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平成２４年度 事業報告書 

  概要    
平成２４年１２月の政権交代で誕生した安倍内閣は、公共事業、金融緩和、成長戦略を「３

本の矢」とする所謂アベノミクスと称される経済政策をもとに動きはじめました。 
日経平均株価の上昇、円安に波及し、長期のデフレからの脱却を標榜し、総額 20 兆円規模

の「財政出動」や東日本大震災の復興促進・防災体制の強化を軸に、公共事業を主体とした予

算編成が組まれ、インフレターゲット(物価上昇率の目標)を 2%に設定し「金融緩和」に向け、

日本銀行との積極的な通貨供給を前提とした政策協定が検討されています。 
しかし世界の社会情勢並びに経済動向の変化の激しい局面に対処しなければならず、「成長戦

略」の実現は、環太平洋経済連携協定(TPP)への対応も含め注目されるところです。 
さて、本協会は平成24年4月１日に一般社団法人へ移行し新たな一歩を踏み出しました。 

新法人移行認可に際し公益目的事業計画として、従来から開催してきました３つのオープンセ 
ミナーが、継続事業として認められ、この事業の推進を軸として新たな組織のもと、時流に沿 
った新分野の事業の企画・遂行に取り組みました。 
新委員会の企画委員会と理事懇談会を月例化し、他の委員会、ワーキンググループ（ＷＧ）

との連携を深めながら設立理念である「情報関連技術の普及及び利活用」を行うことにより、

「府内地域産業の情報化」を促進し、地域社会の発展に寄与することを目的に事業活動を積極

的に展開いたしました。 

また、関連諸団体・機関との連携強化を図り、地域情報産業界の課題に対しても積極的に取 

   組み、更なる本協会の知名度の向上を図りながら、広く協会活動に賛同いただける団体・機関・ 

   企業との連携を意欲的に構築すべく会員相互の連携強化に努めました。 

   平成２４年度おいても、目覚しく発展するＩＴへの対応を事業活動のテーマとし、以下の３

項目を基本方針として各委員会活動を中心に活発な事業展開に取組みました。 

    ①関連諸団体や機関との連携強化による本協会の知名度の向上 

    ②研究調査事業による啓蒙活動 

    ③地域産業の課題に対する積極的な取り組み 

なお、平成２４年度の会員数状況は以下のとおり、正会員５２会員、賛助会員10会員、 

総会員数62会員となりました。 

 

 平成23年度末 

  会員数 

  平成24年度推移 平成24年度末 

  会員数 入会 退会 

正会員   ５４   １   ３   ５２ 

賛助会員   １０       １０ 

特別会員           

  計   ６４   １   ３   ６２ 

 

・入会 

    正会員   株式会社 メディアクリエイツ （入会日：平成24年10月1日） 

  ・退会 

    正会員   エクセレンス株式会社     （退会日：平成24年9月30日） 

    正会員   株式会社ＫＳＣ        （退会日：平成24年9月30日） 

    正会員   電算紙株式会社        （退会日：平成25年3月31日） 

  ・新年度入退会予定（入会申込書取得済） 

   （ⅰ）入会 正会員   平井株式会社 

         正会員   京セラコミュニケーションシステム株式会社 

  （ⅱ）退会 賛助会員  西日本電信電話㈱京都支店（退会日：平成25年4月10日） 

 

次ページ以降において、具体的な事業活動について報告いたします。 
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平成２４年度事業報告 

