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時事の話題時事の話題時事の話題時事の話題    

■■■■景況景況景況景況についてについてについてについて        

中国の大型連休である「春節」を迎え、京都でも中国人をはじめ、多くの外国人観光客を見か

ける。訪日客の消費が景気を下支えしている印象だ。顧客の目線にたって、国ごとに対応できる

ような接客や、道路・交通利用案内の充実などがより一層求められている。 

先日発表された昨年 10～12 月期のＧＤＰ速報値は、消費増税後、初めてプラスとなった。株

価が高値をつけ、企業業績も円安や原油安を背景に好調な数字が目立っている。こうした回復基

調を人々が実感できるものとするには、株高や好調な企業業績を持続させ、投資や賃上げ、消費

の拡大へとつなげ、伸び悩む個人消費を回復させなければならない。春季労使交渉がはじまった

が、景気の回復が地方や中堅・中小企業にまで行き渡るように、政労使が一体となって取り組む

必要がある。業績が好調な企業では、賃上げの動きが進むと予想している。支払能力のある企業

経営者は賃上げを通じて収益を還元していくべきである。また、労働力不足を回避するために、

賃金を上げることで労働力を確保しようという動きも予想される。一方で、景況感が改善してい

ない中小企業や小規模事業者にとって、賃上げは難しい課題である。より多くの企業が賃金の上

昇へとつなげられるよう、経営環境を整える取り組みが必要だ。 

特に、京都経済の２割が観光関連産業と言われているが、その中心となる宿泊・飲食業の７割

程度が非正規雇用者であり、正規雇用者にしても他業種と比べ高賃金とはいえない。例えば京都

市の「おもてなしコンシェルジュ」制度を活かすなど、地元京都の観光産業の拡大を考えて、高

い賃金を払っても雇用に値する優秀な人材を育成していくことも必要だ。 

 

京都商工会議所の動き京都商工会議所の動き京都商工会議所の動き京都商工会議所の動き    

■■■■知恵ビジネスの取り組み知恵ビジネスの取り組み知恵ビジネスの取り組み知恵ビジネスの取り組みについてについてについてについて    

今年度の知恵ビジネスプランコンテストでは、多種多様な業種から 65 件の応募があり、審査

会の結果、６件の事業プランを認定した。高齢化や外国人観光客の増加など、新たなニーズや社

会課題に対応したプランが揃い、知恵ビジネスに「広がり」と「深まり」が感じられる結果とな

った。認定したプランについては今後、事業化に向けた課題に応じて、専門家とも連携し、本所

の経営支援員が中心となり、ハンズオン支援を継続的に行い、プランの実現を目指していく。 

同時に、知恵ビジネスの更なる成長を促していくために、企業の販路開拓を強力に支援してい

きたい。２月17日と18日に東京で開催した展示商談会「知恵ビジネスメッセ」では、目標を超

える650人の来場者があった。知恵ビジネスに対するバイヤーの関心も高く、既に８割の出展事

業者が具体的な商談に進むなど、多くのマッチング成果が得られた。引き続き、意欲ある事業者

の取り組みを積極的に支援していきたい。 

 

■■■■平成平成平成平成 27272727 年度事業計画の方針について年度事業計画の方針について年度事業計画の方針について年度事業計画の方針について    

平成 27 年度の事業計画の骨子となる基本フレームをまとめた。最優先の課題は、地方創生で

あり、未来への活力を創造するための「京都創生」である。地方創生の柱は、国内総生産の７割

を占める内需産業を中心とするローカル経済圏の競争力を強化することであり、地域の雇用を担

う中堅・中小企業を中心とした成長の実現である。あらゆる企業が知恵ビジネスに取り組めるよ

う支援を強化し、内需産業を中心とする成長を実現するとともに、グローバルな市場も取り込む

ことで、京都が全国の地方創生をリードしたいと考えている。 



来年度はニュー京商ビジョン・サードステージの２年目にあたる。「『知恵産業の森』実現のた

めの支援強化」「会員交流充実プロジェクトの推進」「京都経済センターの実現に向けた取組みの

加速」を重点事項に掲げており、スタートアップの取り組みを発展させ、質的にも充実させてい

く。 

また、「全国商工会議所観光振興大会2016」の開催準備については、東京オリンピックの４年

前に開催することを踏まえ、日本の文化資源や観光資源を見直す機会とするとともに、全国の知

恵を活かした地方創生の取り組みを提言、発信していく場としたい。 

この事業計画案は、本所役員・議員に意見照会した上で、３月24日の議員総会で決定する。 

 

