
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 4 年 2 月 15 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)「京都・地域企業応援会」（ 3 月分）申込み受付中です！ 

 

(2) 京都市からの新型コロナ･ワクチンニュース！！ ～とりあえずこれだけ知っておけば

安心！～ 

 

☆  京都市からのお知らせ  

(3) テーマはＮＦＴ！「デジタルコンテンツ活用セミナー」の開催について  

≪産業観光局≫ 

 

(4)【3/14〆】「京都市中小企業デジタル化推進事業  成果事例発表会」を開催します！  

 ≪産業観光局≫ 

 

(5) 京都市生物多様性プラン(2021-2030)の推進に係る活動交流会の開催について   

≪環境政策局≫ 

 

(6) 2/26(土)開催 X Cross Sector Kyoto OPEN DAY online ≪総合企画局≫ 

 

(7)2月28日（月）は「固定資産税・都市計画税」第 4期分の納期限です。≪行財政局≫ 

 

========================================================================= 
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(1)「京都・地域企業応援会」（3 月分）申込み受付中です！～皆さまのアイデアをカタチ

に！～ 

 

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」を開催してい

ます！ 

3 月 4 日（金），3 月 15 日(火)開催分を申込み受付中ですので，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→ https://community-based-companies.kyoto/ouenkai  

 

(2) 京都市からの新型コロナ･ワクチンニュース！！～とりあえずこれだけ知っておけば

安心！～ 

 

希望する市民の皆様に一日でも早く 3 回目接種を受けていただけるよう ,2 回目接種日

から 6 箇月以上を経過した方について ,2 月 11 日から 20 日までの間,『みやこめっせ会場』

において｢接種券なし｣で 3 回目接種を受けていただける接種枠を設けています｡ 

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


■1｢接種券なし｣で 3 回目接種を受けていただける方 (対象となる方) 

➢令和 3 年 8 月 20 日までに 2 回目接種を完了した京都市民で ,接種券がまだ届いてない

方 

※京都市内に住民票のある方が対象となります｡ 

※2 回目接種の完了から 6 箇月以上経過していない方は接種できません｡ 

 

■2 接種会場 (約 5,000 回分 使用ﾜｸﾁﾝ:武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ社) 

➢接種会場  京都市勧業館｢みやこめっせ｣1 階(左京区岡崎成勝寺町 9 番地の 1) 

➢実施期間  令和 4 年 2 月 11 日(金･祝 )～令和 4 年 2 月 20 日(日)の 10 日間 

➢実施時間  平日･祝日:午前 10 時～午後 4 時 土曜日:午後 1 時～午後 7 時 

          日曜日  :午前 11 時～午後 5 時 

➢予約方法  京都市新型コロナワクチン接種コールセンター［専用番号］で受付  

・午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分(土曜日･日曜日･祝日も対応 ) 

・専用番号:0570-040808（通話定額プラン等でも料金が発生します。）  

➢予約に必要なもの 京都市が発行した 1･2 回目接種券に記載の接種券番号  

          ※氏名，生年月日，希望日時等も伺います。 

➢接種当日に必要なもの  

 ・2 回目接種日が分かる証明  

 ・本人確認書類（マイナンバーカード，運転免許証，健康保険証  など） 

 

【問い合わせ先】 

京都市新型コロナワクチン接種コールセンター  

 電話番号： 0570-040808 / 075-950-0808 （受 付 時 間 8 時 3 0 分 ～ 1 7 時 3 0 分 ） 

京都市新型コロナワクチン接種ポータルサイト  https://vaccines-kyoto-city.jp/ 

 

 

▼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) テーマはＮＦＴ！「デジタルコンテンツ活用セミナー」の開催について  

≪産業観光局≫ 

 

