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【【京京都都のの知知恵恵にに基基づづいいたた３３つつのの推推進進分分野野】】  

 

 

 

   
個個性性豊豊かかなな  
企企業業がが集集積積  

ししななややかかにに  
変変化化すするる強強ささ  

ひひとと・・もものの・・こことと  
のの交交流流  

○○色色ととりりどどりりのの宝宝石石ののよよううなな企企業業  

○○おお互互いいのの個個性性をを尊尊重重  

○○ととももにに認認めめ合合いい、、高高めめああうう  

○○ひひききつつけけるるままちち  

○○刺刺激激をを受受けけ入入れれ、、交交わわるるままちち  

○○常常にに新新ししいいままちち  

○○ににじじみみででるる、、押押しし付付けけなないい気気づづかかいい  

○○心心かかららももててななしし、、提提案案すするる姿姿勢勢  

○○常常ににそそのの時時代代をを生生ききててききたた先先人人のの  

知知恵恵  

ひと 企業 まち 
京都の 
知恵 

ロゴマークは、ＶＩＶＩＤの頭文字の「Ｖ」をモチーフとした、世界に向かって吹く風になびく様子が躍動

的にデザインされています。３つの色はそれぞれ、個性豊かな“企業”が脈々と息づく様子を川の流れとし

て表した「水水色色」、その上に芽吹く若い“ひと”がしなやかに変化する様子を新緑に重ねた「黄黄緑緑色色」、そし

て、京都の“まち”が有する伝統や文化が交流によって花開く様子を「京京紫紫」でイメージしています。 

京京都都のの「「活活ききたた知知恵恵」」をを今今⽇⽇のの「「⽣⽣ききるるちちかからら」」ににかかええてて  
ししななややかかにに、、ととももにに、、明明⽇⽇ををつつくくりりまますす  
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令令和和４４年年度度  実実施施事事業業項項目目  
  
  
  

【企業】 今日を生き抜くちからで ともに明日をつくる 

  ①①  京京商商１１２２,,００００００会会員員のの知知恵恵をを結結集集ししてて、、互互いいにに強強みみをを引引きき出出しし、、よよりり良良いい経経営営環環境境ををつつくくるる    

●●感感染染防防止止対対策策をを徹徹底底ししたた安安全全・・安安心心ななリリアアルル型型交交流流機機会会のの創創出出  

○部会や支店長会、エリア別ビジネス交流会等の開催による名刺交換及び各社ＰＲ機会の創出、 

会員相互のネットワーク強化、情報交換の促進 

○新入会員オリエンテーション＆ビジネス交流会を通じた事業利用及び会員間交流の促進 

○「定例会員講演会」（年４回）の開催など全会員参加型事業の充実 

●●ＷＷｅｅｂｂ講講演演会会・・ハハイイブブリリッッドド型型講講演演会会ややオオンンラライインンセセミミナナーーのの実実施施、、ココンンテテンンツツのの充充実実 

●●「「京京商商ははんんななりり共共済済」」ななどど事事業業所所のの福福利利厚厚生生充充実実ののたためめのの各各種種共共済済制制度度、、賠賠償償責責任任負負担担等等