【Ⅰ】定時総会・理事会の開催 

   １．定時総会 

         日 時  平成24年5月31日(木)  午後2時から午後3時10分 

           場 所  京都コンピュータ学院京都駅前校  

           第１号議案 平成２３年度 事業報告書及び決算報告書承認の件 

         第２号議案 理事１名辞任に伴う１名選任の件 

第３号議案 定款運用内規承認の件 

第４号議案 慶弔規定承認の件 

報告事項  ① 正副会長選任報告について 

② 委員会設置及び委員長選任について 

③ 平成２４年度 事業計画書及び収支予算書報告の件 

                      ④ 一般社団法人移行登記報告について 

  ２．理事会 

                （１）第１回理事会  

                                日  時 平成24年5月15日(火) 午後3時30分～午後5時30分 

場 所  京都コンピュータ学院京都駅前校 新館4階会議室  

第１号議案 正副会長選任の件 

         第２号議案 委員会設置及び委員長選任の件 

        第３号議案 平成２３年度 事業報告書及び決算報告書承認の件 

         第４号議案 平成２４年度 事業計画書及び収支予算書承認の件 

         第５号議案 定款運用内規承認の件 

         第６号議案 慶弔規定承認の件 

         第７号議案 理事１名辞任に伴う１名選任の件 

報告事項  一般社団法人移行登記報告の件 

（２）第２回理事会  

日 時 平成24年10月18日(木) 午後４時１０分～午後６時１５分 

場 所 カゴヤ・ジャパン㈱ 会議室                  

         第１号議案 新入会員の入会承認の件 

         報告事項 

① 平成２４年度 上半期 各委員会活動報告 

② 平成２４年度 上半期 収支実績報告 

③ 事務局報告 

（３）第３回理事会 （平成２５年３月２８日(木))  

       日 時 平成25年3月28日(木) 午後４時分～午後５時５５分 

       場 所  京都コンピュータ学院京都駅前校 新館4階会議室 

 第１号議案 平成２５年度 事業計画書及び収支予算書承認の件 

第２号議案 「IPA情報セキュリティ・標語・ポスター・4コマ漫画 

コンクール」への名義後援並びに団体賞協力依頼について 

第３号議案 新入会員の入会承認の件 

【Ⅱ】各委員会及び各WGの事業報告 

１．企画委員会・WG事業報告 

 （１）企画委員会 

①第1回企画委員会（理事打合せ） 

     日時：2012.04.09 (月) 16:00～   会場：㈱ユニシス会議室 

・京情協の今後の方向性を確認 
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・その他 

②第2回企画委員会＆理事懇談会 

日時：2012.04.18 (水) 18:00～   会場：㈱ユニシス会議室 

・理事各位の役割分担内定～内諾 

・各委員会の活動内容及び運営について 

・各委員会の活動予算について 

・その他意見交換 

③第3回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2012.05.08 (火) 19:00～   会場：㈱ユニシス会議室 

・各委員会、WGの役割分担の理事会確認 

・各委員会、WGの活動計画と予算検討の依頼 

・その他 

④第4回企画委員会  

2012.06.04 17:00～(月)開催予定なるも事情により中止し、企画委員長より個別に状 

況聴取を行う。 

⑤会員増強WG  

日時：2012.06.28 (木) 17:00～  会場：㈱たけびし会議室 

・橋本理事を交えて、会員増強WG活動について確認 ・その他 

⑥第5回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2012.07.03 (火) 19:00～  会 場：㈱カゴヤ・ジャパン会議室 

・各委員会、WGの進捗状況報告 

・課題検討（パンフレット作成、アドバイザーの件など） 

⑦臨時理事懇談会 

日時：2012.07.18 (水) 18:00～  会 場：㈱ユニシス会議室 

・課題検討（アドバイザーの件） 

         この場では決定したが、後日会長より以下の提案申出があり保留となった。 

① 人選のバランスが悪い 

② 会長より8月末までにもう一名候補を提案 

③  その提案以降に決定する 

⑧第6回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2012.08.06 (月) 17:00～   会 場：㈱カゴヤ・ジャパン会議室  

・各委員会、WGの進捗状況報告 

・課題検討（パンフレット作成、アドバイザーの件など） 

⑨会員増強WG委員会 

日時：2012.08.23 (月) 16:00～   会場：事務局 

・DM封入作業 

⑩第7回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2012.09.03 (木) 16:00～     会場：㈱カゴヤ・ジャパン会議室  

