


1. オール京都体制により「京都知恵産業創造の森」が設立

◼ 平成30年11月に、京都産業エコ・エネルギー推進機構、京都産学公連携機構、
京都産業育成コンソーシアムの3者が一体化し、京都知恵産業創造の森が設立

【目的】 知恵の交流と融合により新たな価値の創造を図るとともに、
産業施策を戦略的に推進し、京都経済の発展と活性化に資する。
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多数の経済団体や支援機関等が集結する「京都経済センター」を核として、知恵の
交流と融合により、創業・ベンチャー支援や産業人材育成等の産業施策を進め、未来
につながる イノベーションや知恵を活かしたビジネスプランの創発など、様々な新しい芽
から豊かな知恵産業の森を構築するため取り組んでいます。

◆住所：京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地 京都経済センター
３階（地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線「烏丸駅」２６番出口直結）

◆ホームページ：https://chiemori.jp/

１ スタートアップの推進
https://kyotostartup.jp/

●スタートアップの創出及び成長支援の推進
経済団体、産業支援機関、大学・研究機関及び
金融機関等と連携し、京都のスタートアップの創出か
ら成長を支援する「京都スタートアップ・エコシステム」
を推進します。
また、グローバルに展開するスタートアップの支援に

向けて、京阪神の連携を促進します。

２ 産学公連携の推進
https://chiemori.jp/sangaku/

●オール京都による産学公連携の推進
企業と大学のマッチングの強化や、理系・社文系を
問わず、地域の発展に資する京都ならではの多様な
産学公連携の推進を通して、イノベーションによる新
事業・新産業の創出を支援します。
経済団体、大学、行政・支援機関及び金融機関
計57団体が参画し、オール京都で産学公の連携に
取り組んでいます。

３ スマート社会等の実現
https://chiemori.jp/smart/

● スマート社会等の実現に向けた取組の推進
補助金交付等により、ＡＩやＩｏＴ等を活用し
たスマートイノベーションの事業化や、企業における
産業ＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）の
導入推進などの取組を支援します。

● 雇用創出等に向けた中小企業等への支援
専門コーディネーターによる伴走支援や、セミナー
開催、「京都スマートプロダクト」認定事業の実施
などにより、環境・エネルギー、ＡＩ・ＩｏＴ分野の
中小企業等の雇用創出や生産性向上などを支援
します。

４ 産業人材の育成支援
https://chiemori.jp/about/training

●多様な主体との連携による効果的な産業人材育
成の推進
デザイン・伝統産業などテーマに特化した企画や大

学、高校との連携によるビジネスサポートプログラムの
実施など、ＫＯＩＮを活動拠点として、次世代の京
都産業を担う人材の育成に向けた取組を推進します
。

５ 交流と協働による新たな価値創造
の推進

https://chiemori.jp/about/cafe

●交流と協働の促進に向けた取組の推進
起業家やベンチャー経営者、これから創業をめ
ざす方や学生と、先輩経営者や産業支援機関
等、様々な人々との交流と協働を促進すること
によって、新たなビジネスモデルを創出します。

KOIN
時代をつくる出会いを。

Kyoto Open Innovation Network

「京都知恵産業創造の森」の概要
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②スマート社会実装化促進事業

「スマート社会」の実現を目指すため、新たなサービスや技術の開発等のイノベーション
構築の取組を行う企業等を対象に、経費の一部を補助

⇒ スマート社会実装化促進事業補助金【R3募集:4/26～6/25】

①京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト（厚生労働省関連事業）

専門コーディネータを配置し、 AI ・IoTの導入やエネルギー関連の取組等により、イノベ
ーションや生産性向上等を図る中小企業等に対して、伴走支援を実施

※ 事業は令和３年度の事業を記載しています。令和４年度の事業実施の有無・実施時期等は
未定ですので、ご留意ください。
※ セミナー以外の支援事業は、原則、京都府内に事務所のある中小企業の方が対象です。

2. スマート社会推進部の主な取組について

（１）ー１ スマート産業関連の生産性向上

３

事業者名 所在地 事業概要 交付予定額

（株）きゅうべえ 京都市東山区 急速充電可能な電動自転車の給電スポットの開発・設置計画 4,300千円

（株）最上インクス 京都市右京区 後付けで熱交換性能向上可能なパイプ用伝熱フィンの開発 4,200千円

（株）シュルード設計 京都市伏見区 ３Ｄプリンタを用いた工場排水配管に対する小型調査ロボットの開発 1,500千円

（株）ラプラス・システム 京都市伏見区 独自の電力制御技術を活用したエネルギーマネジメントシステム開発・実用促進 4,000千円

令和３年度スマート社会実装化補助金 採択結果（五十音順）



④京都スマートプロダクト認定事業

エコ・省エネの取組や、ＡＩ・ＩｏＴ等を活用したスマートシティの推進に資する製品・
サービスを 「京都スマートプロダクト」として認定し、情報発信や販路開拓等を支援

⇒ 京都スマートプロダクト認定事業 【R3募集：9/1～10/22】

2. スマート社会推進部の主な取組について

令和2年度認定式

令和３年度
製品集

※当法人のHPからもご覧いただけます
https://chiemori.jp/smart/smartproduct/year/y2021

（１）ー３ スマート産業関連の生産性向上

４

企業名 製品名（製品群）

株式会社エアピュア
空気清浄機＋オゾン発生器

カムフォールド

亀岡電子株式会社
セルラー通信式浸水検知センサ

（KAMEKER3)