かからら企企業業をを守守るる各各種種保保険険制制度度のの普普及及とと加加入入促促進進にによよるる会会員員企企業業のの経経営営力力強強化化  

●●新新規規  会会員員限限定定ペペーージジ（（本本所所ホホーームムペペーージジ内内））のの開開設設にによよるる会会員員向向けけ情情報報発発信信のの強強化化  

○新新規規 「京商共済・推進パートナー（仮称）」認定制度並びに報奨制度の創設による損害保

険代理店との連携強化 

○訪問や電話等を通じたニーズの把握と各種事業・施策の利用促進による１２，０００会員との

“つながり”強化 

○会員事業所永年勤続優良従業員の表彰 

○会員向け福利厚生事業の運営 

○会員等への貸会議室利用者サービスの向上 

○会員向け勤怠管理システム導入の推進 

○「京ビジネスレビュー」（隔月・年６回）の発行による会員向け情報発信 

○京商ニュース掲載等マスメディアの活用による本所事業の発信 

○WEB サイトや SNS の強化などによる本所サービスの発信充実 

○首都圏、海外への会員企業の情報発信支援の強化 

○メールマガジンによる情報発信の強化と充実 

●●新新規規  創創立立１１４４００周周年年記記念念式式典典・・記記念念事事業業のの実実施施及及びび記記念念誌誌のの製製作作 

●●新新規規  一一号号議議員員選選挙挙実実施施にに伴伴うう電電子子投投票票・・電電子子委委任任のの導導入入 

○未加入の京都市内事業所に対する役員・議員、女性会、青年部、会員、事務局による    

全所的な会員増強の実施 

○永年継続会員の表彰 

○本所事業や制度の積極的な活用を促すパンフレット等の作成 

○ボトムアップ型の会議所運営の中心的役割を果たす部会活動の強化 

○各部会間の情報の共有化と相互交流の促進 

○女性会活動などによる女性経営者の資質向上と交流および地域貢献活動への支援 

○青年部活動などによる青年経営者の研鑽と資質・経営力向上および地域貢献活動への支援 

会会
員員
交交
流流  

会会
員員
ササ
ーー
ビビ
スス  
情情
報報
発発
信信  

組組
織織
基基
盤盤  

●印は、基本フレーム掲載の重点項目 
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○新入会員オリエンテーション＆ビジネス交流会を通じた事業利用及び会員間交流の促進 

○「定例会員講演会」（年４回）の開催など全会員参加型事業の充実 

●●ＷＷｅｅｂｂ講講演演会会・・ハハイイブブリリッッドド型型講講演演会会ややオオンンラライインンセセミミナナーーのの実実施施、、ココンンテテンンツツのの充充実実 

●●「「京京商商ははんんななりり共共済済」」ななどど事事業業所所のの福福利利厚厚生生充充実実ののたためめのの各各種種共共済済制制度度、、賠賠償償責責任任負負担担等等

かからら企企業業をを守守るる各各種種保保険険制制度度のの普普及及とと加加入入促促進進にによよるる会会員員企企業業のの経経営営力力強強化化  

●●新新規規  会会員員限限定定ペペーージジ（（本本所所ホホーームムペペーージジ内内））のの開開設設にによよるる会会員員向向けけ情情報報発発信信のの強強化化  

○新新規規 「京商共済・推進パートナー（仮称）」認定制度並びに報奨制度の創設による損害保

険代理店との連携強化 

○訪問や電話等を通じたニーズの把握と各種事業・施策の利用促進による１２，０００会員との

“つながり”強化 

○会員事業所永年勤続優良従業員の表彰 

○会員向け福利厚生事業の運営 

○会員等への貸会議室利用者サービスの向上 

○会員向け勤怠管理システム導入の推進 

○「京ビジネスレビュー」（隔月・年６回）の発行による会員向け情報発信 

○京商ニュース掲載等マスメディアの活用による本所事業の発信 

○WEB サイトや SNS の強化などによる本所サービスの発信充実 

○首都圏、海外への会員企業の情報発信支援の強化 

○メールマガジンによる情報発信の強化と充実 

●●新新規規  創創立立１１４４００周周年年記記念念式式典典・・記記念念事事業業のの実実施施及及びび記記念念誌誌のの製製作作 

●●新新規規  一一号号議議員員選選挙挙実実施施にに伴伴うう電電子子投投票票・・電電子子委委任任のの導導入入 

○未加入の京都市内事業所に対する役員・議員、女性会、青年部、会員、事務局による    

全所的な会員増強の実施 

○永年継続会員の表彰 

○本所事業や制度の積極的な活用を促すパンフレット等の作成 

○ボトムアップ型の会議所運営の中心的役割を果たす部会活動の強化 

○各部会間の情報の共有化と相互交流の促進 

○女性会活動などによる女性経営者の資質向上と交流および地域貢献活動への支援 

○青年部活動などによる青年経営者の研鑽と資質・経営力向上および地域貢献活動への支援 
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○小規模・中小企業対策、中堅企業対策等の産業政策をはじめ、緊急経済対策、都市基盤 

整備など、国、京都府、京都市に対する政策提言活動・要望活動の強化 

○景気動向・企業経営に関する調査研究(経営経済動向調査、景況調査、商工会議所早期 

景気観測システムＬＯＢＯ調査、京都主要経済指標など)  