・各委員会、WGの進捗状況報告 

・会員増強WGでは、DM送付先のフォローを行う 

・課題検討（車座懇談会、会員親睦会の件など） 

  ⑪第8回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2012.10.03 (水) 17:00～   会場：㈱カゴヤ・ジャパン会議室 

・企画委員会：車座懇談会の会場を「ちおん舎」にする 

・イベント連携ＷＧ：11社５ブース、間口１５ｍ、見栄えも考慮 

・広報ＷＧ：10/4にミーティング。スクラップ＆ビルドで再構築 
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         ・京都ドメインＷＧ：10月からKCGで「.kyoto」公開授業開始 

・課題検討（車座懇談会、会員親睦会の件など） 

・車座懇談会の詳細を論議決定 

・京情協＆KCA合同年末懇親会の詳細を論議・決定 

⑫第9回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2012.11.05 (月) 17:00～    会場：㈱ユニシス会議室 

・会員増強WG ：DM発送先へのフォローコール（約100社）実施について 

         【結果】大半が「興味なし」であったが、一定の広告効果はあったと思われる。 

         ・京情協発信イベントWG:ガイドブックへの掲載原稿主催者へ提出済み。 

             ・広報WG：新体制での発足会実施（広報WGの方向性について等認識合わせを実施） 

             ホームページの更新は随時実施中、ホームページ新着情報、お知らせ等 

の活用（イベント案内、各社催し）---＞進めていく 

             会報誌「インターキョウト」の次年度継続可否は理事会判断とする。 

・車座懇談会参加見込について（本日付 21名/14社） 

・新年賀詞交歓会：新春セミナー（文化・地域委員会事業）と同日開催を確認 

         ・当会への著名人参加によるブランドup、広報力upについて 

          ゲスト的に参画していただく方への肩書案「フェロー」、「エグゼクティブフェロ 

ー」、 運営に関与していただく方の肩書・・・「相談役」「顧問」「アドバイザー」 

         ・京情協ホームページについて （来年２月に契約更新） 

                 WEBマガジン、活動報告、案内、イベント申込等など機能充実とメンテナンス性 

を評価し移行経費、ランニングコストを見極めて契約継続するか判断する。 

                 別途検討WGを設置して進めるべきではないかという意見有。 

・京都市との共同セミナーについて 

                 ２月頃市内の中小企業向けに京都市の基幹システム更改のチャレンジ的取組み 

についての周知やベンダーロックから地元還元への仕組み作りに向けた勉強会 

的な取り組みの構想あり。地元に本件へ耐えうる協業力を作って行かなければ実 

現できない為、その下地作りの意味合い強い。 

京情協としても全面的に協力・推進していくことを確認。更に.kyotoとの連携 

も視野に入れ包括的に構想できれば面白い。 

⑬第10回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2012.12.03 (月) 17:00～     会場：㈱ユニシス会議室 

・会員増強WG進捗状況 ：特に進展なし 

・イベント連携WG進捗状況  

          2/21.22の京都ビジネス交流フェア2013へは10社での共同出展の予定 

・広報WG進捗状況  

          協会ホームページへの情報更新随時対応中、現行のホームページ契約はH25 

年1月末まで。一ヶ月前の解約通知をしなければ自動継続。 

KCAホームページは京都コンピュータ学院専門学校の学生により作成中。 

          当協会ホームページに於いても同様の方式で改修するか、学校側担当者と打合 

          せを実施する。同時に現行システムの詳細確認（サーバー、移行難度等）、今後 

の改訂方針等をWG内で検討する（12月末） 

          産学共同的事業としてホームページコンテストを開催し独自表彰制度等創設す 

          るなどの意見あり 

・京都ドメインWG進捗状況 

          現況として全世界から2000程の申請あり。今後抽選にて順次審査に入る。 

最短でもH25年秋以降の見込み。 
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         ・次年度WGとして 

