
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 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)地域企業未来力会議の開催日が決定しました！  

 

(2)【今年度最終回】「京都・地域企業応援会」（ 3 月分）申込み受付中です！  

 

☆  京都市からのお知らせ  

(3)「令和 3 年度環境マネジメントセミナー  ～脱炭素化に向けた動きが加速！  ＫＥＳを

活用して新しい企業価値を創造しよう～」の開催について≪環境政策局≫ 

 

(4)京都駅前音楽噴水「AQUA FANTASY」協賛募集について≪産業観光局≫  

 

(5)京都市統計月報の更新（4年2月号）≪総合企画局≫  

 

☆ 参加企業等からのお知らせ 

(6)「次世代産業×大学発ベンチャー社会課題解決のための技術開発プロジェクト」成果報

告会のご案内≪（公財）京都高度技術研究所≫ 

 

(7)京都商工会議所  洛南BSD地域活性化セミナー  

コロナ禍に挑む企業の実例に学ぶ  ～自社の強みを活かし、新たなニーズを読む～  

≪京都商工会議所≫ 
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(1) 地域企業未来力会議の開催日が決定しました！  

 

令和 3 年度第 2 回 京都市地域企業未来力会議の開催日程が決まりました。  

■日時：令和 4 年 3 月 28 日（月）午後 3 時 30 分～午後 6 時（予定）  

 

これまでの会議参加者の皆様はもちろん，はじめてご参加いただける方も大歓迎ですの

で，ぜひご予定ください。  

開催方法及び参加申込みについては，決定しましたらお知らせいたします。  

 

令和 3 年度第 1 回 京都市地域企業未来力会議（9 月 3 日開催）の様子については，こち

らからご覧いただけます！  

https://community-based-companies.kyoto/event/r3-1 

 

(2)【今年度最終回】「京都・地域企業応援会」（ 3 月分）申込み受付中です！   

 

地域企業の皆様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！ 

https://community-based-companies.kyoto/event/r3-1


今年度の最終回となる 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 

 

 

▼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)「令和 3 年度環境マネジメントセミナー  ～脱炭素化に向けた動きが加速！  ＫＥＳを

活用して新しい企業価値を創造しよう～」の開催について≪環境政策局≫ 

 

＜活用編＞脱炭素化時代に役立つＫＥＳ  

 ～2050年温室効果ガス正味ゼロに向けた事業戦略への活用～  

 

例年，中小企業に取り組みやすいＫＥＳをはじめとした，環境マネジメントシステムに

ついて，取組事例や活用方法を紹介するセミナーを実施しています。  

今回はＫＥＳ導入編と活用編の 2回連続セミナーとします。  

活用編では，ＫＥＳ取得事業者の事業経営への活用事例，脱炭素化に向けた本市の取組や

中小企業向けの制度について御紹介します。  

 

■動画配信日時 （活用編）令和4年2月24日(木)～3月25日(金) 

         ※前回の動画（導入編）は 3月11日まで視聴可能 

■動画配信先   YouTube（申込制）  

■内容   ○「ＫＥＳ活用事例紹介1」 

    講演者：宮本電気工事株式会社（ＫＥＳ  ステップ1取得） 

○「ＫＥＳ活用事例紹介2」 

    講演者：株式会社ＦＵＫＵＤＡ（ＫＥＳ  ステップ2取得） 

○「京都市地球温暖化対策条例  準特定事業者のエネルギー消費量等報告書

制度での報告に向けて」 

    講演者：京都市環境政策局地球温暖化対策室  

○「Ｊ－クレジット制度を活用した中小企業の取組～創出・活用事例～」  

    講演者：Ｊ－クレジット制度事務局  

■主  催 京都市，京都商工会議所，特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構  

■申込期限 令和4年3月23日（水）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/0000294115.html 

 

【申込み・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 

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


 Eメール：k-kyosei@city.kyoto.lg.jp 

 

(4) 京都駅前音楽噴水「AQUA FANTASY」協賛募集について≪産業観光局≫  

 

