
新型コロナウイルスにより全世界が混乱の渦に巻き込まれ

やり場のない怒りや不安と共にスタートした2020 年代。

私たちが小さくとも力強い光を見いだしたのは

このまちに暮らす一人ひとりが営む、商いの現場でした。

“希望” という言葉をビジネスと結びつけると

なんだかうさんくさく聞こえるかもしれません。

しかし、「希望の兆しを感じる企業を教えてください」と呼びかけた

私たちのもとには、たくさんの企業名と応援の声が寄せられました。

ここに描かれた未来への兆しを、皆で大切に育んでいけたら。

そんな思いが広がっていくことを願い、1枚の地図を作りました。
私たちが希望の兆しだと感じる地域企業たち
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推薦したいCommunity Basedな地域企業があれば
是非教えてください。順次情報を公開していきます。

Googleマップでも公開しています。
434 社掲載（2021/03/31 現在）

ABOUT

京都には、地域社会の一員として豊かな価値を創造する企業がたくさん存在します。京都市ソーシャルイノ

ベーション研究所の「京都市ソーシャルプロダクトMAP」や「これからの1000 年を紡ぐ企業認定」の取組

は、そういった土壌をベースに始まりました。そして京都では、2018年に企業の担い手たちが、企業を規模

の大小で捉えるのではなく、地域に根ざし、地域とともに継承・発展する「地域企業」であると宣言。ここか

ら条例や表彰制度に加え、「Community Based Company」という世界との共通言語が生まれました。今

回の MAPでは U35-KYOTOが独自に調査を行い選定した Community Based な企業に注目し、各

社から感じた希望の兆しを皆さまにお届けします。
これからの1000年を
紡ぐ企業認定

京都市
輝く地域企業表彰
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TERA Energy株式会社

気候変動や地域コミュニティに関心を持つお坊さん
4人で起業した、新電力会社。再生可能エネルギー
比率が高い電気を提供する。電気料金の一部は
ソーシャルグッドな団体や事業へ寄付され、利用者
は寄付先を選択できる。

#ソーシャル坊主　#お坊さんの安心感　#電気代の一
部を寄付　#寄付文化をアップデート　#地球に優しい
#まちにも優しい　#右京区

mui Lab株式会社

木製のメッセージボード「mui」は、必要なときに必要
な情報が 浮かび上がるコミュニケーションデバイス。
インテリアに馴染み、家族とつながる時間を尊重す
る。mui Labは、人と自然とテクノロジーの調和を目
指している。

#無為　#テクノロジーと人と自然の調和　#大切な人
と繋がる　#豊かなお家時間　#テクノロジーの佇まい
#中京区

一般社団法人暮らしランプ
factory knot /なかの邸

ほんの少し周囲を明るくするランプのように、暮ら
すまちの日常の少し先に、ワクワクする仕掛けを
生み出したい。障がいがある方の就労支援、児童
の放課後療育、飲食店、アートプログラム開発な
どを複合的に運営。

#障がいを溶かす　#利用者もスタッフも表現　#失敗
を機会とする　#健常者って誰　#アートワークを地域に
還元　#お昼寝推奨派　#洛西　#長岡京市
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株式会社Casie

全く新しいアートの流通スタンダードを生み出す、
アーティストエンパワーメント事業。1,000名を超える
画家の作品を定額制レンタルで全国に届けている。
売上げの一部を画家が報酬として受け取れるシステ
ムで創作活動を支援している。

#新しいアート体験 　#おうち時間を豊かにしよう　
#ちょっと上質なお部屋作り 　#圧倒的映え　#下京区

LURRA°

ニュージーランドで出会った3名によるレストラン。ゲ
ストが一斉に食事をスタートすることで生まれるライ
ブ感と共に、日本の食文化をクロスカルチャーで表
現。京都から世界へ、日本の季節と文化のショー
ケースを提供する。

#季節と文化のショーケース　#創業 1年 4ヶ月でミシュ
ラン掲載　#食を通じて旅をする　#仕事に上下はない
#業界へ提言　#薪の炎　#東山区

合同会社なんかしたい
まなびのさき/あそびのば /agora

学童と塾の運営を通して、一人ひとりが心を動か
すことを応援しあうコミュニティを創出。大学生に
よるプロジェクトが生まれ、メンバーの得意を生か
した事業を展開する。「幸せだなー」と思える人を
増やしたい。