          企業と学生の交流をテーマとしたWG（講演、研修、懇親他、各種取組） 

⑭第11回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2013.2.04 (月) 1７:00～     会場：まるへい 

・会員増強WG進捗状況 

          平井株式会社が事務局と入会にむけてコンタクト中 

   ・イベント連携WG進捗状況 

         （2/4）事務局より会員向けに、2/21.22の「京都ビジネス交流フェア2013」の案 

内を送付済み。来場者へのアンケート案、ブース図、景品の案内あり。 

         ・広報WG進捗状況 

          レンタルサーバは既存契約を更新（1/末で更新必要であった件）1万/月 

          ソフト契約はH25年4月末まで。一ヶ月前の解約通知をしなければ自動継続。 

          京都コンピュータ学院の KCA ホームページ作成コンペ参加。当会向けでの採

用該当なし。検討継続 現1万/月 、@itc-kyoto.jpドメインは並行運用 

  ・京都ドメインWG進捗状況 

          抽選結果1300番台/2000申請数、3つの選定プログラムを経て使用可能となる 

為、6ヶ月~8ヵ月は期間を要する見込み 

          平成25年6月1日開催のＫＣＧ50周年式典で「.kyoto」をテーマに京都大学 

美濃教授講演予定であり、 6/中旬の府民セミナーでも「.kyoto」をテーマに 

どうかについて経営委員会に検討依頼中。 

         ・次年度WGとして 

          企業と学生の交流をテーマとしたWG（講演、研修、懇親他、各種取組） 

          （例）「わん碗・ONE展」京都清水寺参道（11/1-11）への京情協の関わり方について、西陣を IT 

でつなぎ活性化事業、祇園祭へのＩＴ関与 等 

⑮第12回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

日時：2013.03.05 (木) 16:00～     会場：魚河岸宮武 

  ・会員増強WG進捗状況 

オリックス社に声掛け（来社時）実施、各社チャンスが有れば声掛け要請。 

          平井株式会社  事務局とH25年度入会にむけて手続き中 

          京都ビジネス交流フェアにて協会パンフレット配布（シニアフェロー追加版 

200部作成） 新年度増刷予定、微修正や写真の更新は随時可能 

  ・イベント連携WG進捗状況 

   ・「京都ビジネス交流フェア2013」10社参加にて無事終了。13万円京情協支出、 

参加会員2万8千/社負担で運営 

  ・広報WG進捗状況 

ソフト契約はH25年8月末まで。一ヶ月前の解約通知をしなければ自動継続。 

来期 協会ホームページ改修予定、インターキョウト発刊は無し 

  ・京都ドメインWG進捗状況 

京都コンピュータ学院主動で動いている状況、定期的にコンタクト中、H25年

末に認可、来春サービスインの見込み 

          京情協で何ができるのか・・・勉強会等開催し検討を深めるという意見あり 

         （ドメインの信頼度を高める=審査など方針・ルールの作成など、提言） 

            ・その他 府民セミナーでの講演について「.Kyoto」をテーマに実施。 

講演依頼先について要検討（長谷川会長、内藤先生、・・・） 

 （２）会員増強WG報告  （会議日程などは上記で報告） 

      ・WGメンバー検討依頼（2012/4）→ 佐々木理事、橋本理事、若松委員（決定）。 
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       ・活動方針～活動項目、スケジュール策定（2012/5） 