記者からの質問事項記者からの質問事項記者からの質問事項記者からの質問事項    

■■■■原子力規制委員会が高浜原発３・４号機の安全対策が新規制基準に適合しているとする審査原子力規制委員会が高浜原発３・４号機の安全対策が新規制基準に適合しているとする審査原子力規制委員会が高浜原発３・４号機の安全対策が新規制基準に適合しているとする審査原子力規制委員会が高浜原発３・４号機の安全対策が新規制基準に適合しているとする審査

書を決定した書を決定した書を決定した書を決定した。改めて原発再稼働について、ご意見をお伺いしたい。。改めて原発再稼働について、ご意見をお伺いしたい。。改めて原発再稼働について、ご意見をお伺いしたい。。改めて原発再稼働について、ご意見をお伺いしたい。    

先日の会頭コメントでも申し上げているが、安定した電力供給が実現すれば、電気料金の値上

げにも歯止めがかかると期待している。中長期的には、持続可能エネルギーへの代替、エネルギ

ーミックスの最適化が必要と考えているが、産業活動を円滑に進めていくにあたり、現時点では

安定性と経済性の確保された電力供給が不可欠である。今後は、再稼働に向けた手続きを進めて

いくことになるが、立地自治体の同意はもとより、周辺自治体と丁寧な協議を進めながら、電力

需要がピークを迎える今夏までに再稼働できるよう手続きを進めていただきたい。 

 

■■■■知恵産業について、会頭に就任されてからこれまでの７年間の成果をどのように知恵産業について、会頭に就任されてからこれまでの７年間の成果をどのように知恵産業について、会頭に就任されてからこれまでの７年間の成果をどのように知恵産業について、会頭に就任されてからこれまでの７年間の成果をどのようにおおおお考えか。考えか。考えか。考えか。    

計画的に、順調に成果を上げてきていると思う。持論としてよく申し上げている「高い文化と

学術を有する創造的都市は、その時代の産業に革新を起こす」の「革新」の活動はまだ始まって

７年という捉え方をしている。10 年、20 年先の新しい産業の革新として、全国のモデルになる

よう、脱量産の発想で、知恵で高付加価値を創造する、京都らしい特性を活かした産業に育てて

いきたい。また、「知恵」というキーワードのもとで、自治体と一体となってオール京都で知恵

産業を推進しているところも成果と捉えている。 

 

■■■■日経平均株価は日経平均株価は日経平均株価は日経平均株価は 15151515 年ぶりの高水準年ぶりの高水準年ぶりの高水準年ぶりの高水準だだだだ。。。。会頭は会頭は会頭は会頭は以前に以前に以前に以前にアベノミクスの効果が京都の中小企業にアベノミクスの効果が京都の中小企業にアベノミクスの効果が京都の中小企業にアベノミクスの効果が京都の中小企業に

は充分に行き届いていないとは充分に行き届いていないとは充分に行き届いていないとは充分に行き届いていないとおっしゃっていたおっしゃっていたおっしゃっていたおっしゃっていたが、現在の中小企業の景況感についてどのようが、現在の中小企業の景況感についてどのようが、現在の中小企業の景況感についてどのようが、現在の中小企業の景況感についてどのよう

に考えておられるに考えておられるに考えておられるに考えておられるかかかか。。。。    

円安、原油安の恩恵を受ける輸出型大手企業の企業業績が好調である。利益を配分するという

企業の方針のなかで、賃上げにつなげ、一般家計の消費に効果を及ぼすことを期待している。ア

ベノミクスの「第１の矢」「第２の矢」の効果が企業業績に恩恵をもたらしている。その恩恵を

いかに地方あるいは中小企業に波及させていくのか。今年度が大きなターニングポイントになる

のではないか。 

 

■■■■京都経済センターについて、京都経済センターについて、京都経済センターについて、京都経済センターについて、平成平成平成平成 27272727 年度でどれくらいの目途をつけられたいか。年度でどれくらいの目途をつけられたいか。年度でどれくらいの目途をつけられたいか。年度でどれくらいの目途をつけられたいか。    