○職員の働き方改革の推進及び IT 等の活用による業務効率化 

○職員のスキルアップのための研鑽・職位に応じた人材育成 

○本所財政基盤の見直し及び収益事業の充実・強化  

○旧京商ビル資産積立金活用検討会議等による資産活用の検討 

○大規模災害、新型コロナウイルス感染拡大等に備えた本所危機管理・事業継続計画（ＢＣＰ） 

対策の推進並びに防災備蓄品の整備 

  ②②  創創業業、、事事業業継継続続・・再再構構築築かからら、、事事業業革革新新・・引引継継ぎぎままでで成成長長ササイイククルルにに応応じじたた支支援援    

●●新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大等等にによよりり影影響響をを受受けけたた中中小小企企業業等等にに対対すするる経経営営支支援援のの充充実実・・強強化化  

●●「「小小規規模模事事業業者者持持続続化化補補助助金金」」、、「「事事業業再再構構築築補補助助金金」」、、「「ももののづづくくりり・・商商業業・・ササーービビスス生生産産性性

向向上上促促進進補補助助金金」」等等のの小小規規模模・・中中小小企企業業向向けけ支支援援施施策策のの活活用用促促進進    

○インボイス制度の導入等、各種制度改正に伴う周知並びに相談支援   

○京都府中小企業活性化支援協議会の運営による企業再生支援  

○「京都府事業承継・引継ぎ支援センター」との連携による事業承継支援の強化 
○京都市との連携による「事業継続力強化支援計画」の策定と同計画に基づく事業所向け   

事業継続計画（ＢＣＰ）策定の啓発、支援  

○小規模事業者経営改善資金(マル経)融資の推薦や各種制度融資等の活用による金融支援 

○経営安定特別相談室の運営  

○「がんばる経営応援専門家ネットワーク」の運営  

○ビジネスサポートデスクを拠点とする経営支援員による窓口・巡回支援活動  

○「中小企業応援隊事業補助金」を活用した小規模・中小企業向け支援策の推進 

●●小小規規模模事事業業者者・・中中小小企企業業のの IITT 化化とと DDXX（（デデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョンン））  のの促促進進支支援援    

○経営革新計画、京都府元気印中小企業認定制度、京都府「知恵の経営報告書」等の各種 

認定・認証制度取得への支援 

○新事業創出を目指す中小企業を対象とした「知恵の誘発セミナー」の開催 

○知恵の経営推進セミナーの開催を通じた知的資産経営の取り組み支援 

○未来志向の企業経営を考える「京商フューチャーフォーラム」の開催 

○創業を志す人を対象とする「創業塾」や各種創業支援セミナーの開催など創業啓発・支援 

事業の実施 

○地域活性化推進委員との連携やビジネス交流会の開催による地域活性化の推進 

○地域商業者や商店街等の地域活性化事業への支援 

○中小企業等経営強化法に基づく「経営革新等支援機関」としての支援活動の実施 

○京都市との連携による伴走型支援の推進 

○「支援事例発表・評価会議」等による経営支援力の向上・強化  

○支援力向上のための研修会等の充実及び資格取得の推進 
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●●新新規規  持持続続可可能能なな社社会会をを見見据据ええたた「「京京商商・・環環境境アアククシショョンンププラランン」」にに基基づづくくエエネネルルギギーーやや

CCOO22 排排出出量量のの見見ええるる化化ななどど環環境境経経営営のの啓啓発発・・促促進進  

○京商 ECO サロン事業による環境対策の普及促進 

○スポーツを通じた従業員の健康増進により業績向上を図る健康経営の促進 

 

  ③③  顧顧客客視視点点のの新新商商品品開開発発やや展展示示・・商商談談会会等等をを通通じじたた国国内内外外市市場場へへのの販販路路開開拓拓をを支支援援    

●●オオーールル京京都都にによよるる販販路路開開拓拓支支援援「「京京都都知知恵恵産産業業フフェェアア」」のの開開催催    

●●新新規規  ＪＪＥＥＴＴＲＲＯＯののＥＥＣＣ販販売売ササイイトト「「ＪＪＡＡＰＰＡＡＮＮ  ＭＭＡＡＬＬＬＬ」」へへのの出出展展にによよるる海海外外販販路路開開拓拓支支援援  