・会員勧誘パンフレット作成（2012/6～8）→ パンフレット原稿作成、校正から印刷 

までを、エクザム様の協力の下行い、8月には完成。 

     ・アドバイザー選任～パンフレット記載については種々論議 

     ・会員向け勧誘依頼文書の発送（2012/8） 

      会員向けに勧誘を依頼するためパンフレットと依頼文書を事務局より発送した。 

     ・未加入会員向けDM発送→京都商工会議所の会員リストより情報関連企業を160社 

程度抽出し、WGメンバー、事務局及び理事の支援のもと、2012/9初旬に発送した。 

     ・未加入会員（DM発送先）へのプッシュ 

DM発送先160社より何の反応もないため、5名（理事、事務局、委員）により30 

社程度ずつ電話で確認を行う。効果は得られなかったが京情協の認知度の向上につ 

ながったかと考えられる。 

 （３）イベント連携WG報告 

・（公財）京都産業21主催 「京都ビジネス交流フェア2013」への共同出展 

日時：2013年2月21日（木）～2月22日（金） 10：00～17：00 

場所：京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館：大展示場） 

参加企業 計：11社（ ㈱アントアント、㈱AIVICK、㈱エステンナイン京都、 

カゴヤ・ジャパン㈱、けいしんシステムリサーチ㈱、システムプロデュース㈱、 

㈱システム創見、㈱島津ビジネスシステムズ、ジック㈱、㈱スリーエース、 

㈱ブリッジコーポレーション ） 

    ・5ブース（横：15ｍ 奥行：3ｍ 高さ：2.5ｍ） ⇒1ブースとして使用する。 

・会合：8/28（火） 11社集まり顔合わせ会及び認識合わせ会 

（４）広報WG報告 

・第1回広報WG：2012年 4月5日（木）16:00～18:00 京都電子計算(株)会議室 

     1）新事業運営体制・新部会活動について 

2）インターキョウト48号（7月1日発行予定）の発行計画準備 

3）協会ホームページのコンテンツ更新、運営、改修取組みについて 

4）広報関連事業の見直し、継続引継ぎなど新部会メンバーの勧誘方針・方策について 

は継続課題とする。 

・第2回広報WG：2012年6月7日（木）17:00～18:00 京都コンピュータ学院新館4階 

1) 新年度事業運営体制・広報活動について 

2) インターキョウト４８号の編集構成・発刊準備 

3) 協会ホームページのコンテンツの更改 

4) 今期の事業計画課題・テーマの検討 

         今期の活動対応策、会報誌のWEB化検討、ホームページの改訂、利活用促進など 

5) 担当役割引継について 

    ・第3回広報WG：2012年8月2日（木）17:00～18:00京都コンピュータ学院新館4階 

     1) インターキョウト４８号の発刊および新パンフレット作成の報告 

     2) 協会ホームページのコンテンツの更改（各委員会にて改訂作業を可能にすべく検討） 

    3) 今後の広報WGについて意見交換及び具体的提案事項の検討。 

    ・次回広報WG：2012年10月4日（木）の開催案内に際し、広報WG長としての方針 

    を予め以下の提案を行った。（9月21日メール発信） 

【広報WGの体制について】（次回議題として提案） 

       旧委員会からの体制を抜本的に見直し新規募集による新体制を提.案する。前期までは 

インターキョウトの発刊などで会合の開催は有効であったが、今期より発刊回数の減 

小などに伴い、会合での打合わせ内容などを大幅に変更する必要性が発生している。 
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また、広報WGの役割もスピード感が要求されるケースも増加傾向にあり、会合だけ 