長年検討を進めているのには、それなりの理由や背景がある。早期実現に向けて、構成団体そ

れぞれが努力していこうということだ。 

以 上 



概概概概 要要要要：知恵ビジネスの創出・育成を図るため、京都府内の中小企業を対象に、京都の特性また

は企業独自の強みを活かし、新たな知恵によって独自の技術や商品・サービス、あるい

はビジネスモデルを開発し、“顧客創造”を実現するビジネスプランを公募。

公公公公 募募募募：平成２６年１０月２８日～１１月２８日

応応応応 募募募募：６５件

審審審審 査査査査：知恵の「巧み（独自性、優位性）」、知恵の「インパクト（社会性、顧客創造性）」、

「実現性（プランの熟度、市場性、実行力）」の観点から、書面審査、実地調査、面接

審査を経て最終決定。

採採採採 択択択択：６プラン

支支支支 援援援援：今後、認定したプランの実行・実現に向けて、担当の本所経営支援員が、各種専門家等

と連携しながら、経営戦略・マーケティング、資金調達、広報、マッチング等の支援活

動を実施していきます。

参参参参 考考考考：〇第１回コンテストから、認定プランは累計３６件となりました。

〇今回の認定プランの表彰と内容発表を、3月3日「京都・知恵ビジネス大交流会2015」

にて行います。

第６回知恵ビジネスプランコンテスト第６回知恵ビジネスプランコンテスト第６回知恵ビジネスプランコンテスト第６回知恵ビジネスプランコンテスト 結果報告結果報告結果報告結果報告

記者配布資料①



１１１１ プラン名プラン名プラン名プラン名 ：高齢者や幼児も「安心安全」な針を使わない縫い付け手芸キット：高齢者や幼児も「安心安全」な針を使わない縫い付け手芸キット：高齢者や幼児も「安心安全」な針を使わない縫い付け手芸キット：高齢者や幼児も「安心安全」な針を使わない縫い付け手芸キット

植村株式会社 代表取締役 植村 一夫＜身の回り品卸売業＞

手芸商品の開発力等の強みを活かし、施設の高齢者などを対象

に、簡単かつ安全な、針を使わない刺繍キット（合成皮革等に

先を固くセルチップ加工した組紐等を通す）を開発・販売する。

高齢者など刺繍をすることが難しかった人々も気軽に楽しめる

ことから、新たな手芸市場を開拓するとともに、初めて裁縫を

行う幼児等に展開することで、手芸愛好家のすそ野拡大を図る。

２２２２ プラン名プラン名プラン名プラン名 ：防犯カメラの録画をより確実に：防犯カメラの録画をより確実に：防犯カメラの録画をより確実に：防犯カメラの録画をより確実に！！！！

““““みまもりサービスみまもりサービスみまもりサービスみまもりサービス あんしん君”あんしん君”あんしん君”あんしん君”

株式会社ケービデバイス 代表取締役 高杉 政一＜光学機械器具等卸売業＞

24時間365日防犯カメラシステムを見守り続け、顧客が気付きに

くい機器異常や不具合を知らせるサービスを展開する。停電対

応や時間補正等の機能を付加したルーターを自社グループ内で

独自開発し、業界に先駆けて提供してきたフルメンテナンス

リース契約などとともに、顧客の「必要な時に必要な映像を取

り出す」ニーズをより確実に実現する。

■認定プラン（企業名五十音順 敬称略）
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３３３３ プラン名プラン名プラン名プラン名 ：錠剤製造用金型における業界初の製品生涯管理サービスの提供：錠剤製造用金型における業界初の製品生涯管理サービスの提供：錠剤製造用金型における業界初の製品生涯管理サービスの提供：錠剤製造用金型における業界初の製品生涯管理サービスの提供

株式会社ツー・ナイン・ジャパン 代表取締役 二九 規長＜生産用機械・同部分品製造業＞

錠剤を製造する際には、紛体を圧縮成形する金型が必要だが、使用

上で生じる問題（粉付着・割れ・欠け・摩耗）に対してソリュー

ション技術（自社開発）を提供。従来、消耗品として廃棄されてい

た金型を、トレーサビリティ管理のもと、独自のリユース、リサイ

クル技術を導入することで、製品の長寿命化、短納期供給の実現、

ランニングコストの低減等を図る。

４４４４ プラン名プラン名プラン名プラン名 ：「縫う・通す・結ぶ」を応用した技術で熟練者不足の問題解決を提案：「縫う・通す・結ぶ」を応用した技術で熟練者不足の問題解決を提案：「縫う・通す・結ぶ」を応用した技術で熟練者不足の問題解決を提案：「縫う・通す・結ぶ」を応用した技術で熟練者不足の問題解決を提案

ハムス株式会社 代表取締役社長 宮地 康次＜縫製機械製造業＞

60年超にわたる自動化・省力化を目的とした特殊縫製自動機の

開発・製造経験で蓄積した「縫う・通す・結ぶ」技術を活用し、

指の動きを機械に置き換える自動結び機を提供する。そのコア

技術を軸に、技術者不足や人件費増の問題を抱える靴下メー

カーやかつらメーカー等に対し、作業を効率化し、コスト低減

やリードタイム短縮に貢献する。
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５５５５ プラン名プラン名プラン名プラン名 ：：：：3D3D3D3Dデータを活用したワークレス測定でデータを活用したワークレス測定でデータを活用したワークレス測定でデータを活用したワークレス測定で、、、、

