
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 10 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) 「京都・地域企業応援会」（ 10 月～12 月分）申込み受付中です。 

 

地域企業の皆さまが持つアイデアの具体化・実現に向けて，幅広い知見を持つコーディ

ネーターからきめ細かな助言やヒントを得られる「京都・地域企業応援会」を今年度も開

催しています！ 

 10 月 22 日（金）開催分は残り 1 枠（11:30～12:30）ですが，11 月以降の開催分はまだ

まだ申し込みを受け付けています。少しでも気になる方は，お気軽に事務局までお問合せ

ください。  

 

■対象：京都市内に本店を有する事業者   

■定員：各日，先着 8 事業者まで  

■費用：無料   

 

 詳細・申込はこちらの URL よりお願いします。  

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

 

(2) 中小企業等再起支援補助金～自己負担を伴わない「応援金」を上乗せ支給！～  

 

コロナ前後（同月比較）で売上が 30％以上減少した市内の事業者様，ぜひご相談くださ

い！ 

 京都市中小企業等再起支援補助金は，マスク，アルコール，パソコン等の購入，従業員

のＰＣＲ検査，販促チラシの作成，機器・設備の導入等，事業継続のための取組に幅広く

活用いただけます。補助金の交付決定を受けられた方には，自己負担を伴わない「応援金」

も上乗せして支給しますので，ぜひご活用ください。   

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


 

■受付期間：令和 3 年 12 月 28 日（火）まで※申請は 1 回限り 

■対象となる事業者：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 9 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 30％以上減少している

方 

■対象経費：令和 3 年 3 月 1 日～12 月 17 日に完了・支払いなどがなされた経費（ 3 分の 2

以上は府内で購入などがなされた経費である必要有）  

■補助額：事業経費の 4 分の 3 以内 

■上限額：法人・団体 15 万円，個人事業者 10 万円 

★補助額とは別に，法人・団体は 10 万円，個人事業者は 5 万円の応援金を上乗せ支給★  

 

 詳細は以下ＵＲＬへ  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000282498.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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(3) 「企業向け人権啓発講座」の開催について≪文化市民局≫ 

 

 京都市では，社内における人権尊重の風土づくりや企業と社会の持続可能な成長に役立

てていただくため，「企業向け人権啓発講座」を開催しています。  

 令和 3 年 11 月 10 日に講座「第 28 回障害のある市民の雇用フォーラム～一人一人の働き

たいという願いを実現するために～」を開催しますので，以下のとおり参加者を募集いた

します。皆様の御参加をお待ちしています。  

 

■日時：令和 3 年 11 月 10 日（水）午後 3 時 20 分～午後 5 時 

■内容：・発表「京都市立総合支援学校における就労に向けた取組について」  

・講演「実習の受け入れから雇用１年目を終えて」 

■会場：京都市総合教育センター  永松記念ホール（4 階） 

■申込〆切：令和 3 年 10 月 22 日（金） 

■対象：京都市内に事業所を持つ企業等の経営者，総務・人事責任者，人権研修推進者等  

■申込方法：ＦＡＸ又は電子メール  

■参加費：無料 

■詳細：https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000287180.html 

 

【問合せ先】 

 京都市文化市民局 共生社会推進室（啓発担当）  

 TEL：075-366-0322 

 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html
https://community-based-companies.kyoto/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html


(4) 大学・地域連携シンポジウムのご案内『地域連携活動の醍醐味』≪総合企画局≫ 

 

京都市と（公財）大学コンソーシアム京都では，人口の 1 割を学生がしめる「大学のま

ち京都・学生のまち京都」で，地域と連携して活動する学生の取組をご紹介し，大学，学

生，地域，様々な立場から地域連携活動について考える，大学・地域連携シンポジウムを

開催します。皆様のご参加を心からお待ちしております。  

 

■日時：令和 3 年 11 月 6 日（土） 14:00～16:15 

■場所：キャンパスプラザ京都（京都市下京区西洞院通塩小路下る）  

   オンライン  

  ※新型コロナウイルス感染症の影響により，オンライン開催のみとする可能性あり  

■定員：会場 50 名，オンライン 450 名（Zoom ウェビナー）  

■申込：ホームページから 11 月 3 日（水・祝）までにお申し込みください。  

   URL:https://www.gakumachi.jp/project/gakumachi-sokushin/summit/ 

■主催：京都市・（公財）大学コンソーシアム京都共催  

■プログラム  

＜第 1 部＞大学からの事例報告  

〇地域を調べ，声を聞く：花園大学「課題解決プログラムにおける YouTube 動画制作を

通じた学び  

〇まち全体で環境保全へ～SDGs を学ぶ～ショッピングモールと共働した地域連携活動～ 

〇オンラインツールを活用した向島地域における高大連携型アクティブラーニングの挑戦 

〇どんな状況でも繋がることができる。～作業療法を通じた実践例の紹介～  

 

＜第 2 部＞トークセッション  

 第 1 部の報告者に，地域で活動する学生，学生とともに地域で活動する住民を加えた 

トークセッションを実施します。  

 

【お問合せ先】  

公益財団法人  大学コンソーシアム京都  調査・広報事業部  

TEL：075-353-9130 

E-mail：chiiki-summit-ml@consortium.or.jp 
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(5) 「起業家ひざづめ交流会」の開催について 

≪京都商工会議所・(一社)京都知恵産業創造の森≫ 

 

概ね起業から 10年以内の成長意欲を持つ起業家や起業希望者の方を対象に，活躍中の30

～40代の先輩起業家の講演や対話，参加者間の交流を通じて，成功に向けたエッセンスを

学ぶ「起業家ひざづめ交流会」を初開催します。※飲食はございません。  

 

■日時：2021年11月9日（火）・18日（木）・30日（火）， 

    2022年1月20日（木）いずれも18:00～20:00 

■場所：KOIN（京都経済センター 3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：25名（締切： 10月24日(日)，申込多数の場合は抽選）  

        ※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：無料 

■内容   

  11月 9日「リーン・スタートアップで困難を乗り越えろ」  

 11月18日「転機は『オープンソース』と『展示会』」 

 11月30日「Chatwork創業者が語る，起業から上場までのリアル」  



  1月20日「ハードウェアスタートアップの資金調達とクラウドファンディング」  

■講師 

 11月 9日 人羅 俊実 氏／（株）FLOSFIA 代表取締役社長  

 11月18日 矢野 貴文 氏／(株)RUTILEA 代表取締役  

 11月30日 山本 敏行 氏／SEVEN 代表／Chatwork創業者  

  1月20日 姜 京日 氏 ／アトモフ（株）  代表取締役  

■ファシリテーター（全 4回共通）  

 竹田 正俊 氏／（株）クロスエフェクト代表取締役・（株）Monozukuri Ventures取締役 

■詳細・お申込：https://kigyoka-hizazume.peatix.com 

 

【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 

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

※ 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  

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

https://kigyoka-hizazume.peatix.com/
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