でなく随時情報をやり取りする可能性が高まっている。上記のような役割変更にとも 

ない、今までとはご負担していただく事項が大きく変わる可能性があり、旧委員会は 

一旦解散し、役割変更の内容にご賛同していただける方のみでの新体制が望ましい。 

   ・京情協ホームページのトップページのヘッダーを㈱エクザム様のご協力により改訂した。 

 （５）京都ドメイン関連WG報告 

    ・京都コンピュータ学院様が主体で、京情協が連携する形で位置づけており、現段階で 

は特に報告すべき事項はない。今後も情報収集しながら、然るべき事項が発生した 

場合、すみやかに京情協内部で論議を行い、その取組を検討するようにする。 

 （６） 新規企画WG報告 

    ① 京情協車座懇談会「村上憲郎氏を囲んで」 

     ・アドバイザー就任予定の村上憲郎氏を囲む車座懇談会を企画。 

     ・2012年11月13日夕刻より開催することで決定。 

②京情協＆KCA 合同懇親会 

     ・2012年12月13日（木）、橋本関雪記念館「白沙村荘」にて50名規模で開催予定。 

     ・担当は地域文化委員会とする。 

     ・京都府／市、アドバイザーを招待し、賛助会員参加を積極的に促し、会員企業との 

交流を図る。 

２．経営委員会・ＷＧ事業報告 

（１）経営委員会 

①第１回経営委員会 

日時：2012. 5月17日（木）17：00～19：00 会場：京都コンピュータ学院新館4階 

      1）経営委員会新体制 

・委員長：吉本 光希、 副委員長：中田 善久 

・勉強会WG 担当副委員長が決まるまで、委員長が兼務 

2） 府民セミナーの準備状況等の報告及び役割分担 

3） 第一回経営勉強会の開催内容の提案  

・「.kyotoの説明会」内容で開催する。他、テーマ案なし。開催日未定 

・ 第２回目以降の勉強会テーマ候補（スマートグリッド、節電、企業訪問等） 

         4）景気短観   

       平成24年度第一回景気短観調査は、ただちに案内を配信して、調査する。 

     5) 会員、委員間の連絡について 

      今後、より密接に情報交換を行うためにメーリングリスト等の採用を検討する。 

      登録メンバーの公開など透明性を考慮しながら、委員長により進める。 

②第2回経営委員会 

日時：2012年 9月20日（木）17：00～19：00会場：京都コンピュータ学院新館4階 

1）景気短観調査 

・各社より景気短観データ(4～６月状況)を報告。 

・各社経営課題 

＊クラウドビジネス推進、社内外のコミュニケーション（スマートフォン等） 

・その他の景況について(情報交換) 

2)経営委員会 新体制案 

・副委員長選任案 

副委員長（府民セミナー担当）：奥田智行氏（ＮＴＴコミュニケ―ション） 

副委員長（経営研究会担当） ：若松秀永氏（バンネットワーク） 

3）経営研究会、今後のスケジュールとテーマ(年2回開催予定) 
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・第1回 11/15、17:00～19:00（第3回経営委員会開催後） 