この度，京都市では世界的に注目されているＮＦＴ※１をテーマに京都における新たな

ビジネス展開の可能性を見出す「デジタルコンテンツ活用セミナー  ～ＮＦＴから学ぶデ

ジタルデータの価値と活用方法～」を下記のとおり開催しますので，お知らせいたします。 

ＮＦＴのビジネス活用の第一人者を講師に迎え，文化財・伝統工芸×クリエイター×Ｎ

ＦＴの組み合わせで生み出される新たな付加価値やビジネスチャンスについて解説します。 

この機会に是非御参加ください！  

※1「Non-Fungible Token=非代替性トークン」の略称。偽造や複製が困難な，唯一性を持

ったデジタルデータのこと。  

※2 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって，内容を変更または中止する場合がご

ざいます。予め御了承ください。  

https://vaccines-kyoto-city.jp/
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


 

■申込・詳細  

 https://contents0225.peatix.com 

■日時 

 令和 4 年 2 月 25 日(金) 午後 4 時~5 時半 

■会場 

 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 4 階 第 4 講義室 

■内容 

・はじめてのＮＦＴ  

・ＮＦＴがもたらす新たな付加価値とビジネスチャンス 

・京都ならではの文化財・伝統工芸×クリエイター× ＮＦＴの可能性  

・質疑応答  

■定員（事前申込制・先着）  

 現地参加： 50 名 

 オンライン参加：100 名 

■申込〆切  

2 月 24 日(木)正午まで 

■参加費 

無料 

■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 

 

(4) 【3/14〆】「京都市中小企業デジタル化推進事業  成果事例発表会」を開催します！  ≪

産業観光局≫ 

 

 京都市、京都府中小企業団体中央会及びＩＴコーディネータ京都では、「中小企業デジ

タル化推進事業 成果事例発表会」を開催します。  

この発表会では、現役経営者でコンサルタントとしても著名な吉村正裕氏を講師として

迎え中小企業のデジタル化に関する基調講演を受けるとともに、本事業に採択された企業

から取組の報告を受け、参加された皆さまとともにデジタルを活用した事業変革の方向を

考えたいと思います。ぜひご参加ください！  

 

■日時 令和4年3月15日(火)午後1時15分～午後5時15分 

■会場 京都経済センター７階 ７－Ｅ・Ｆ会議室 及び オンライン 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンライン開催のみとなる場合があり

ます。 

■内容 基調講演、事例発表  他 

<基調講演> 

テーマ：中小企業が生き残るためのデジタルの活かし方  

講 師：吉村  正裕 氏（株式会社サイバー・アシスト代表取締役社長）  

＜事例発表＞  

合同会社ＧｒｅｅｎＯｃｅａｎｚ「顧客の声から器のサブスク事業を開始」  

京都表具協同組合「「表具」の未来をサイトの形に」  

株式会社大原商店「和装小物問屋のＤＸ挑戦～1988→2022～」 

移動する竹村商店「やきいも屋のＤＸによる新しい形」 

■定員 会場参加定員 50名（先着順・要申込） 

※会場での定員が超えた場合、オンラインで御参加ください。（オンラインは 400名まで） 

■参加費 無料 

■申込期間 令和4年2月8日(火)午前10時～3月14日(月)午後5時 

■申込方法 https://www.itc-kyoto.jp/京都デジタル化推進事業成果発表会 / からお申

し込みください。  

 

【問合せ先】 

特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ京都（ seminar@itc-kyoto.jp） 



⇒READ MORE https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000294466.html 

 

(5) 京都市生物多様性プラン(2021-2030)の推進に係る活動交流会の開催について   

 

本市では，生物多様性の保全と持続可能な利用の取組を推進し，「自然共生社会」を実

現するため，令和3年3月に「京都市生物多様性プラン (2021-2030)」を策定し，様々な施策

を推進しています。  

この度，生物多様性の保全活動されている研究者，団体，事業者の皆様による活動交流

会を開催し，その様子をオンライン（ Zoomウェビナー）で配信します。ご興味のある方は，

是非，ご視聴ください。  

 