#学童　#個別指導塾　#大学生のコミュニティ
#活躍する大人に会える　#学んだ先が見える
#関係性から生まれる学び　#右京区

株式会社NINI
HOSTEL NINIROOM

デザインとPR・広報のキャリアを積んだ姉妹が創業
したクリエイティブカンパニー。宿泊施設「HOSTEL 

NINIROOM」を拠点に、地域や企業が抱える課題
を多面的に解決する事業に取り組む。

#宿泊施設　#デザイン　#情報発信　#おとなりさん
とよそさん　#わかくさカフェ　#西陣シネマ　#花背の
季節と暮らし　#左京区

士心

自然と100年先に想いが及ぶ飲食店。食を通じ
て、先人が残してくれたもの、未来に残したいも
の、私達が大切にしたいものが見えてくる。贈るこ
とで縁が始まる、受け取ることで縁が深まる。ここ
が最初の一歩になる。

#あるものを大切に　#食から学ぶ過去と未来と今　
#挑戦し応援できる場所　#食でギフト　#囲炉裏ご飯
#同じ釜の飯を食う　#腐るお金　#中京区

株式会社バイオーム

生物多様性の保全が人々の利益につながる社会
の実現を目指し、世界中の生物の情報のビッグデー
タ化に取り組む。生きもの図鑑アプリの運営やJRと
のイベントなど、生活者が楽しみながら参加できる事
業も幅広く手がける。

#環境ビジネスのインフラ構築　#人間も生物も多様性
#君の発見が論文になるかも　#生物予報　#今夜はカ
ブトムシに会いたい　#下京区

株式会社一級建築士事務所
STUDIO MONAKA

京都の建築学校で共に学んだ3人が共同主催する
建築設計事務所。沖縄にも事務所を開設し、2つの
拠点をベースに活動中。人の暮らしを豊かにする建
築を作り、社会をデザインする多種多様なプロジェク
トに挑む。

#建築とは社会をつくること　#関わる人の力を引き出す
#そもそもを問いなおす　#偶発力　#ハブとしての建
築　#人たらし集団　#北区と沖縄も

一般社団法人パースペクティブ
工藝の森

森づくりとモノづくりを繋ぎ直し、それに関わる人々
の生態系を再編集する。漆を中心とする工芸素
材の植栽を通して、人が健やかに関わる森のあり
方を提案。地域産木材と漆を活用したモノづくり
に取り組む。

#新しいモノづくりの生態系　#森づくりにつながるモノ
づくり　#うるし　#工藝の森　#サスティナブルな未来
を描くモノづくり　#京北

株式会社めい
KAGAN HOTEL

21世紀の生き方に合わせた、人生の舞台として
の住居をつくる不動産企画会社。多様なワークラ
イフスタイルを実現する職住近接型住居を発明
し、街に才能が芽吹くきっかけを作ることをミッショ
ンとしている。

#アートを身近に　#知の入り口を拡張　#豊かさをアッ
プグレード　#モノづくりへのリスペクト　#気軽にアクセ
スできるコミュニティ　#下京区

一般社団法人アーツシード京都
THEATRE E9 KYOTO

京都の街から小劇場が消えていくことへの危機感か
ら、つくり手と市民の舞台芸術への想いが形となり
2019年に開館。まちにアートが育つことを願い、ジャ
ンルの枠組みを超えた様々な舞台芸術を、地域とと
もに育む劇場。

#地域に愛される劇場　#リノベーションからの小劇場
90席　#作品と地域が生まれる場　#100年先も続く舞
台芸術を京都から　#南区

一般社団法人my turn

子育て中の女性を中心に、衣食住遊学といった多
様な分野でメンバーの得意なことを事業にしていく
チーム。家族、地域、企業がウェルビーイング（身体
的・精神的・社会的に良好な状態）になる社会の実
現を目指す。

#ママと社会をつなぐ　#自然体で働く　#地域コミュニ
ティづくり　#笑いが絶えないミーティング　#笑いが絶え
ないマルシェ　#北区

かつて「お誂え」の文化が盛んだった西陣でアフリカ
ファッションを楽しめる仕立て屋を運営し、京都と世
界の工芸をつなぐ。アフリカ布や京友禅を使い、トー
ゴ共和国出身の職人がオーダーメイドの特別な一
着を制作。

#アフリカ文化のお誂え　#アフリカ布　#京友禅　
#職人　#伝統工芸　#オーダーメイド　#特別な一着
#体験型のファッション　#西陣

株式会社 AFURIKA DOGS
AFURIKADOGS × DEABALOCOUTURE

株式会社 BugMo

食から人の健康を支えたいという願いから生まれた
昆虫食の事業。良質なタンパク質を美味しく食べら
れるよう試行錯誤を重ね、完成したこおろぎ食品は
料亭も認める味に。どの国でも生産・消費できる食
の仕組みに挑戦する。