株式会社恵葉＆菜 健康野菜 高抗酸化値・低硝酸 健康野菜

CONNEXX SYSTEMS株式会社 産業用蓄電システム＜BLP＞

株式会社シーエープラント
TEDOM社製

コジェネレーションユニット

株式会社テックレボリューション
①飛沫可視化サービス

②飛沫吸引パネルと深紫外線によるウイルス
殺菌装置（AIRVIO）

株式会社ハイシンク創研
スマートデバイスを活用した

製造業向け遠隔支援ソリューション
「MARS」「MARS lite」

株式会社扶桑プレシジョン
自販機型京土産販売機
「wacocoro（ワココロ）」

株式会社みどり工学研究所 圃場見守りシステム SESAME-AGRI

令和３年度認定製品（９件）一覧

令和３年度
認定式

https://chiemori.jp/smart/smartproduct/year/y2021


2. スマート社会推進部の主な取組について

①スマートファクトリー促進支援事業

エネルギー消費・生産計画等の「見える化」による改善や生産性向上を目的とした「スマート
ファクトリー」の導入等を支援

⇒ スマートファクトリー促進支援事業補助金【R3募集:4/26～6/25】

（２）ー１ 中小企業等のスマート化、省エネ・節電支援

※当法人のHPからご覧いただけます
https://chiemori.jp/smart/cms/wp-

content/uploads/2021/04/66a52997c7abaf67799919b

6066c4318.pdf

５

スマートファクトリー ⇒ ドイツ政府が提唱する「インダストリー4.0」を具現化した先進的な工場のこと。セン
サーや設備を含めた工場内のあらゆる機器をインターネットに接続した上で、品質・状態などの情報を見
える化し、情報間の因果関係を明らかにして、設備間、設備と人が協調して動作することで実現される。

https://chiemori.jp/smart/cms/wp-content/uploads/2021/04/66a52997c7abaf67799919b6066c4318.pdf


2. スマート社会推進部の主な取組について

②省エネ・節電・EMS診断事業

事業所や工場に専門家を無料で派遣し、設備の運転状況の確認、データの計測・分析
を行い、総合的な改善方策を提案

⇒ 省エネ・節電・ＥＭＳ診断事業 【R3募集:4/26～1/28】

（２）ー２ 中小企業等のスマート化、省エネ・節電支援

６



2. スマート社会推進部の主な取組について

③自立的地域活用型再生可能エネルギー設備等導入補助事業

府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく計画認定を受け、自己消
費のため導入する再生可能エネルギー設備及び効率的利用設備（ＥＭＳ、蓄電池）に
要する経費の一部を補助

⇒ 自立的地域活用型再生可能エネルギー設備等導入補助事業補助金
【R3募集:5/6～11/４】

（２）ー３ 中小企業等のスマート化、省エネ・節電支援
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2. スマート社会推進部の主な取組について

（２）ー４ 中小企業等のスマート化、省エネ・節電支援

④中小企業等の省エネ・節電対策への支援

LED化や空調更新など、中小企業等が行う省エネ設備改修に要する経費の一部補助

等の支援

⇒ 京－ＶＥＲ創出促進事業補助金
【R3募集:4/26～6/18 ＜第1次＞ 】
※補助率が、通常の1/3から1/2に上がる「サプライチェーン枠」を設定

⇒ 京都市中小事業者省エネモデル普及拡大事業（委託事業）
【R3募集:4/26～6/18 ＜第1次＞ 】
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2. スマート社会推進部の主な取組について

①京都エコ・エネ交流クラブによるネットワーク形成

エコ・エネルギー産業の創出をめざす企業等が入会する「京都エコ・エネ交流
クラブ」を運営

・ 会員数：約550名（令和４年３月現在)
・ 主な会員：「エコ化・省エネ化の推進」と「エコ・エネルギー産業の創出」をめざす企業
及び支援機関 (産業団体、研究機関、大学、行政、NPOなど)

👉京都エコ・エネ交流クラブ入会用フォーム
https://chiemori.jp/smart/club/form

（３）ー１ スマート産業に関わるネットワークの形成

会員特典 (入会金・年会費無料)
・ メールマガジンにて、補助金やセミナー等の情報を提供
• 当法人ＨＰにて会員名を掲載

９
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2. スマート社会推進部の主な取組について）

（３）ー２ スマート産業に関わるネットワークの形成

②京都府内の中小企業等支援機関とのネットワーク形成

京都府内の中小企業等支援機関と、情報共有・連携して事業を推進

＜主な連携機関＞

京都商工会議所、 (公財)京都産業２１、京都高度技術研究所、

(公社)京都工業会、(一社)京都経営者協会、京都府商工会連合会、

京都府中小企業団体中央会、 (公財)関西文化学術研究都市推進機構、

京都府テレワーク推進センター、

（一社）京都府産業廃棄物３Ｒ支援センター など

１０京都経済センター 京都リサーチパーク（KRP） 関西文化学術研究都市



補助金の
ご案内

製品認定の
ご案内

メルマガ会員の
ご案内
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３. 当法人の各種施策案内について~


