
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 11 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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☆ 事務局からのお知らせ 
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(1) 京都市からのワクチンニュース！！20211101 

～とりあえずこれだけ知っておけば安心！～ 

 

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。（第 5 号） 

■ワクチン接種について 

11 月以降も，イオンモールＫＹＯＴＯ・京都市役所会場で集団接種を継続 

→同一会場で 2 回目接種が困難な方等，2 回目のみの方も接種を受けていただけます！ 

予約・詳細：https://vaccines-kyoto-city.jp/ 

 

【問合せ先】 

  京都市新型コロナワクチン接種コールセンター（受付時間 8 時 30 分～17 時 30 分） 

 TEL：0570－040808／075－950－0808   

 

 



(2) 中小企業等の皆様に耳寄り情報！！京都市中小企業等再起支援補助金のお知らせ 

～「補助金」に定額 5 万円又は 10 万円の「応援金（給付金）」も上乗せ～ 

 

売上げが 30％以上減少した事業主を支援！！是非，ご相談ください！！ 

もう御申請いただきましたか？申請は１回限りとなりますが，まだまだ活用できる方

に情報をお届けできていないのではないかと，再度ご案内いたします。  

 

  ・「コロナ禍で売り上げが大きく減ってしまった・・・」そんな中小企業や個人事業者

などを応援！！ 

・新たに始めた取組でなくてもＯＫ！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，感染対策や事業継続の

ためのさまざまな取組にかかった経費に充てられるのが，この補助金の特徴です。 

  ・事後申請方式。令和 3 年 12 月 17 日（金）までに経費の支払と納品等を完了させて

から申請してください。※申請は 1 回限り 

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

 

【問合せ先】 

  中小企業等再起支援補助金事務局（土日祝除く，9 時～17 時） 

  TEL：0570－003-756 

 

▼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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(3) 四条通地下道活性化事業の協力者の募集(KYOTO CITY OPEN LABO)≪総合企画局≫ 

 

公民連携・課題解決推進事業(KYOTO CITY OPEN LABO)では，市役所の各部署から行政課

題等を提示し，民間企業等から課題の解決に資する技術やノウハウ，アイデアなどを募集

したうえで，課題提示部署と民間企業等が一緒になって，実証実験や具体的実践等により

課題解決に取り組んでいます。 

今回公開する行政課題は，四条通地下道の活性化に関することです。四条通地下道は「た

だ通り抜けるだけ」の空間として取り残され，四条通の真下にありながら，そのポテンシ

ャルを活かしきれていない現状があります。 

四条通地下道において京都のまちにふさわしい文化的事業を展開することによって，無

機質な空間から賑わいのある空間への転換を目指したいので，是非ご協力をお願いします

（11 月 15 日までＨＰで公開しております）。 

https://open-labo.city.kyoto.lg.jp/issue/shijo-dori-underpass/ 

 

【問合せ先】 

 総合企画局 総合政策室 SDGs・市民協働推進担当 

 TEL:075-222-3178 

 

(4) コンテンツ活用ビジネスセミナーの開催について≪産業観光局≫ 

 

この度，京都市では，関西圏でのコンテンツ市場の拡大，企業間のネットワークの強化



を図る事業の一環として，「コンテンツ活用ビジネスセミナー」をオンラインで開催します。 

マンガ・イラスト・アニメ・ゲームなどのコンテンツを活用した事業展開をお考えの方

へ，コンテンツビジネスの基礎を学び，市場の紹介，異業種コラボの現状，戦略的な商品

開発方法のポイントなど，様々な角度から学ぶことができるセミナーとなっております。 

今回の開催にあたっては優れたアニメ×異業種コラボを表彰する「アニものづくりアワ

ード」（https://animono.jp/）と連携し，多くのコラボレーション事例の中から参加事業

者様の参考になる実例を紹介します。また，コンテンツビジネスに関心をお持ちいただい

た企業・団体の方は，受講後，専門のコーディネーターにおつなぎいたします。 

若年層への認知度向上やプロモーション強化，ビジネス領域，販路拡大の方策を検討さ

れている方は，この機会に是非御参加ください！ 

申込・詳細：https://contents1105-1217.peatix.com 

 

■次回開催概要（全 4 回，第 1 回は申込締切済） 

 日時：11 月 18 日（木）午後 4 時～午後 5 時 30 分 

 内容：「アニメ×異業種コラボ 広告プロモーションの活用法」 

 講師：アニものづくりアワード 事務局 かわかみ ゆりか 氏 ほか（調整中） 

 参加費：無料 

申込締切：開催前日午後 0 時まで 

  

【問合せ先】 

京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室（コンテンツ産業振興担当） 

TEL:075-222-3306 FAX：075-222-3331 

 

(5) KYOTO again～京のため，明日のためにできること～キャンペーン（11/1～12/31） 

≪産業観光局≫ 

 

京都市及び京都市観光協会では，持続可能な観光の実現に向けて，市民生活との調和や

環境・景観の保全などを記した京都観光行動基準（京都観光モラル）に沿った行動の実践

を促進するために，市民・観光客を対象に「KYOTO again!～京のため，明日のためにでき

ること～」キャンペーンを 11 月 1 日（月）～12 月 31 日（金）まで開催いたします。 

京都観光モラルの趣旨に賛同するとともに，ワクチン接種済又は PCR 検査等での陰性が

分かるものを提示できる方を対象に，キャンペーン参加店舗で素敵な特典や次回の京都観

光時に利用できる食事券などのプレゼントが当たる抽選券を配布いたします。皆様のご参

加をお待ちしております！ 

また，特典をご提供いただける店舗についても，引き続き募集しておりますので，奮っ

てご応募ください。 

 

