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京都・知恵ビジネス大交流会2020

第11回 知恵ビジネスプランコンテスト認定式・発表会
自社の強みや知恵を見つけ、
経営戦略を学ぶ講演と新たな
取り組みに挑戦する事業者が
一堂に会する大交流会を開催
します。また、第11回知恵ビ
ジネスプランコンテスト認定
プランの表彰・プレゼンテー
ションも実施致します。講演
や交流を通じて強みや知恵を
活かした経営を考えてみませ
んか。

日 時
場 所
定 員
参加費
内 容

３月６日（金）

15：30～19：00
ANA クラウンプラザホテル京都
250名（先着順）
講演無料／交流懇親会3,000円 ※当日、拝受いたします
●特別講演 講師：辻 庸介 氏

（株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO）

●第11回知恵ビジネスプランコンテスト
認定式・プレゼン発表
辻 庸介 氏
●交流懇親会
申込み https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112628.html
問合先 知恵産業推進課
☎075-341-9781 E-mail bmpj@kyo.or.jp

経営インフ ォメーション
相談
無料

確定申告に向けた
税務特別相談会

京都経済センター
事業承継支援強化月間

税務申告などに関するご相談に、税理士がお答えし
ます。予約優先のため事前にお申し込みください。



洛北ビジネスサポートデスク



洛南ビジネスサポートデスク

下京区四条通室町東入
☎ 075-341-9780

中小企業における後継者問題の解決手段として注目を集め
ているＭ＆Ａの概要やトレンド、Ｍ＆Ａの選択によりハッ
ピーリタイヤメントを実現した事例について解説します。

２月12日（水）～14日（金）

洛西ビジネスサポートデスク

京都商工会議所
中小企業支援部

参加無料
セミナー 『みんなで考える。
第三者承継
事業のバトンタッチ』 定員50名

日時・場 所



2020 /２・３

２月19日（水）～21日（金）

時 ２月18日（火） 18：30～20：30
所 京都商工会議所 7- A 会議室
容 【第１部】会社を未来につなげる第三者承継
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 上席執行役員 西日本事業部長  雨森 良治 氏
【第２部】京都府事業引継ぎ支援センターについて
【第３部】事例紹介
参加対象 京都府内の中小企業者とその家族
日
場
内

・26日（水）
・28日（金）
２月25日（火）

※相談時間：いずれも10：00～12：00、
13：00～16：00のうち、１事業者につき50分
※ビジネスサポートデスク（京都経済センター３階）で
は、毎週木曜日13：00～16：00（受付は15：30まで）
に税務相談会を実施しています。

個別相談 『特別出張相談会』

参加対 象
事業者の方

相談無料 定員 各回２社程度
申込締切 各回開催日の８日前

日時・場所 【第８回】２月19日（水） 18：00～21：00 ホテル京都エミナース
【第９回】３月 ７ 日（土） 13：00～16：00 京都経済センター
【第10回】３月18日（水） 18：00～21：00 京都経済センター

※ご相談されたい内容のわかる資料（帳簿・過去の確
定申告書など）をお持ちください。

詳
細 
https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_
112422.html

	 ※各回、事前予約制。上記以外にも平日昼間、京都府事業引継ぎ
支援センターで個別相談を承っています。

問 合 先 各ビジネスサポートデスク

問 合 先 京都府事業引継ぎ支援センター

※ご予約は問合先までご連絡ください。

詳細・申込み https://www.kyo.or.jp/keisyo/

☎075-353-7120

ご相談は事業所のある行政区の各ビジネスサポートデスクへ
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地域活性化推進委員団体のご紹介
新京極商店街振興組合

三条名店街商店街振興組合

理事長 岡本 喜雅
所在地 中京区新京極通蛸薬師下ル東側町507 れんげビル3階
ＴＥＬ 075-223-2426

主な活動

当商店街は、明治５年に産声をあげ、明治中期には、東京の浅草、
大阪の千日前と共に、日本の三大盛り場として知られるようにな
りました。総合エンターテインメント企業である「松竹」も当地に
て創業するなど、芝居小屋や飲食店が建ち並ぶ京都随一の興行街
でした。現在でも人通りが多く賑やかな通りですが、実は特色あ
る８つの社寺と接しており、連携事業も行っています。オリジナ
ル御朱印帳の作成や、境内での一文字写経イベント、そして “落
語の祖”といわれる安楽庵策
伝上人が住職を務めた誓願寺
では、毎年秋に当商店街主催
の落語会も開催しています。
２年後の2022年、当商店
街は誕生150年を迎え、現在
準備委員会を設置し、幅広い
層に楽しんでいただける事業
を企画しております。