○新商品開発から展示会出展による首都圏販路開拓までの一体的な支援の推進 

○幅広い商談ニーズに応える「テーマ別商談会（事前マッチング型）」や逆商談会の実施 

○クラウドファンディングやネット販売・各種催事など、リアル・オンラインを活用した販売促進支援 

○海外向け事前マッチング型オンライン商談会の実施 

○ＪＥＴＲＯ京都を中核とした「京都海外ビジネスセンター」との連携による海外展開支援の強化 

○関係諸機関との連携による海外ビジネスセミナーの開催 

○海外経済団体等からのビジネスミッションやヒアリングの受入 

○中小企業等のＲＣＥＰはじめＥＰＡ活用に向けた情報提供 

○貿易関係証明書の発給及び特定原産地証明書の発給支援を通じた会員事業所等の国際

展開推進 

●●新新たたなな知知恵恵ビビジジネネススのの成成長長モモデデルルをを発発信信すするる「「知知恵恵--11 ググラランンププリリ」」のの実実施施  

○知恵ビジネスの裾野を広げる「知恵産業の森サロン」の開催 
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【ひと】 幅広い視点から次世代の知恵を育む 

  ①①  次次代代をを担担うう、、京京都都ななららででははのの起起業業家家をを発発掘掘しし、、成成長長段段階階にに合合わわせせたた支支援援をを提提供供    

●●京京商商知知恵恵基基金金をを活活用用ししたた京京都都・・知知恵恵アアンントトレレププレレナナーー支支援援ププロロググララムム（（ＫＫ－－ＣＣＡＡＰＰ））事事業業のの展展開開  

①①新新規規  次次代代をを担担うう若若手手起起業業家家等等のの産産業業人人材材をを発発掘掘・・選選考考・・育育成成しし、、商商品品・・ササーービビススのの社社会会  

実実装装にに向向けけたた集集中中支支援援をを行行うう「「京京都都・・知知恵恵アアンントトレレ大大賞賞」」のの創創設設  

②②ベベンンチチャャーーややススタターートトアアッッププ等等のの成成長長企企業業ととビビジジネネススパパーートトナナーーととのの出出会会いいややママッッチチンンググにに    

向向けけたた「「京京商商イイブブニニンンググピピッッチチ」」のの拡拡充充開開催催  

③③新新規規  起起業業のの機機運運醸醸成成ののたためめ起起業業をを志志すす者者とと活活躍躍中中のの先先輩輩起起業業家家がが交交流流すするる「「起起業業家家ひひざざ

づづめめ交交流流会会」」のの開開催催  

④新新規規 次代を創る人材育成を目的とした「ビジネスリーダー育成セミナー」の開催 

⑤起業家支援に取り組む各支援機関との連携強化 
 

●●産産業業人人材材育育成成をを中中心心ととすするる((一一社社))京京都都知知恵恵産産業業創創造造のの森森ととのの事事業業連連携携  

○オール京都や京阪神商工会議所の連携によるスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成に  

向けた取り組み  

 

  ②②  有有望望人人材材のの採採用用支支援援やや、、経経営営人人材材、、自自立立型型人人材材のの育育成成をを図図りり、、会会員員企企業業のの成成長長をを後後押押しし    

●●新新規規  輝輝くく女女性性応応援援京京都都会会議議やや男男性性リリーーダダーーのの会会、、女女性性会会等等ととのの連連携携にによよるる「「次次世世代代女女性性  

リリーーダダーー交交流流会会」」（（仮仮称称））のの実実施施  

○ダイバーシティ経営促進のための公開講演会の開催   

○働き方改革関連法の対応に向けての情報提供  

●●中中小小企企業業のの人人材材確確保保支支援援ののたためめのの「「合合同同企企業業説説明明会会」」及及びび「「京京のの中中小小企企業業・・業業界界研研究究会会」」

