未来力会議オンライン開催です。  

 

☆  京都市からのお知らせ  

(2) 緊急事態宣言発令中 ―混雑した場所への外出半減を目指して―  

～デルタ株が猛威を振るっています～  

 

(3) コロナをみんなで乗り越えよう～シトラスメッセージの募集～≪文化市民局≫ 

 

(4) 障害のある人とない人が共に働き活躍できる「多様性社会」の実現に向けた「地域企

業の障害者雇用に関連する取組アンケート調査」企業の皆様の現状や御意見をお聞かせく

ださい！≪保健福祉局≫ 

 

(5) 京都市統計月報の更新（令和 3 年 8 月号）≪総合企画局≫  

 

☆ 参加団体・企業等からのお知らせ  

(6) 未来力会議で育った「手放す貢献プロジェクト」で大丸京都店に出店！大丸オープン

記念の特別企画「修行メンバーが心磨きコースを無料プレゼント」お見逃しなく  

≪革靴をはいた猫≫ 

 

(7) 「イノベーション・キュレーター塾」第７期塾生募集のお知らせ  

≪公益財団法人京都高度技術研究所≫ 

 

(8) 「ものづくり企業のためのイノベーション創出セミナー」  

  ～NITE との協創により開発における様々な課題を解決～の開催について  

≪公益財団法人京都高度技術研究所≫ 
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【本文】  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

☆ 事務局からのお知らせ  
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(1) 【参加申込 60 名超！】地域企業未来力会議は 9/3（金）オンライン開催です。 

 

本年１回目の未来力会議にたくさんのお申込みをいただき，ありがとうございます！ 
「申し込みを忘れてた！」「予定変更で参加できるようになった」方にも本メールを見て

お申し込みをいただきたく， 8/27（金）まで期限を延長し，申込フォームを開けています。
初めてのご参加も大歓迎です。皆様のご参加をお待ちしています！ 

なお，今回のメルマガの(6)には昨年度にこの未来力会議でアイデア発表された「革靴を
はいた猫」さんのプロジェクトのその後（京都大丸に出店）も記載しています。ぜひチェ
ックしてください！ 
 

■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（7 件を予定） 



  ・地域企業や行政から議論テーマについて，提案者から共有 
■開催方法：オンライン（zoom） 

       お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。 
■申込フォーム：https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4856 

 

【参考】過去の開催の様子：ページ下部より News Letter をご覧ください。 

https://community-based-companies.kyoto/support 

 

 

▼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) 緊急事態宣言発令中 ―混雑した場所への外出半減を目指して―  

～デルタ株が猛威を振るっています～  

  

京都市内では，連日,多数の感染者数が確認され，病床使用率は 7 割を超え，このままで

は救える命が救えなくなります。これまで経験したことがない感染爆発の状態となってい

ます。 

 こうした状況を踏まえ，8 月 20 日から緊急事態宣言が発令されています。  

 混雑した場所等への外出や，日中も含めた不要不急の外出はお控えください。ご自身と

ご家族，大切な人を守るため，改めて感染防止対策の再徹底をお願いします。  

▼詳しくは，以下のＵＲＬから  

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000288272.html 

 

(3) コロナをみんなで乗り越えよう～シトラスメッセージの募集～≪文化市民局≫ 

 

 ～シトラスメッセージを 9/10 まで募集中～  

京都市では，思いやりを大切に，新型コロナ感染拡大を皆で乗り越える気持ちを込めた 

メッセージを募集しています！  

「日々の暮らしを支えるエッセンシャルワーカーの方へ」「感染した人へ」「頑張ってい  

るあなたや私へ」・・・応援と感謝のメッセージを送りませんか？応募作品は，市の広報物

や啓発物品に掲載するなど，広く活用します。たくさんのご応募お待ちしています♪  

 

▼詳しくは，以下のＵＲＬから   

 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000285336.html 

 

【問合せ先】   

京都市文化市民局共生社会推進室   

TEL:075-366-0322  メール:jinken@city.kyoto.lg.jp 

 

(4) 障害のある人とない人が共に働き活躍できる「多様性社会」の実現に向けた「地域企

業の障害者雇用に関連する取組アンケート調査」企業の皆様の現状や御意見をお聞かせく

ださい！≪保健福祉局≫ 
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  京都市では，多様な人が共に働き活躍できる社会を目指し，地域企業が，障害のある

人の特性や強みなどを知り，障害のある人・ない人が共に地域社会で働き続ける職場環

境を構築できるよう，「出会い，お互いを知る場」を設け，地域企業における障害者雇用

に関連した取組を支援しています。  

 つきましては，障害のある人とない人が共に働き活躍する「多様性社会」の実現に向

けた機運の醸成と今後の施策の検討のため，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。  

 

▼以下のアンケート特設ＨＰから御解答ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000287975.html  

 

■対象：京都市内に主たる事業所等がある事業者  

■期間：令和 3 年 9 月 10 日（金）まで  

 