輸送輸送輸送輸送コスト０コスト０コスト０コスト０((((ゼロゼロゼロゼロ))))、、、、短納期化を実現短納期化を実現短納期化を実現短納期化を実現

プロニクス株式会社 代表取締役 井上 仁良＜計量証明業＞

高い精度が求められる鋳物メーカーや海外拠点での測定品質に苦

慮している企業等を対象に、顧客のところにサンプルを置いたま

ま、対象物の３Ｄデータを送信してもらって測定するサービスを

提供。主力事業である寸法測定のノウハウをもとに、従来必要

だった輸送を省くことで、「輸送コスト」と「輸送時間」を削減

し、価格競争力を高め、測定結果提供までの時間を短縮する。

６６６６ プラン名プラン名プラン名プラン名 ：バリアフリー京町家で：バリアフリー京町家で：バリアフリー京町家で：バリアフリー京町家でもてなすもてなすもてなすもてなす

「京都「京都「京都「京都ユニバーサルツーリズムサービスユニバーサルツーリズムサービスユニバーサルツーリズムサービスユニバーサルツーリズムサービス」」」」

有限会社ワックジャパン 代表取締役 小川 美知＜観光サービス業＞

これまで外国人観光客の要望にフレキシブルに対応してきた豊

富な経験とノウハウ、コーディネート力を活かし、国内外の高

齢者やハンディキャップを持つ観光客を対象に、日本文化体験

などの観光サービスを提供する。ハード面だけではなく、通訳

や介護サポート等のソフト面を付加し、「すべての人にやさし

い京都観光」を確立し、定着させていく。
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京都商工会議所京都商工会議所京都商工会議所京都商工会議所    主催主催主催主催    

                                     

    

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

京都商工会議京都商工会議京都商工会議京都商工会議所では、京都で培われてきた所では、京都で培われてきた所では、京都で培われてきた所では、京都で培われてきたさまざまな知恵や自社の強みを生かして、新たな顧客創造を図ろうとさまざまな知恵や自社の強みを生かして、新たな顧客創造を図ろうとさまざまな知恵や自社の強みを生かして、新たな顧客創造を図ろうとさまざまな知恵や自社の強みを生かして、新たな顧客創造を図ろうと

するビジネスを応援しています。京都ならではの知恵をするビジネスを応援しています。京都ならではの知恵をするビジネスを応援しています。京都ならではの知恵をするビジネスを応援しています。京都ならではの知恵を持った持った持った持った事業者が一堂に会する大交流会で、貴社の「知恵事業者が一堂に会する大交流会で、貴社の「知恵事業者が一堂に会する大交流会で、貴社の「知恵事業者が一堂に会する大交流会で、貴社の「知恵

の使いどころ」や「強み」について考えてみませんか。の使いどころ」や「強み」について考えてみませんか。の使いどころ」や「強み」について考えてみませんか。の使いどころ」や「強み」について考えてみませんか。当日は、第当日は、第当日は、第当日は、第６６６６回知恵ビジネスプランコンテスト認定プランの回知恵ビジネスプランコンテスト認定プランの回知恵ビジネスプランコンテスト認定プランの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いたします。表彰・プレゼンテーションも実施いたします。表彰・プレゼンテーションも実施いたします。表彰・プレゼンテーションも実施いたします。    

  

日 時    平成２７年３月３日（火）１４：３０～１９：００   定  員   ３００人(先着) 

会 場    京都ホテルオークラ （４階） 「暁雲の間」 ［京都市中京区河原町御池］ 

参 加 費    無 料  ※但し、ビジネス交流懇親会は、参加費 2,000 円（当日、会場で拝受いたします） 

内 容    ①記念講演 

「成功体験はいらない しがらみを捨てると世界の変化が見える」 

講 師 ： 辻野 晃一郎 氏 

アレックス株式会社 代表取締役社長兼 CEO／元グーグル日本法人 代表取締役社長 

               

 

 

 

 

 

 

②第 6 回知恵ビジネスプランコンテスト認定式・発表会 

 