のの開開催催 

○中小企業と大学との採用に関する関係強化を図る「企業採用担当者と大学就職担当者の

求人情報交換会」の開催 

○大学生等の求職者への採用・インターンシップ等に関する情報発信サイト「京の中小企業 

ワークナビ“ゼロナナゴ”」の運営 

○人事担当者・大学等とのネットワーク強化を目的とするセミナー・交流会の開催など「人事 

最前線ネットワーク」の運営 

○新卒・既卒・障がい者・高齢者・外国人等の採用に関する情報提供や法律改正等の周知 

●●京京都都府府立立大大学学ととのの包包括括連連携携協協定定にに基基づづいいたた、、学学生生のの研研究究へへのの助助言言やや授授業業へへのの出出講講ななどどのの

産産業業人人材材育育成成事事業業やや企企業業経経営営者者とと大大学学生生ととのの意意見見交交換換のの場場のの創創出出ななどど、、社社会会課課題題解解決決にに

向向けけたた人人材材育育成成やや研研究究成成果果のの活活用用をを図図るる大大学学ととのの産産学学連連携携事事業業のの推推進進  

○小学生への環境学習事業の実施 
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  ③③  研研修修・・検検定定をを通通じじたた産産業業人人材材のの資資質質向向上上・・育育成成    

●ココロロナナ感感染染防防止止にに対対応応ししたた京京商商ビビジジネネススススククーールルのの実実施施にによよるる研研修修機機会会確確保保  

●●オオーーダダーーメメイイドド研研修修のの広広報報活活動動及及びび提提案案型型営営業業のの強強化化  

○新新規規 商工会議所パソコン教室の第 2 教室開設による受講機会の拡充 

○定期公開セミナーの内容見直しを通じた収益性向上による京商ビジネススクールの安定的な運営 

○京の企業合同入社式の開催及び新入社員研修の拡充 

●●年年３３回回のの統統一一試試験験、、ネネッットト試試験験、、出出前前試試験験にによよるる簿簿記記検検定定試試験験のの受受験験機機会会のの拡拡大大  

●●一一部部新新規規  京京都都・・観観光光文文化化検検定定試試験験（（京京都都検検定定））のの年年２２回回施施行行（（７７月月・・１１２２月月））にによよるる安安心心・・安安全全

なな受受験験機機会会のの提提供供、、２２００回回施施行行（（７７月月））をを記記念念ししたた受受験験者者限限定定品品のの製製作作・・販販売売提提供供、、受受験験者者のの

すすそそのの拡拡大大  

○リテールマーケティング（販売士）検定や東商検定（カラーコーディネーター、福祉住環境コ

ーディネーター、ビジネス実務法務、環境社会、ビジネスマネジャー）などネット試験化された

検定試験の広報強化による受験者拡大 

○京都検定「初学者向けワンコインセミナー」や「公開テーマ別試験対策講座」の実施による  

３級受験奨励 

○京都検定団体受験上位表彰「Ｇ－１グランプリ」、１級複数合格者表彰「マイスター制度」、

「準１級認定制度」等による受験者拡大 

○京都市教育委員会、京都府教育委員会との連携による中高生３級受験、親子受験の促進 
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【まち】 文化の多彩な展開で世界を魅了する京都ブランドへ 

  ①①  世世界界をを魅魅せせるる京京都都ブブラランンドドのの更更ななるる創創造造とと発発信信    

●●新新規規  京京都都ブブラランンドド推推進進連連絡絡協協議議会会とと連連携携ししたた「「京京都都未未来来創創造造賞賞」」（（仮仮称称））のの実実施施 

○「京都創造者大賞感謝のつどい」の実施 

●●ＪＪＥＥＴＴＲＲＯＯ京京都都とと連連携携ししたた「「京京都都ブブラランンドド海海外外展展開開助助成成金金」」のの実実施施  

○京都ブランド推進連絡協議会との連携による「京都ブランドフォーラム」の開催 

●●文文化化庁庁移移転転にに向向けけたたオオーールル京京都都にによよるる機機運運醸醸成成事事業業のの推推進進  

○「KYOTO STEAM」や「Art Collaboration Kyoto」などへの参画を通じた文化と京都産業の 

連携支援 

○Ｊ１昇格を果たした京都サンガＦ．Ｃ．の本所会員に向けたホームゲーム応援デーを設ける 

など、京都に本拠を置くプロスポーツチームの支援 

○全国都道府県対抗女子駅伝競走大会京都府チームの支援 

 