【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  

電話：075-222-4161 メール：syogai@city.kyoto.lg.jp 

 

(5) 京都市統計月報の更新（令和 3 年 8 月号）≪総合企画局≫  

 

京都市では，タイムリーな統計情報を皆様にお届けするため，人口，世帯数，産業経済，

都市施設，文化・観光等，あらゆる分野の最新情報を，市全体又は行政区別に毎月とりま

とめています。  

このたび，令和3年8月号を「京都市統計ポータル」に掲載しましたので，お知らせしま

す。 

 

■京都市統計ポータル  京都市統計月報  

https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Monthly/ 

 

【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 
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☆ 参加団体・企業等からのお知らせ  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

(6) 未来力会議で育った「手放す貢献プロジェクト」で大丸京都店に出店！大丸オープン

記念の特別企画「修行メンバーが心磨きコースを無料プレゼント」お見逃しなく  

≪革靴をはいた猫≫ 

 

手放す貢献プロジェクト」は履かなくなった靴の寄付を募り，学生・若者が靴を蘇らせ

る過程で成長し，蘇った靴は次の持ち主に届く取り組みです。環境・教育・福祉といった

多方面からソーシャルなプロジェクトです。今年 1 月に大丸京都店で靴の寄付を集めた際

には，１週間で 822 足もの靴が集まりました。（イベントの様子が読売テレビで放映されま

した：https://youtu.be/gFq1XvjCF0k） 

こうした実績を受けて，8 月 21 日から大丸京都店に長期出店することが決定しました！

現在では，1300 足を超える寄付靴が学生・若者の手によって蘇り，大丸京都店や EC サイ

トで販売されています。今回はこちらのチラシ（https://qr.paps.jp/aC1id）を持参いた

だいた方に【無料】で「靴磨き（心磨きコース）」をプレゼントいたします。修行中の学生・

若者が誠心誠意，靴を磨かせていただきますので是非お立ち寄りください。  

 

■場所：大丸京都店 5 階 ほっとスポット  

■期間：出店中～2022 年 2 月 28 日(月)  ※営業時間は大丸京都店に準じます。  

■実施内容：靴磨き，靴修理，靴販売，手放す貢献プロジェクト 他 

【問合せ先】 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Monthly/
https://youtu.be/gFq1XvjCF0k
https://qr.paps.jp/aC1id


 革靴をはいた猫  

 メール：shoeshine.cat39@gmail.com 

 

(7) 「イノベーション・キュレーター塾」第 7 期塾生募集のお知らせ  

≪公益財団法人京都高度技術研究所≫ 

 

持続可能な社会の実現を目指す，”四方よし”ビジネスの伴走者になりませんか？  

社会的課題を解決する・課題を生まない社会を目指す視座を持ち，従来のビジネスや

組織を，目指す未来に向けてイノベーティブに導く人，「イノベーション・キュレーター」

を育成するための連続講座です。  

自分の組織を，社会を変えたい。イノベーションを生み出したいと思っておられる方

の入塾をお待ちしています！  

 

■日程：2021 年 11 月 6 日，12 月 11 日 以降 2022 年 7 月まで全 9 回。 

日程はいずれも土曜日，13 時～17 時 

■会場：京都経済センター，QUESTION 等を予定。 

  ※感染防止対策など，状況によりオンラインに変更の可能性があります。  

■募集要項：  

定員：20 名 

受 講 料：19 万 8 千円(税込）  

申込締切：2021 年 9 月 30 日(木) 

■お申込み・詳細はこちら： https://ic-juku.social-innovation.kyoto.jp/ 

 

【問合せ先】  

公益財団法人京都高度技術研究所  

京都市ソーシャルイノベーション研究所(SILK)（担当：阪本，川勝） 

TEL：075-366-5527 メール： silk@astem.or.jp 

  

(8) 「ものづくり企業のためのイノベーション創出セミナー」  

  ～NITE との協創により開発における様々な課題を解決～の開催について  

≪公益財団法人京都高度技術研究所≫ 

 

この度，（公財）京都高度技術研究所では，新規の事業創出を検討されている企業の方々

を対象に，独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）が展開しているイノベーショ

ン協創プログラム「ＮＩＣＥ」を紹介するオンラインセミナーを開催しますので，ご参加

ください。  

 

■日時：令和 3 年 8 月 27 日(金)午後 3 時～午後 4 時 30 分 

■会場：オンライン（ Zoom） 

■対象：中小・ベンチャーをはじめとするものづくり企業など  

■後援：独立行政法人製品評価技術基盤機構  

■定員：100 名（先着順）  

■参加費：無料（要事前申し込み）  

■申込方法：下記 URL からお申し込みください。  

       https://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20210726-31463.html 

【問合せ先】  

公益財団法人京都高度技術研究所 地域産業活性化本部  

  京都市桂イノベーションセンター（担当：小野寺，岩城） 

 TEL：075-391-1141 メール：info-kkic@astem.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  

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