主な活動

経営に関する専門相談

京都知恵産業フェア2020

知恵を活用した100社の商品が大集合！
オール京都体制で構成する京都知恵産業フェア実行委員会が主催となり、
京都の伝統や文化を背景とした技術や素材、ノウハウなどの知恵を活か
した魅力あふれる商品を提案する展示商談会を開催します。
パーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市として、昨年に引き続き京都で開催さ
れる「第２回京都インターナショナル・ギフト・ショー2020」と同時開催します。
時

３月11日（水）10～18時、３月12日（木）10～17時

場
所 みやこめっせ（京都市勧業館）3階展示場
（第２回京都インターナショナル・ギフト・ショー2020と同日・同会場にて開催）
	

出 展 者 知恵ビジネスに取り組む事業者100社
（出展分野：ライフスタイル、ファッション、
ビューティ＆コスメ、フード）
	
詳
細 http://www.kyo.or.jp/kyoto_chiefair/
（１月下旬から出展者情報を公開予定）
※入場無料、事前登録要

問 合 先 京都知恵産業フェア実行委員会事務局 ☎075-341-9781

	 
（京都商工会議所

理事長 大西 庄兵衛
所在地 中京区三条通寺町東入る石橋町11 SMJ 三条共同ビル地階
ＴＥＬ 075-255-7098

当商店街は、京都で最も古い歴史ある商店街の１つです。
河原町三条通から寺町三条通の間で創業数百年の老舗をはじ
め、若者向けの店舗、家族連れや観光客に人気の飲食店等も多く、
「安心・安全なまちづくり」を基本に、楽しく明るい商店街を目指
しています。
年号が令和となったことをきっかけとして、このほどアーケー
ド内に、にぎわい作りと商店街の認知度向上のために、当商店街
のマスコットキャラクターである「三条と～り」のタペストリー
を掲げました。外国人観光客も多く来街されるため、ＳＡＮＪＯ
ＭＥＩＴＥＮＧＡＩとアルファベット表記にしました。また、老朽
化が進み、
傷みの激しかったファサー
ドも昨年12月末にリニューアル改修
が完成しました。これを記念した売
り出しイベントの開催も企画中です
ので、是非「三条と～り」に会いに足
を運んでみてはいかがでしょうか。

経営イ ンフ ォメーション

日

京都の振興・活性化と中小企業の経営向上を図るため、
地区内の民間業種団体並びに地域団体の役員の方を
「地域活性化推進委員」として委嘱しています。

中小企業支援部内）

マル経融資

相談分野

実施曜日

受付場所

（弁護士）

毎週（火）

ビジネスサポートデスク

税務（税理士）
※記帳指導は除く

第 1〜4（木）

ビジネスサポートデスク

第 2・4（金）

ビジネスサポートデスク

雇用・労務管理
（社会保険労務士）
※事業主対象

毎週（月） 洛西ビジネスサポートデスク

経営

（中小企業診断士）
※マーケティング、
生産管理、IT 活用等

第三者への事業承継
（中小企業診断士ほか）

毎週（火） 洛北ビジネスサポートデスク
毎週（水）

※ご相談の内容によっては、ご希望に沿えない場合があります。

ビジネスサポートデスク

毎週（木） 洛南ビジネスサポートデスク
京都府事業引継ぎ支援センター
毎週
（月）〜（金）
（075-353-7120）

●相談時間：午後 1 時〜4 時（受付は 3 時 30 分まで）

※第三者への事業承継は午前 10 時〜午後５時（予約優先）

●下記内容のご相談は、ビジネスサポートデスクへご予約ください。
（075-341-9790）
・記帳指導（税理士）
・不動産登記、会社登記全般（司法書士）
・知的財産関係（弁理士）
・許認可関係、入管手続等（行政書士）
・店舗デザイン（商業施設士）
・国際ビジネス（専門アドバイザー）は産業振興部（075-341-9771）
●該当日が祝日、お盆、年末年始の場合は休会します。

手数料
無料

無担保で保証人不要、低金利の融資制度
●返済は元金均等月賦返済
（残債方式で、利息は毎月減額）
●信用保証協会による保証も不要
●融資限度額の範囲内で、マル経の重複や借替の利用もOK
●返済期間は、設備：10年以内 運転：７年以内
（運転資金１年以内、設備資金２年以内の据置も可）

秘密
厳守

事業に係わる法律

（小規模事業者経営改善資金融資）

融資 の 条件

相談
無料

利用 の 対象
●従業員数が20人以下（商業・サービス業〔宿泊業およ
び娯楽業を除く〕は５人以下）の事業者
（ただし、法人役員、家族従業員・パートは除く）

●京都市内で、最近1年以上営業している方
●所得税・法人税・事業税・住民税を完納している方
●日本政策金融公庫の融資対象業種の方
●従前から商工会議所の経営指導を受けている方

融資限度額

2,000

万円

（設備・運転を併せた
限度額）

金

利

1. 21 %

（2020年１月15日現在）