  ②②  文文化化資資産産のの磨磨きき上上げげ、、開開発発・・提提案案をを通通じじたた観観光光、、伝伝統統、、ココンンテテンンツツ産産業業のの振振興興    

●●新新規規  文文化化庁庁移移転転にに向向けけたた元元京京都都府府議議員員公公舎舎（（旧旧富富岡岡鉄鉄斎斎邸邸））をを活活用用ししたた文文化化とと産産業業のの  

交交流流拠拠点点整整備備事事業業のの推推進進  

●●アアフフタターーココロロナナ社社会会にに対対応応すするる観観光光関関連連事事業業者者のの新新ししいいビビジジネネスス様様式式をを考考ええるる講講演演会会・・  

セセミミナナーーのの開開催催  

○新新規規  「新しい京都観光に向けた共同宣言」に基づく「京都観光行動基準（京都観光 

モラル）」の実践による市民生活と観光の調和を目指した京都観光の推進 

○「花灯路貸出事業」、「京の七夕」、「祇園白川さくらライトアップ」など夜観光・宿泊観光 

推進事業の開催支援 

○産業遺産や文化財の活用による新たな観光資源の魅力創造推進 

○「北陸・関西連携会議」の開催による両地域の連携推進 

●●新新規規  伝伝統統産産業業のの工工房房をを訪訪問問ししてて職職人人のの技技にに触触れれるる「「伝伝統統産産業業オオーーププンンフファァククトトリリーー」」（（仮仮称称））のの  

実実施施 

○「KYOTO KOUGEI WEEK」などへの参画を通じた文化と工芸産業の連携支援 

○京都を中心に活躍する若手日本画家たちを奨励する｢京都 日本画新展｣の開催支援 

○若手美術・工芸作家育成のための事務所内における作品展示やマッチングの支援 

○京都ブランド名産品公正取引協議会による観光土産品認定審査会等の実施 

○「きものウィーク」や「きものの日」の普及促進 

○和装関連団体と連携・連動した「ファッションカンタータ from KYOTO」の開催 

○「きもの文化」ユネスコ無形文化遺産登録に向けた関係機関との連携 

○食品や名産品に係る団体との協力による農商工連携の促進 

○「KYOTO CMEX2022」の開催など、マンガ、アニメ、ゲーム、e スポーツなどのコンテンツ産業 

の振興 
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  ③③  広広域域連連携携にによよるる先先進進的的産産業業づづくくりりやや都都市市イインンフフララ整整備備をを推推進進    

●●議議員員をを中中心心にに京京都都のの経経営営者者がが政政策策的的なな議議論論をを行行うう「「京京都都経経済済人人会会議議」」のの開開催催  

●●本本所所のの次次期期「「中中期期行行動動計計画画」」のの策策定定  

○科学技術振興・新産業創出を促進する「新産業創造セミナー」の開催 

●●新新規規 「「大大阪阪・・関関西西万万博博」」京京都都支支援援協協議議会会をを通通じじたた 22002255 年年大大阪阪・・関関西西万万博博へへのの協協力力  