■キャンペーン特設サイト 

https://kankou-moral.kyoto.travel 

■キャンペーン参加店舗の募集について 

 https://www.kyokanko.or.jp/news/20211001_1/?newsletter20211101 

 

【問合せ先】 

「KYOTO again! ～京のため，明日のためにできること～」キャンペーン事務局 

（公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー内） 

TEL:075-708-3239（平日：午前 9 時～午後 5 時） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(6) NewsPicks「WestShip」11 月 16 日開催≪（一社）京都知恵産業創造の森≫ 

 

平素よりお世話になっております。この度（一社）京都知恵産業創造の森は，京都及び

京阪神のスタートアップエコシステムの推進を目的として，(株)ニューズピックスが大阪



(リアル/オンライン)で 11 月 16 日(火)に開催する「WestShip」に後援いたします。 

WestShip では「アフター万博の”新しい共創”」をテーマに，2025 年以降の日本をリー

ドする地域と経済のあり方を，全国の有識者・経済人たちと共に議論していきます。 

2019 年から開始し第 3 回の開催となる今回は，多様なスピーカーの登壇するセッション

はもちろん，京都からは，中村 多伽氏（株式会社 taliki 代表取締役 CEO / taliki ファ

ンド 代表パートナー）も御登壇されます。リアル/オンラインの両会場でニューノーマル

な交流体験をご用意しておりますので是非ご参加ください。 

 

■『WestShip』開催概要 

日時：2021 年 11 月 16 日(火) 12:10〜20:00 

会場：ハービスホール(大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス OSAKA B2F) / オンライン 

テーマ：「アフター万博の“新しい共創”」 

定員：オンライン 5,000 名(無料)  

※リアル参加（300 名）は有料になりますのでご注意ください。 

※ご視聴には以下イベントページ URL からお申込みをお願いいたします 

<イベントページ URL> https://region.newspicks.com/ws2021 

 

【問合せ先】 

NewsPicks Re:gion 事務局（newspicks.region@uzabase.com） 

 

(7) 企業向けごみ減量実践講座「せっかくやるならＥＳＧ投資につながるＳＤＧs 経営に」 

≪京都市ごみ減量推進会議≫ 

 

言葉の認知は浸透してきた SDGs ですが，“今やっていること”に留まらない『世界共通

のルール』といえるもの。せっかくやるなら，SDGs の目標達成とともに，会社の価値を上

げていきましょう。 

そのためには，会社の経営課題を社会課題の解決に沿わせて，透明な形で説明できるこ

とが求められます。ＥＳＧ投融資を近づけるも遠ざけるも企業経営。事業を通じて SDGs に

貢献するチャンスを逃さず，世界の一員として 2030 年を迎えましょう！ 

 

■日時：令和 3 年 11 月 19 日（金）午後 2 時 30 分～4 時 30 分 

■内容：SDGs の取組を経営課題と添わせる必要性，企業経営（ESG や SDGs への取組など）

を見る投資家の視点，ESG，SDGs の取組の事例紹介の後，パネルディスカッションを予定

しています。 

■登壇者 

麻埜 豊彦氏（株式会社環境ビジネスエージェンシー シニアコンサルタント，KES 主幹

審査員），松本 直人氏（フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長），

石川 武氏（三共精機株式会社 代表取締役会長） 

■会場：京都経済センター3 階 3-F 会議室又は，オンライン（Zoom） 

※お申込者に別途ご案内  

■申込締切：令和 3 年 11 月 18 日（木） 

■対象：企業・事業者の SDGs や ESG の担当者向けにお話ししますが，どなたでも参加可  

■申込方法：web 申込フォーム，ＦＡＸ又は電子メール  

■参加費：無料  

■詳細：https://kyoto-gomigen.jp/works/283.html  

 

【問合せ先】 

京都市ごみ減量推進会議（担当 藤田） 

MAIL：sanka@kyoto-gomigen.jp  

TEL：075-647-3444 FAX：075-641-2971 

 

(8) 焼き芋体験 ロケットストーブで薪を燃やし焼いたお芋をみんなで食べよう 

≪伏見の環境を守る会≫ 

 

伏見の環境を守る会では，自然環境を知ってもらうための保全活動（宇治川のヨシ原，



淀の河津桜他）を行っています。今回は廃材をリサイクルした環境にやさしいロケットス

トーブを体験していただく焼き芋会を企画しました。甘酒もあります。ロケットストーブ

で薪を燃やし，焼いたお芋をみんなで楽しく食べながら，身近な環境問題について，考え

てみませんか？お申込みをお待ちしております。（人数制限あり）     

 

■日時：令和 3 年 11 月 21 日（日） ※雨天の場合 11 月 28 日に順延   

    第一部 12 時～13 時 30 分（受付 11 時～）  

    第ニ部 13 時 30 分～15 時（受付 12 時 30 分～）  

■場所：伏見港公園芝生広場（京阪中書島駅すぐ）  

■対象：小学生と保護者 

■参加料：子供 300 円，大人 500 円  

■申込期限：11 月 14 日まで（定員に達し次第締め切ります。）  

 

【申込・問合せ先】  

 伏見港公園事務局 075-611-7081 

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

※ 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  

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