        講師：若林直樹（京都大学教授（経営学）） 

      ・第2回は、来年2/21、17:00～19:00（第4回経営委員会開催後） 

        第一案、Google元名誉会長、村上 憲郎氏を迎えた勉強会 

        第二案、第一案開催不可能の場合、SNS・スマートフォン他の業務利用等で 

        セミナー開催予定 

・「．ｋｙｏｔｏ 」現時点でまとまっていない状況であり、概要が固まり、今年 

度中開催できるようであれば、経営研究会の追加として催行する。 

③第３回経営委員会 

日時：2012年11月15日（木）15：00～17:00 会場：京都コンピュータ学院新館４階 

1) 景気短観調査 

・各社より景気短観データ(7～9月状況)を報告。 

・各社営業課題 

厳しい中での受注確保、社員のスキルアップ 

2) 車座懇談会「村上憲郎氏を囲んで」について 

・テーマ：ビッグデータ、スマートグリッド、スマートＴＶ 他 

3） その他 

    ・京情協各委員会相互の交流を活発化する 

        ・12/13（木）、ＫＣＡとの合同親睦会が開催予定 

④第４回経営委員会  

日時：2013年2月21日（木）15：00～17:00 

会場：京都コンピュータ学院新館4階 

1) 景気短観調査 

・各社より景気短観データ(10～12月状況)を報告。 

・各社営業課題各社営業課題 

（受注量確保、利益率向上、新規事業の開拓、人材育成 他） 

2) 平成25年度経営委員会体制検討：来年度も同体制の予定。 

      3) 平成25年度経営委員会行事予定検討 

   （２）府民セミナーＷＧ 

①府民セミナー開催報告 

     ・日 時： 2012年5月31日 15：30～17：30 

     ・会 場： 京都コンピュータ学院 京都駅前校６Fホール 

     ・ テーマ： 「クラウドサービスを活用しよう！」 

         ～これからの地域社会や企業経営に生かすクラウドサービス～ 

     ・ 講 師： 日本ユニシス株式会社 U-Cloud事業部 

           関西支社 ICTプロジェクト長  松角 浩海 氏 

・主 催： 一般社団法人京都府情報産業協会 

・共 催： 京都府中小企業技術センター  

・後 援： 公益財団法人 京都産業２１、財団法人京都高度技術研究所 
京都商工会議所、ＩＴコンソーシアム京都  

     ・ 参加者：279名 

   （３）経営勉強会ＷＧ 

     ①第1回経営研究会開催報告 

・日 時：2012年11月15日（木）  17：00～19：00 

・会 場：京都コンピュータ学院京都駅前校新館4階会議室 

・テーマ：｢新規事業開発する組織つくり」 
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・講 師：京都大学経営管理大学院 教授  若林 直樹 氏 

     ・参加者：12名 

②第2回経営研究会開催報告 

・日 時：2013年2月21日（木）  17：00～19：00 

・会 場： 京都コンピュータ学院京都駅前校新館4階会議室 

・テーマ：｢スマートフォン等私物デバイスの業務利用に関して」 

・講 師：ＩＴコーディネーター 中小企業診断士 中 村  久 吉 氏 

・参加者：15名 

３．技術委員会・ＷＧ事業報告 

（１）.技術委員会   

    ①第１回技術委員会 

日時：2012年6月12日 (火) 19:00～ 会場：京都コンピュータ学院１階 

・情報化月間協賛セミナーの日程、講師の確定 

      対象者：京情協会員企業、一般府民、KCGI・KCG学生 

・SE/システム高度化研究会について 

本年度も人（ヒューマン）に着目した内容で行う。コミュニケーションスキル、 

人間関係調整能力を向上。 

         テーマ：EQ向上をテーマにした内容 

回 数：3回程度を予定 

時 間：18：00開始～20：00終了 2時間 

時 期：9,10,11月頃を想定 

・技術研究会 実施は下期以降で2回程度を想定して行う方向で検討する。 

②第2回技術委員会 

       日時：2012年7月10日（火）17：00～ 会場：京都コンピュータ学院１階 

・情報化月間協賛セミナーの日程、講師の確定等再確認 

・SE/システム高度化研究会について 

テーマ：EQ向上をテーマにした内容島津ビジネスシステムズ・船田課長よりEQ 

向上についてお話頂きこの内容で行えるのかどうかも含め検討の上確定する。 

        別途有識者として、トーマツイノベーションと費用面等も含め相談予定。 

         時期9月～11月の3～4回程度を想定。 日程（※何回コースも含め）、講師 

       場所、募集等について検討。 

・技術研究会 桑原（案）を提示 

テーマ：HTML5 入門編、実装編、そして応用。 

    ③第3回技術委員会 

     日時：2012年8月7日（火）17：00～会 場：京都コンピュータ学院１階 

・情報化月間協賛セミナー 10/17（水） 

集客方法について検討した。もっと府民（外部）の方々に周知させる必要あり。 

 各関連団体等のメルマガ（KI21、ASTEM、京都商工会議所）などの活用 

       チラシ作成の検討（だれが・どこに配布するか）。 

想定は≒300名であるが、 府民等≧100名を目標とする。  

・SE/システム高度化研究会開催の確定について 

テーマ：EQ向上をテーマにした内容 

       場 所：KCG 新館4F又は本館内の教室 

       時 間：18：00～20：00 MAX：2時間 

       回数：4回を予定 

初回：トーマツイノベーション株式会社より講師を招き「聴く力」、「考える力」 
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を主にセミナーを行う。グループディスカッションも入れて開催予定 