●●新新規規  ラライイフフササイイエエンンスス関関連連産産業業のの振振興興にに向向けけたた新新事事業業のの検検討討・・実実施施  

○京阪神三商工会議所連携によるスポーツビジネス関連産業振興事業「スポーツハブ KANSAI」

の推進 

○京阪神三商工会議所ライフサイエンス振興懇談会への参画による関西地域のライフサイエンス

産業振興の取り組みの推進 

○「京都スマートシティエキスポ 2022」の開催支援 

○関西文化学術研究都市の研究、文化施設の充実や交通インフラなど基盤整備の促進 

○「らくなん進都」はじめ、京都南部地域の都市環境の整備促進 

●●北北陸陸新新幹幹線線・・リリニニアア中中央央新新幹幹線線のの整整備備促促進進  

●●新新名名神神ななどどのの高高速速道道路路やや隣隣接接都都市市をを結結ぶぶ１１号号線線ババイイパパスス等等幹幹線線道道路路ななどどのの道道路路ネネッットト  

ワワーーククのの整整備備促促進進  

○京都駅西部・東部・東南部エリア等の新たな賑わい創出に向けた都市基盤の整備促進 

○市民生活や企業活動、観光客の利便性向上に向け、交通体系の整備促進と新たな公共  

交通ネットワーク整備の調査・研究 

○京都拘置所や京都運輸支局、京都刑務所など国有地活用の推進 

○若者・子育て世代が働き、住みやすいまちづくりに向けた、都市計画手法の活用や居住 

環境の充実に関する行政等への働きかけ強化 

○新新規規 京都府立大学との包括連携協定に基づく大学の知恵を活用した企業支援 

○京都府商工会議所連合会の機能強化による府内商工会議所との連携強化 

○京都経済センター入居団体など京都の経済団体との連携強化 

○京都府商工会議所連合会、関西商工会議所連合会、日本商工会議所、北陸３商工会議所、

(公社)関西経済連合会等との広域連携の強化 

○国、京都府、京都市、その他行政諸官庁との連携強化 

○（一社）京都知恵産業創造の森などとの連携によるオール京都での中小企業支援の推進 

○オール京都や京阪神商工会議所の連携によるスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成に  

向けた取り組み （再掲） 

○京都の文化、観光などの関係機関との連携強化 

○（公社）2025 年日本国際博覧会協会との連携 

 

以 上 
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〔付表〕 令和４年度事業計画と部会・委員会との関連表 
 