京都市、京都市観光協会及び京都文化交流コンベンションビューローで構成する「京都

市音楽噴水運営委員会」では、京都駅北口広場において、平成 22 年から京都駅前音楽噴水

「AQUA FANTASY」を供用しています。  

新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴い、長らく公演を休止しておりましたが、令和

3 年 12 月 15 日からリニューアルのうえ再開いたしました！  

つきましては、本事業に賛同いただける皆様からの協賛を募集いたします。  

協賛いただきました企業様には、音楽噴水前に設置したデジタルサイネージに広告を掲

出させていただきます。  

協賛メリットの詳細等、御不明な点等がございましたら、お気軽に担当まで御連絡いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。  

 

■AQUA FANTASY について  

 https://c.bme.jp/18/2107/7353/19717 

 https://c.bme.jp/18/2107/7354/19717 

■問い合わせ先  

京都市音楽噴水運営委員会（事務局  京都市産業観光局観光 MICE 推進室）  

TEL 075-746-2255 

 

(5) 京都市統計月報の更新（令和4年2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4年2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 

 

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

☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(6)「次世代産業×大学発ベンチャー社会課題解決のための技術開発プロジェクト」成果報

告会のご案内≪（公財）京都高度技術研究所≫ 

 

京都市及び(公財)京都高度技術研究所では，令和 3年度から，次世代技術で社会課題解決

に取り組む大学研究者に対して助成を行う，「次世代産業×大学発ベンチャー社会課題解

決のための技術開発プロジェクト」を実施しています。  

今年度は,「水資源の再利用」,「脱炭素化」,「インフラメンテナンス」をテーマとする，

3件の研究に対して支援しており，この度，それぞれの研究の社会実装に向けて，下記のと

おり成果報告会を開催しますので，お知らせします。  

 

■日時 

 令和4年3月4日（金） 午後3時～午後 4時30分 

■開催方法  

 オンライン開催（YouTube）【定員50名】 

  ご登録いただいたメールアドレスに YouTubeのアドレスを送付します  

mailto:k-kyosei@city.kyoto.lg.jp
https://c.bme.jp/18/2107/7353/19717
https://c.bme.jp/18/2107/7354/19717
https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Monthly/


■参加費 

 無料 

■申込フォーム  

  https://www.astem.or.jp/whatsnew/20220214-33228.html     

■申込期間  

  令和4年2月14日(月)～2月28日(月) 

■お問合せ先：  

 （公財）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  

 TEL：075-391-1141   

 E-mail：kkic@astem.or.jp 

 

(7) 京都商工会議所 洛南BSD地域活性化セミナー  

コロナ禍に挑む企業の実例に学ぶ  ～自社の強みを活かし、新たなニーズを読む～  

≪京都商工会議所≫ 

 

本所会報誌の特集「コロナに負けない京都企業」でご紹介した洛南エリアの 2社より、自

社の強みを活かした新たな発想の転換によってコロナ禍に挑む企業経営の事例について学

びます。専門家によるコロナ禍を乗り切るポイントも解説いたします。お繰り合わせご参

加下さいますようご案内申し上げます。  

 

■日 時 令和4年3月7日（月）16：00～17：45 

■会 場 京都経済センター  7階 Ａ・Ｂ会議室  ＜下京区四条室町＞  

■定 員 会場30名／オンライン配信zoom 30名  ◇参加費 無料 

※コロナウイルス感染拡大防止のため会場参加の定員超過後にお申込みいただいた方

には、WEB配信の視聴をご案内させていただきます。  

■内 容  

 1）コロナ禍での取組み事例紹介  

 ①株式会社京翠  代表取締役 寺松孝文氏  

カット九条葱の製造・販売。外食から内食へ～コロナ禍の需要の変化に対応し、きめ

細かなサービスで新たな顧客を開拓。  

 ②麺好坊蓮  営業企画 岩下英夫氏  

自家製麺にこだわるラーメン店。麺類・揚げ物のテイクアウト開始、デリバリーへ柔

軟に発想転換。コロナで新たな顧客を創造。  

2）事例を受けての総括・withコロナ 企業経営のポイント  

  合同会社 Buisiness Departure 中小企業診断士 多田知史氏  

■参加費  無料 

 

◇詳細はこちら  

⇒http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_117292.html 

 

◇お問合せ先  

 京都商工会議所 中小企業支援部  洛南ビジネスサポートデスク  

TEL：075-611-7085       

担当：鶴井Email： tsurui-k@kyo.or.jp  

担当：松井Email： matsui@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。 

https://www.astem.or.jp/whatsnew/20220214-33228.html
http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_117292.html


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

 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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