#未来の食を守る　#健康は食から　#サスティナブル
な食卓へ　#料亭が認めるこおろぎのダシ　#江戸時代
からの昆虫食　#上京区

コワーケーションスペース
九条湯 / 秘密基地こむこむ

雰囲気はそのままに、銭湯を改装したコワーケーショ
ンスペース。楽しい声が共鳴する実家のような居心
地のよさが特徴。ゲーム大会・ポールダンス・マルシェ
など、型 に捉われず、その人の「やってみたい」を叶
える実験的な遊び場。

#ワークができないコワーキング　#肩書きは関係ない裸
の付き合いができる空間　#小さな挑戦が楽しくできる場
#秘密を語れる元銭湯　#南区

株式会社 COLEYO
放課後教室 studioあお

教育×企画の京都発スタートアップ。主に教育コン
テンツの開発、公教育へのPBL（問題解決型学習）
導入、PBL専門スクールの運営を行う。「全ての才
能に目を向けよう」をスローガンに、新しい教育の仕
組みを提案する。

#全ての才能に目を向けよう　#10 歳からの社会教育
#小学生がクラウドファンディング　
#教育コンテンツ開発　#上京区

株式会社 革靴をはいた猫

誰もが輝ける社会を目指し、障がいのある方や引き
こもりから復帰された方など、あらゆる人が靴磨き職
人として活躍する店舗・サービスを展開。修行を経て
生み出される職人技は、まるで魔法のように靴も人
も輝かせる。

#靴磨きは心みがき　#靴が語る物語　#チャンスが生
まれる靴磨き　#与え分かち合う存在へ　#足元からテ
ンションが上がる　#中京区

灯合同会社
灯商店

下京区の菊浜学区で、暮らしの必需品を販売する
小さな商店を運営。行商や配達も行い、近隣に暮ら
す人々の生活をサポートする。モーニング等の店内
飲食も可能。様々な世代の交流を生み出し、地域に
あかりを灯す場所。

#誰も取り残されないまちに　#行商配達よろず相談所
#京都大学生が作ったリヤカー　
#ユニーク店主 8人　#下京区

共創自治区 CONCON

事務所、ショップ、フリーランスの活動拠点などが集
結した複合テナント施設。入居者やその仲間たちが
アイディアを出し合い、組織や所属の垣根を越えて
仕事や遊びが生まれる空き地的空間。近所の方が
ふらっと立ち寄ることも。

#コンテナ 19基と長屋 3軒　#色んな人の今が混ざり
合う場所　#新しい経済圏　#越境クリエイティブ
#新規事業立ち上げ　#中京区

株式会社デイアライブ

地域社会の存続と発展を、インターネットを通じて
叶える会社。地域や中小企業にはWebやデジタ
ルを活用してプロジェクトを推進できる人が少ない
ことを課題と捉え、人材育成＆運営支援サービス
「SURGE」を開発。

#地域の振興と課題解決　#分断ではなく共存　#リア
ルとデジタルの共存　#全ての地域と企業にWeb人材
を　#事業も街も人づくりから　#下京区

就労継続支援A型事業所 
irodori

働きたくても働けない人に、働ける環境を。障がい
や病気があるため就労が困難な人の雇用創出に
取り組む。一人ひとりの個性を大切にし、誰もが
「誰か」や「何か」に貢献できるソーシャルビジネス
を展開中。

#誰もがいきいきと働きたくなる職場　#癒されるデザイン
のオンラインショップ　#長所を生かしてビジネスに
#自分のありたい姿を仕事に　#中京区
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京都市ソーシャルイノベーション研究所 （SILK）

ソーシャル・イノベーションに取り組む企業や個人を

応援する人 と々共に、日本と世界の未来を切り拓い

ていく「京都市ソーシャル・ イノベーション・クラスター

構想」を実現するために公益財団法人京都高度技

術研究所内に設置された産業支援機関。

https://social-innovation.kyoto.jp/

概ね35歳以下（U35）の多様なプレイヤーが対話し、

U35の視点で「これからの京都」を描く2020年度

京都市事業。2021～ 2025年の指針となる京都市

基本計画を出発点として、この世代が取り組む事業

や文化を発信している。

https://u35.kyoto/

U35-KYOTO