【【企企業業】】今今日日をを生生きき抜抜くくちちかかららでで  ととももにに明明日日ををつつくくるる  

 ①①京京商商１１２２,,００００００会会員員のの知知恵恵をを  

結結集集ししてて、、互互いいにに強強みみをを引引きき  

出出しし、、よよりり良良いい経経営営環環境境ををつつくくるる  

○感染防止対策を徹底した安全・安心なリアル型交流機会の創出 

 選挙制度・会員強化・各部会共通 

○全所をあげた会員増強運動の実施 選挙制度・会員強化・各部会共通 

○会員の声を国や京都府・市等の政策に反映させるための提言活動の強化 産業政策・中小企業活性化 

○議員選挙・選任 選挙制度・会員強化 

○創立１４０周年記念式典・記念事業の実施及び記念誌の製作 140 周年記念事業・各部会・委員会共通 

○ボトムアップ型の会議所運営の中心的役割を果たす部会活動の強化 各部会共通 

②②創創業業、、事事業業継継続続・・再再構構築築かからら  

事事業業革革新新・・引引継継ぎぎままでで成成長長  

ササイイククルルにに応応じじたた支支援援  

中小企業活性化  

○未来志向の企業経営を考える「京商フューチャーフォーラム」の開催 中小企業活性化 

○小規模事業者・中小企業のIT化とDXの促進支援 中小企業活性化 

○持続可能な社会を見据えた「京商・環境アクションプラン」に基づくエネルギーやCO2排出量の見える化 

など環境経営の啓発・促進 環境・エネルギー 

③③顧顧客客視視点点のの新新商商品品開開発発やや展展示示・・  

商商談談会会等等をを通通じじたた国国内内外外市市場場  

へへのの販販路路開開拓拓をを支支援援  

○ＪＥＴＲＯのEC販売サイト「ＪＡＰＡＮ ＭＡＬＬ」への出展による海外販路開拓支援 国際経済・交流 

○新商品開発から展示会出展による首都圏販路開拓までの一体的な支援の推進 ファッション産業振興 

【【ひひとと】】幅幅広広いい視視点点かからら次次世世代代のの知知恵恵をを育育むむ  

 ①①次次代代をを担担うう、、京京都都ななららででははのの  

起起業業家家をを発発掘掘しし、、成成長長段段階階にに  

合合せせたた支支援援をを提提供供  

○京都・知恵アントレプレナー支援プログラム（Ｋ－ＣＡＰ）の展開  

産業人材育成・中小企業活性化・科学技術振興・新産業創造 

○京都府立大との包括連携協定に基づく産業人材育成事業の実施 部会・委員会共通 

②②有有望望人人材材のの採採用用支支援援やや、、経経営営  

人人材材、、自自立立型型人人材材のの育育成成をを  

図図りり、、会会員員企企業業のの成成長長をを後後押押しし  

○輝く女性応援京都会議や男性リーダーの会、女性会等との連携による「次世代女性リーダー交流会」の 

実施 ダイバーシティ推進 

○小学生への環境学習事業の実施 環境・エネルギー 

③③研研修修・・検検定定をを通通じじたた産産業業人人材材のの  

資資質質向向上上・・育育成成  

産業人材育成  

○コロナ感染防止に対応した京商ビジネススクールの実施による研修機会確保 産業人材育成 

○年３回の統一試験、ネット試験、出前試験による簿記検定試験の受験機会の拡大 産業人材育成 

【【ままちち】】文文化化のの多多彩彩なな展展開開でで世世界界をを魅魅了了すするる京京都都ブブラランンドドへへ  

 ①①世世界界をを魅魅せせるる京京都都ブブラランンドドのの  

更更ななるる創創造造とと発発信信  
○「京都創造者大賞 感謝のつどい」の実施 京都ブランド推進 

○京都ブランド推進連絡協議会と連携した「京都未来創造賞（仮称）」の実施 京都ブランド推進 

○京都ブランド推進連絡協議会との連携による「京都ブランドフォーラム」の開催 京都ブランド推進 

○ＪＥＴＲＯ京都と連携した「京都ブランド海外展開助成金」の実施 京都ブランド推進 

○文化庁移転に向けた元京都府議員公舎（旧富岡鉄斎邸）を活用した文化と産業の交流拠点整備事業の 

実施、及びオール京都による機運醸成事業の推進 文化振興・各部会共通 

○Ｊ１昇格を果たした京都サンガＦ.Ｃ.の本所会員に向けたホームゲーム応援デーを設けるなど、京都に 

本拠を置くプロスポーツチームの支援 スポーツ振興 

○全国都道府県対抗女子駅伝競走大会京都府チームの支援 スポーツ振興 

②②文文化化資資産産のの磨磨きき上上げげ、、開開発発・・  

提提案案をを通通じじたた観観光光、、伝伝統統、、  

ココンンテテンンツツ産産業業のの振振興興  

○アフターコロナ社会に対応する観光関連事業者の新しいビジネス様式を考える講演会・セミナー等の開催 観光産業 

○「新しい京都観光に向けた共同宣言」に基づく「京都観光行動基準（京都観光モラル）」の実践による市民生活と 

観光の調和を目指した京都観光の推進 観光産業 

○「花灯路貸出事業」、「京の七夕」、「祇園白川さくらライトアップ」など夜観光・宿泊観光推進充実事業の支援 観光産業 

○産業遺産や文化財の活用による新たな観光資源の魅力創造推進 観光産業 

○伝統産業の工房を訪問して職人の技に触れる「伝統産業オープンファクトリー」（仮称）の実施 工芸産業振興 

○「きものウィーク」や「きものの日」の普及促進 繊維・染織 

○和装関連団体と連携・連動した「ファッションカンタータ from KYOTO」の開催 ファッション産業振興 

○「きもの文化」ユネスコ無形文化遺産登録に向けた関係機関との連携 繊維・染織 

③③広広域域連連携携にによよるる先先進進的的産産業業  

づづくくりりやや都都市市イインンフフララ整整備備をを推推進進  

  

○議員を中心に京都の経営者が政策的な議論を行う「京都経済人会議」の開催 産業政策 

○科学技術振興・新産業創出を促進する「新産業創造セミナー」の開催 科学技術振興・新産業創造 

○京阪神三商工会議所連携によるスポーツビジネス関連産業振興事業「スポーツハブKANSAI」の推進 スポーツ振興 

○「らくなん進都」はじめ、京都南部地域の都市環境の整備促進 都市整備 

○関西文化学術研究都市の研究、文化施設の充実や交通インフラなど基盤整備の促進 都市整備 

○北陸新幹線・リニア中央新幹線の整備促進 都市整備 

○新名神などの高速道路や隣接都市を結ぶ一号線バイパス等幹線道路などの道路ネットワークの整備促進 都市整備 

○京都府立大との包括連携協定に基づく大学の知恵を活用した企業支援 科学技術振興・新産業創造 
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