
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 12 月 6 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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========================================================================= 
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(1) 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！～  

（再案内） 

 

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。   

 

■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 

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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☆ 京都市からのお知らせ  
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(2) 地域協働・貢献型宿泊施設の事例勉強会の参加者募集≪産業観光局≫  

 

 この度，京都市では，地域と連携した取組をお考えの宿泊施設や，宿泊施設と連携した

取組をお考えの事業者，自治会等向けの事例勉強会『まちと共に生きるこれからのお宿』

を開催します。  

 京都市内外からゲストとして地域との協働や地域貢献に取り組んでいる宿泊施設をお招

きし，参加者の皆様と一緒にこれからのアクションを考えていきます。皆様の御参加をお

待ちしています！（参加無料，事前申込要）  

 

■開催日時・テーマ  

第１回：「まち」の情報発信から始まる，地域と宿泊施設の関係づくり  

令和３年１２月１６日（木）午後２時～午後４時  

第２回：地域の資源を活かしたこれからの観光とは？  

令和３年１２月２３日（木）午後２時～午後４時  

■場所 

QUESTION 7F Creative commons2 

（京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町  390-2） 

市営地下鉄東西線 「京都市役所前駅」より徒歩 1 分  

京阪電車 「三条駅」より徒歩 5 分 

※ オンライン会議システム Zoom での参加も可能  

■参加申込  

 参加いただくには，事前の申込が必要です。以下のホームページ（京都情報館）に詳

細を記載しておりますので御確認ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000292222.html 

 

【問合せ先】  

 地域協働・貢献型宿泊施設促進制度事務局（まちとしごと総合研究所）  

 TEL：０７５－２５７－７８７１  

 

(3)京で輝く！女性活躍推進セミナー「今こそ、男性版産休を考える」≪文化市民局≫ 

 

この度，京都市では，「今こそ、男性版産休を考える」をテーマに，講演やグループワー

クなどを行う，女性活躍推進セミナーを開催します。仕事と家庭を両立したい男性社員の

皆様，上司や同僚の皆様など，多くの方の御参加をお待ちしております。  

 

■開催日時：令和４年１月２８日（金） 午後２時～午後４時  

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
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000292222.html


 

■会場：京都市男女共同参画センター  ウィングス京都 セミナーＡＢ  

 

■定員：３０名（入場無料，申込み先着順）  ※ 定員になり次第終了します。  

 

■主な内容  

 ＜講演＞「４６歳で父になった社会学者」が育児を通して考えたこと  

  講師 工藤保則氏（龍谷大学社会学部教授）  

      一人の男性がだんだんと父になる様子を綴ったエッセイ『４６歳で父になっ

た社会学者』が好評を博している工藤氏から，「父になる」とはどういうこと

なのかお話いただきます。  

 ＜制度解説＞  

京都労働局  

＜事例紹介＞  

 森島寿夫氏（京都中央信用金庫八幡支店支店長）  

 高堂郁也氏（京都中央信用金庫八幡支店主任）  

  男性の育休取得率が５７．３％となり，令和元年，京都初の「プラチナくるみん」

「えるぼし（３段階目）」同時認定を受けた京都中央信用金庫の職員にお越しいただき，

社内での取組や育休取得による意識の変化などをお話いただきます。  

＜グループワーク＞  

■申込期間：令和３年１２月１日（水）から 

■申込み：ホームページの申込フォーム，ファックス又はＥメールにてお申し込みくださ

い。 

必要事項 ①「女性活躍推進セミナー」②氏名（ふりがな）③年齢  ④郵便番号，住所  ⑤

電話番号 ⑥メールアドレス ⑦保育を希望される場合はお子様の氏名・年齢（月齢まで） 

 ※ 保育対象：４箇月以上未就学児まで（有料）  

 

【申込・問合せ先】 

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会  事業企画課  

【ホームページの申込フォーム】  

https://www.wings-kyoto.jp/event/event-all/meniku2201.html 

【電話】０７５－２１２－８０１３  【ファックス】０７５－２１２－７４６０  

【Ｅメール】 jigyo@wings-kyoto.jp 

■主催等：  

（主催）輝く女性応援京都会議（事務局：京都市，京都府，京都労働局，京都商工会議所） 

（企画・運営）公益財団法人京都市男女共同参画推進協会  

■その他  

 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い，実施方法を変更する可能性があります。  

 

(4)「京都市男女共同参画審議会」市民委員の募集について≪文化市民局≫ 

 

京都市では，誰もが性別にとらわれることなく，自らの意思に基づき，個性と能力が発

揮できる社会の実現に取り組んでおります。  

現在，多角的な視点から施策の点検や助言を得るために開催している「京都市男女共同

参画審議会」の市民委員を募集しておりますので，お知らせします。  

皆様の御応募お待ちしています。  

 

 ■募集人数  

  2 名 

 ■応募期間  

  令和 3 年 11 月 15 日～令和 3 年 12 月 14 日 

 ■任期  

  令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

 ■応募資格  

市内に在住か通勤・通学の 18 歳以上（応募日時点）※その他要件あり  

https://www.wings-kyoto.jp/event/event-all/meniku2201.html
mailto:jigyo@wings-kyoto.jp


 ■詳細 

 https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_bosyu/bunshi/0000291133.html  

 

【応募・問合せ先】  

 郵送：〒604-8571（住所記載不要）  

    京都市文化市民局共生社会推進室  男女共同参画推進担当  

 電話：075-222-3091 FAX：075-366-0139 

 E メール： danjo@city.kyoto.lg.jp 

 

(5)「『歩くまち・京都』総合交通戦略 2021」を策定しました。≪都市計画局≫ 

 

京都市では，これまでからの「人と公共交通優先の『歩くまち・京都』」を継承するとと

もに，新たな時代潮流等を踏まえながら，更なる進化を目指すため，従来の「歩くまち・

京都」総合交通戦略の改定版として「『歩くまち・京都』総合交通戦略 2021」を策定しま

した。  

下記 URL から是非御覧ください。  

 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000291699.html 

 

【問合せ先】  

京都市都市計画局歩くまち京都推進室  

TEL：075-222-3483 

 

 

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

※ 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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