③ビジネス交流懇親会（１７：３０～） 有料（おひとり2,000円・当日拝受） 

※認定プラン事業者をはじめ、京都で新しい試みに挑戦する事業者の情報交換会  

申込締切   平成２７年２月２０日（金）  

申込方法   FAX、E-mail、ホームページ（（（（http://www.kyo.or.jp/http://www.kyo.or.jp/http://www.kyo.or.jp/http://www.kyo.or.jp/kyotokyotokyotokyoto////））））でお申込みください 

お問い合わせ  京都商工会議所 中小企業経営支援センター 知恵産業推進室（担当：狩野、三木） 

       TEL 075-212-6470    FAX 075-212-8871   E-mail bmpj@kyo.or.jp 

 

    京都・知恵ビジネス大交流会 2015 申込用紙 （FAX：075-212-8871） 

貴社名：                                           

TEL：                    FAX：                        

E ﾒｰﾙ：                                            

御所属・御役職 御 芳 名 交流懇親会(いずれかに○) 

  参加   不参加 

  参加   不参加 

  参加   不参加 

※ ご記載頂いた個人情報は、本所事業の実施運営にのみ利用します。 

1957 年福岡県生まれ。84 年に慶応義塾大学大学院工学研究科を修了し、ソニーに入社。88 年にカ

リフォルニア工科大学大学院電気工学科を修了。VAIO、デジタル TV、ホームビデオ、パーソナルオ

ーディオ等のカンパニープレジデントを歴任した後、2006 年 3 月にソニーを退社。翌年、グーグル

に入社し、その後、グーグル日本法人代表取締役社長に就任。2010 年 4 月にグーグルを退社し、ア

レックス株式会社を創業。現在、同社代表取締役社長兼 CEO を務める。2013 年 10 月より IT 総合戦

略本部 規制制度改革分科会構成員。著書に、『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてく

れた』（新潮社 2010 年、新潮文庫 2013 年）、『成功体験はいらない』（PHP ビジネス新書 2014 年）。 

記者配布資料② 



知恵ビジネス知恵ビジネス知恵ビジネス知恵ビジネスメッセメッセメッセメッセ    ““““Next KyotoNext KyotoNext KyotoNext Kyoto    SelectionSelectionSelectionSelection””””    

開催報告開催報告開催報告開催報告 

 

 

知恵を活かし事業成長を目指す意欲的な中小企業の新規販路開拓を支援するため、東京の南青山

で、知恵ビジネス関連企業が一堂に会する展示商談会を開催した。 

 

■開催概要 

日 時 平成２７年２月 １７日(火)１６：００～１９：００（レセプション１７：００～） 

１８日(水)１０：００～１８：００ 

会 場  スパイラルホール（東京都港区南青山５－６－２３） 

主 催  京都商工会議所 

共 催  京都府、京都市、(独)中小企業基盤整備機構、(公財)京都産業２１ 

(公財)京都高度技術研究所、京都産業育成コンソーシアム 

協 力   ファッション京都推進協議会 

来場数   ６５０名 

（主に首都圏のバイヤー、設計事務所、デザイン事務所、企業関係者、メディア等） 

 

 

■展示商談会概要   

出展企業 ５５社／５分野 

（ファッション１７社、ビューティー＆コスメ１０社、ライフスタイル９社、マテリア 

ル７社、スイーツ＆フード１２社)  

〔同時開催〕 

出展者の春夏商材を集めた特設会場「Spring & Summer Collection 2015」 出展社 ３２社 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記者配布資料③ 



■出展者アンケート結果（概要）    回答数５３社 

①知恵ビジネスメッセに出展した感想 

・大変満足   １２社 

 ・満足  ３３社 

 ・ふつう   ７社 

 ・やや不満   １社 

 

 

 

②商談状況  

名刺交換件数 一社平均４０社 

  ※約８割の企業が、百貨店・専門店・通販会社・問屋・雑誌社等との間で具体的な商談が進ん

でいると回答。そのほか、海外展開の可能性や新商品の共同開発、今まで取引のなかった業

種との商談の見込ありとの回答も多くみられた。 

 

③その他の意見 

 ・来場者のジャンルが幅広く、さまざまなタイプの企業と商談ができた。 

 ・購買意欲の高いバイヤーが多かった。 

 ・事前マッチングで紹介してもらったバイヤーと直接商談が進められた。 

 ・京都の企業が一堂に介するのは、既存の取引先を勧誘するのに効果があるのでありがたい。 

・カテゴリーを越えた商品のマッチングを求めているバイヤーが多かった。 

・自社単独の営業活動では、これほど多くのバイヤーとの商談は難しいのでありがたい。 

・バイヤーのニーズがわかり、自社商品の課題解決や新アイテムの製作につながった。 

・来場者の分類が想定していたものは少し異なっていた（食品関係） 

・ブース間が狭く、接客がしにくかった。                    など 

 