■日時 令和4年2月28日(月) 午後1時～午後5時30分 

■内容 

 1．基調講演「研究者・市民・企業による生物多様性モニタリングと生物資源の持続的利

用」京都大学フィールド科学教育研究センター森林生態系部門森林育成学分野  准教

授 石原 正恵氏  

 2．取組紹介  

・花脊・別所地域におけるチマキザサ再生に参画する武田薬品工業株式 会社京都薬

用植物園の取組  

・東山における森づくりの取組（京都伝統文化の森推進協議会）  

・カタクリとギフチョウの谷 (西山自然保護ネットワーク）  

・宝が池の森の現状と再生にむけた取組 (「宝が池の森」保全再生協議会 ) 

・京の川の恵みを活かす会活動紹介「目指すは自然の恵みを活かし・気遣う暮らし」 

・嵯峨嵐山の稲穂たなびく景観・生物多様性保全と地域農業の活性化（嵯峨地域農場

づくり協議会）  

・京都市の支援策～エコ学区・さすてな京都～（（公財）京都市環境保全活動推進協

会） 

3．取組紹介者及び参加者との意見交換  

 

■申込期限 令和4年2月21日（月）まで  

■申込方法 以下のＵＲＬの申込みフォームからお申込みください。  

▼https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000293802.html 

 

【問合せ先】  

 京都市 環境政策局  環境企画部 環境管理課 

 電話：075-222-3951 FAX：075-213-0922 

 Eメール：k-kyosei@city.kyoto.lg.jp 

 

(6) 2/26(土)開催 X Cross Sector Kyoto OPEN DAY online  

 

京都市では，セクター（分野や組織等）を超えた連携を更に促進し，社会課題の解決に

向けた新たな価値を創造するため，令和元年度に「つながり促進プログラム」『 X Cross 

Sector Kyoto（クロスセクター京都）』を立ち上げました。  

今年度3期目を迎えた本プログラムでは,令和3年9月から12月にかけて全8回のグループ

セッションによる対話を通じて,ﾁｰﾑ毎にプロジェクトの企画･構想案を練り上げてきまし

た｡ 

この度，プログラム参加者による活動報告及びまちづくり活動に取り組む多様なセクタ

ーの人々が広く交流する，「つながり促進プログラム」『 X Cross Sector Kyoto OPEN DAY 

online』を下記のとおり開催しますので，お知らせします。  

 

【日時】2022.2.26(⼟) 13:00-16:30 (12:45 OPEN) 

【場所】オンライン会議システム Zoom ※Zoomの参加URLは申込み後にお知らせします  

【定員数】100名 (※先着順) 

【参加費】無料  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000294466.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000293802.html
mailto:k-kyosei@city.kyoto.lg.jp


 

【参加申込み方法】下記リンクより申込みください  

https://xsectorkyoto-openday2022.peatix.com/ 

【トークゲスト】  

〇田中 美咲 

SOLIT株式会社 (オールインクルーシブライフスタイルサービス ) 代表取締役  

〇矢野 龍平 

株式会社アカイノロシ代表取締役  

 

【プログラム】  

12:45  開場 

13:00 はじまりの挨拶 / オープニングトーク  

13:30 ３期プログラム参加者による活動報告  

14:30 休憩 

14:45 ゲストトーク＆セッション  

「持続可能な社会を実現していく未来の描き方」  

15:45 参加者同士のグループセッション  

「これからの京都で起こしたいアクションや共創とは」  

16:15 全体共有 / クロージングセッション  

16:30 終了 

 

主催:京都市総合企画局  後援:京都中央信用金庫   

運営:有限責任事業組合まちとしごと総合研究所  

 

【問合せ先】  

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 (担当：東) 

TEL:075-257-7871 MAIL:office@machigoto.net 

 

(7)2月28日(月)は｢固定資産税･都市計画税｣第4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≫  

 

固定資産税・都市計画税第 4期分の納期限は2月28日（月）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

ご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も納

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 

 

【お問い合わせ先】  

市税事務所 納税室納税推進担当  

電話：075-213-5466 

 

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

※ 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://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