 

〔参考〕 

本メッセの開催に先立ち、出展企業に対する経営支援活動やバイヤーから要請を受けて事前マッ 

チング等を行った。 

・商品開発に向けた専門家指導の実施（延べ３０社） 

 ・事前マッチング 件数２３社（３社が成約、残り件数は、継続商談中） 

 ・海外バイヤーツアーの実施 

日時：１月１６日（月）１５：００～１６：１５ 

  訪問企業：山田製油 

  訪問者：香港貿易発展局・食品バイヤーミッション団 

（１２社２０名） 

 ・個別企業のプレスリリース支援（４社） 

 ・婦人雑誌とタイアップした工房見学ツアーの検討 

 ・展示会終了後、事後指導として専門家指導を実 

大変

満足

23%

満足

62%

普通

13%

やや不

満

2%











 

 

ファッション京都推進協議会・京都商工会議所・京都市 

project kyoproject kyoproject kyoproject kyo----to / Kyoto Connectionto / Kyoto Connectionto / Kyoto Connectionto / Kyoto Connection・・・・Kyoto ContemporaryKyoto ContemporaryKyoto ContemporaryKyoto Contemporary        

「「「「京京京京    都都都都    展展展展    」」」」のののの    ごごごご    案案案案    内内内内    

 

ファッション京都推進協議会、京都商工会議所及び京都市では、京都の染織・工芸分野を

はじめとした技術や素材、デザイン、知恵を活用した商品の開発と市場開拓を図るため、国

内市場をメインターゲットとした「project kyo-to」事業、海外市場をメインターゲットと

した「Kyoto Connection」・「Kyoto Contemporary」事業を実施しております。 

このたび、計３４社の参画事業者が新たに商品開発を行い、第７９回東京インターナショ

ナルギフトショー並びにフランス・パリで開催された見本市「メゾン・エ・オブジェ」及び

展示商談会に出展いたしました。 

今回、出展した商品を、京都において凱旋展示いたしますので、事前告知並びに、当日取

材につきご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

■日 時 平成２７年３月２４日(火)１３：００～１７：００ 

       ※ご都合のよいお時間にご来場ください。 

■場 所 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 ２階 朱雀の間 

（京都市中京区堀川通二条城前 075-231-1155） 

■入 場 無料 

 

project kyo-to 事業 （http://www.fashionkyoto.com/project_kyo-to） 

Kyoto Connection 事業 （http://www.kyo.or.jp/kyoto-connection） 

Kyoto Contemporary 事業（http://www.kyoto-contemporary.net） 

 

 

昨年の京都展の様子 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

ファッション京都推進協議会 事務局（京都商工会議所 産業振興部内） 

TEL.075-212-6450   FAX.075-255-0428   E-mail:shinkou@kyo.or.jp 

記者配布資料⑤ 



①「知恵産業の森」実現のための支援強化

②会員交流充実プロジェクトの推進

③京都経済センターの実現に向けた取組みの加速

� 知恵ビジネス関連の認証企業等（約１知恵ビジネス関連の認証企業等（約１知恵ビジネス関連の認証企業等（約１知恵ビジネス関連の認証企業等（約１,,,,３００社）の認知度向上と販路開拓３００社）の認知度向上と販路開拓３００社）の認知度向上と販路開拓３００社）の認知度向上と販路開拓

� 若い世代の知恵を活かして地域に貢献する内需型中堅・中小企業の育成若い世代の知恵を活かして地域に貢献する内需型中堅・中小企業の育成若い世代の知恵を活かして地域に貢献する内需型中堅・中小企業の育成若い世代の知恵を活かして地域に貢献する内需型中堅・中小企業の育成

� 全全全全会員（約１２会員（約１２会員（約１２会員（約１２,,,,０００会員）が活用できる事業の創出０００会員）が活用できる事業の創出０００会員）が活用できる事業の創出０００会員）が活用できる事業の創出

� 京都経済センターの京都経済センターの京都経済センターの京都経済センターの実施計画実施計画実施計画実施計画策定策定策定策定

京京京京でででで働働働働きききき、、、、京京京京でででで暮暮暮暮らすらすらすらす「「「「活力創造都市活力創造都市活力創造都市活力創造都市・・・・京都京都京都京都」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて

Ａ.知恵の連鎖で飛躍する京都産業 Ｃ.会員とともに京都の活力を生み出す京商

課
題
認
識

重
点
事
項

平成２７年度 京都商工会議所事業計画基本フレーム（案）

Ｂ.人が集い交流し 新たな価値を生むまち

B1. 創造性が開花するまちの推進

B1B1B1B1----1. 1. 1. 1. 京都ブランドの推進・発信強化京都ブランドの推進・発信強化京都ブランドの推進・発信強化京都ブランドの推進・発信強化

・クリエイティブ産業のコラボレーション促進

・「京都クリエイティブビジネス海外展開助成金」の実施

・パリなど欧州市場をターゲットとする「Kyoto Connection／

Kyoto Contemporary」など海外販路開拓支援事業の推進

・国内販路開拓支援事業「project kyo-to」の推進

・「KYOTO CMEX」の開催などコンテンツ産業の振興

・京都創造者大賞の実施

・琳派４００年記念事業の実施（京都美風シンポジウム、京都工芸

の美学校、時雨殿における「百人一首と琳派展～京都企業に息

づく琳派～(仮)」、ファッションカンタータ from KYOTOなど）

B1B1B1B1----2. 2. 2. 2. 賑わいのある都市空間の創造賑わいのある都市空間の創造賑わいのある都市空間の創造賑わいのある都市空間の創造

・岡崎地域、下京区西部エリアなど賑わい拠点づくりの促進

・琵琶湖疏水を活用した新たな観光資源の創出

・リニア中央新幹線の東京・大阪間全線同時開業および京都ルー

ト誘致の推進

・「京都スタジアム(仮)」の建設促進

B1B1B1B1----3. 3. 3. 3. 地域価値創造の支援地域価値創造の支援地域価値創造の支援地域価値創造の支援

・地域商業者や商店街等の地域活性化事業への支援

・支部別「地域活性化会議」の開催

・「京商クリエイティブ産業モデル企業探訪ツアー」の実施

・小倉百人一首殿堂「時雨殿」の運営支援

B2. 大交流都市の創造

B2B2B2B2----1. 1. 1. 1. おもてなし・京都顧客創造の推進おもてなし・京都顧客創造の推進おもてなし・京都顧客創造の推進おもてなし・京都顧客創造の推進

・インバウンド“賑耕”事業の推進（「京商インバウンド対策企業ミー

ティング(仮)」の開催など）

・企業間コラボを目的とした「観光おもてなし向上ネットワーク(仮)」

の構築など観光・変化対応力強化事業の推進

・宿泊客増加のための「京の朝ツーリズム研究会(仮)」の開催

・「京都・観光文化検定試験」のさらなる受験者の拡大と合格者の

活躍機会の創出

B2B2B2B2----2.2.2.2. 京都京都京都京都MICEMICEMICEMICEなど集客・交流の強化など集客・交流の強化など集客・交流の強化など集客・交流の強化

・京都におけるMI（企業ミーティング、インセンティブ旅行）分野誘

致の積極的推進

・会頭ミッション（ミラノ・フィレンツェ・クラクフ）の派遣

・ミラノ万博京都ウィークの実施

・「全国商工会議所観光振興大会２０１６ ｉｎ 京都」の開催準備

（予定）

・スポーツ・文化に関する国際会議や「京都文化フェア(仮)」などの

開催支援

・「２０２０東京オリンピック・パラリンピック」、「関西ワールドマスターズ

ゲームズ２０２１」などの開催に向けたスポーツツーリズムの促進

B2B2B2B2----3333. . . . 京都経済センターの推進京都経済センターの推進京都経済センターの推進京都経済センターの推進

C1. 魅力ある会議所活動

C1C1C1C1----1. 1. 1. 1. 会員のビジネス交流の推進会員のビジネス交流の推進会員のビジネス交流の推進会員のビジネス交流の推進

・会員交流促進ツールの作成など「会員交流充実プロジェクト」の

強化

・「定例会員講演会」の年４回開催など全会員対象事業の充実

・「新入会員ビジネス交流会」、「地域ビジネス活力交流会」など多

様なジャンルの交流事業の強化

C1C1C1C1----2. 2. 2. 2. 会員との「絆」強化会員との「絆」強化会員との「絆」強化会員との「絆」強化

・会頭・部会長による会員訪問の実施

・全職員による会員訪問活動の充実

・「新入会員オリエンテーション(仮)（年４回）」、「観桜会・紅葉会」

など会員交流サービス事業の開催

C1C1C1C1----3. 3. 3. 3. 情報発信機能の充実情報発信機能の充実情報発信機能の充実情報発信機能の充実

・WebサイトやSNS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

CCCC1111----4444.... 部会部会部会部会・・・・委員会活動の強化委員会活動の強化委員会活動の強化委員会活動の強化・・・・充実充実充実充実

CCCC1111----5555.... 女性会女性会女性会女性会・・・・青年部の活動支援青年部の活動支援青年部の活動支援青年部の活動支援

C2. 会議所基盤の強化

C2C2C2C2----1. 1. 1. 1. 会員増強運動の実施会員増強運動の実施会員増強運動の実施会員増強運動の実施

・１万３千会員を目標とした会員増強運動の実施(２年目／３カ年)

C2C2C2C2----2222. . . . 意見・提言活動の強化意見・提言活動の強化意見・提言活動の強化意見・提言活動の強化

・第７回京商政策フォーラムの開催

・国・京都府・市への提言・要望活動の強化

C2C2C2C2----3. 3. 3. 3. 府内会議所、経済団体、関西の関係諸機関との連携強化府内会議所、経済団体、関西の関係諸機関との連携強化府内会議所、経済団体、関西の関係諸機関との連携強化府内会議所、経済団体、関西の関係諸機関との連携強化

新新新新

A1. 知恵ビジネス支援

AAAA1111----1111.... 知恵知恵知恵知恵ビジネスビジネスビジネスビジネス支援施策支援施策支援施策支援施策の展開の展開の展開の展開

・オール京都体制による首都圏販路開拓支援事業「京都知恵産

業フェア２０１５(仮)」の開催

・「第７回知恵ビジネスプランコンテスト」の実施

・「京のイチ押し商品逆商談会」や「事前マッチング型マンスリー商

談会」の開催

・「知恵産業・経営大会２０１５」の開催

・商工業者と農林水産業者の連携を目指す「食の川上・川下マッ

チング事業(仮)」の実施

・京都産学公連携機構との連携によるイノベーションベルト構想の

推進（フォーラム開催など）

・京都産学公連携機構との連携による「未来技術交流会」の開催

・第３期京商・環境行動計画の推進、「京商ECOサロン」の開催

AAAA1111----2222.... アジアビジネスチャレンジアジアビジネスチャレンジアジアビジネスチャレンジアジアビジネスチャレンジ支援支援支援支援

・ＪＥＴＲＯ京都貿易情報センターとの連携（職員派遣等）による海

外展開支援の強化

・アジア市場開拓チャレンジ事業の実施

・フィリピンへのビジネスミッションの派遣

・海外で活躍する京都企業等のネットワーク化を図る「京都倶楽

部」との連携強化

A2. がんばる中小企業支援

AAAA2222----1111.... がんばる中小企業をしっかり応援がんばる中小企業をしっかり応援がんばる中小企業をしっかり応援がんばる中小企業をしっかり応援

・経営革新、事業承継、創業等の経営支援活動の強化

・「中小企業応援隊」事業の推進

・「京商起業家倶楽部」事業の実施

・共済制度の推進による経営力強化

・産業エネルギーマネジメントシステム(EMS)の普及促進

・「スマートシティエキスポ２０１５」の開催支援

・中小企業のCSR促進

AAAA2222----2222.... 人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、人材確保の支援人材確保の支援人材確保の支援人材確保の支援

・公開セミナー、オーダーメイド研修の充実

・簿記、販売士など商工会議所検定試験の受験者拡大

・ジョブ・カード制度や合同企業説明会などの活用促進による人材

確保・雇用支援

・「中小企業の『求める人材』採用のための交流プロジェクト(仮)」の実施

・環境人材育成のための「基礎から学ぶＥＣＯ人材養成セミナー(仮)」の開催

・「輝く女性応援京商会議 (仮)」の設置

AAAA2222----3333.... 経営支援力の強化経営支援力の強化経営支援力の強化経営支援力の強化

・「経営発達支援計画」に基づく伴走型支援事業の実施

・経営支援員による「京商・しっかり応援３００社プロジェクト」の展開

・「経営支援成果検証・評価事業」の実施

・「がんばる経営応援専門家ネットワーク」の推進

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

「森」：産業群

「人」：企業や事業者

「果実」：新しい知恵

観光・おもてなし、健康・医療・福祉、食、農商工連携など様々な分野で、

伝統産業から先端産業までの幅広い知恵ビジネスの木々が群生する

「知恵産業の森」「知恵産業の森」「知恵産業の森」「知恵産業の森」。京商は、ニュー京商ビジョン「知恵産業のまち・京都」

の着実な推進により、「活力創造都市」を実現し、京都京都京都京都VISION2040VISION2040VISION2040VISION2040

「世界交流首都」へとつなげます。

新新新新

記者配布資料⑥