２回目、３回目は委員会からの方より４回目は前半に委員会からの纏め的なセミ 

ナー、参加者からの感想、後半に打上会で締めくくる。 

・技術研究会 

2012年度は中止し翌年度で実施の方向で検討しても良いのではとの意見あり。 

④ 第4回技術委員会 

     日時：2012年9月14日（金）17：00～17：40 会場：京都コンピュータ学院4階 

・情報化月間協賛セミナー 10/17（水） 

1）9/12事務局長と共催及び後援依頼のため下記５団体訪問。 

       2）ＨＰへのＵＰ（広報と申込ページの作成）。 

3）セミナー開催当日の役割分担を行う。 

・SE/システム高度化研究会経過報告について 

       ・技術研究会 2013年度に実施することとする。 

⑤第5回技術委員会 

日時：2012年10月9日（火）17：00～17：40 会場：京都コンピュータ学院4階 

・情報化月間協賛セミナー 10/17（水） 

当日の役割分担（予定） ・司会…桑原委員長「 ・挨拶…上坂副会長 ・受付

…三上委員、浦各委員 ・ホール内…内山、船田、河村各委員 

・SE/システム高度化研究会について 

初回：トーマツイノベーション9/14（金）21名 

2回目：島津ビジネスシステムズ（船田委員）9/25（火）16名 

順調に経過しており、最終日は簡単な懇親会を開催することで決定。 

3回目：ユニシス（浦委員）10/9（火） ※本日 

4回目：システム創見（桑原委員長）11/14（水）懇親会も予定 

・2013年度計画（案）の検討 

2013年度はヒューマンから実践型へ。 

京都市が先行で調査・研究を行っています「ジェネレータ・ＢＲＭＳ」を使った 

開発手法。京都市（総合企画局情報化推進室）と連携し合同で実践型の調査・研 

究について考察していきたい。2012年度内で技術研究会として、２月頃をメドに

具体的な事業を企画検討する。 

（例「ジェネレータ・ＢＲＭＳ」を使い実際の京都市のシステムの開発及び京都

府内ＩＴ企業内規制有りのオープンソースの構築等） 

      ⑥第６回技術委員会 

  日時：2012年11月14日（水）17：00～17：40 会場：京都コンピュータ学院4階 

・情報化月間協賛セミナー 10/17（水）完了報告 

盛況裡に終了した。 

・SE/システム高度化研究会について 

・2013年度計画（案）の検討 

経営委員会の吉本委員長と調整し以下の件を未だ水面下ですが進めている。 

下記の４団体でのAllKyotoプロジェクト 

    ◇ITコンソーシアム京都 クラウドコンピューティング部会 

    ◇（財）京都高度技術研究所（ASTEM）◇（一社）京都府情報産業協会 

    ◇京都コンピューターシステム事業協同組合 

京都市役所内システム開発も１つの目標としたKyotoTeam（超高速開発Pj）の 

勉強会・研究会キックオフセミナー（超高速開発セミナー） ※案ベース 

2015年2月14日（木） 京都コンピュータ学院にて実施案の検討 
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⑦第7回技術委員会 

日時：2013年2月12日（火）17：00～18:00 

・SE/高度化研究会の振返りアンケートについて意見交換。 

時間帯等は良かった。開催間隔はもう少し短くても良い。グループ討議形式は

良かったという意見多し。否定的な意見は少なく、継続実施の要望多し。 

・技術研究会セミナーについて 

・2013年度計画案 

       （ⅰ）SE/高度化研究会 

BPM（ビジネスプロセスマネージメント）をテーマにITコンソ+ASTEM+KCA合 

同で座学だけでなく実践ベースでの開催を検討。→All京都 

（ⅱ）近畿経済局が力を入れかつ大阪・徳島・和歌山も力を入れてているruby 

推進を京都でも技術者育成を行っていきたい。※KCAは2013年度行う予定。 

All京都体制の構築も視野に入れながら行っていきたい。 

 （２）情報化セミナーＷＧ報告 

・情報化月間協賛セミナー開催報告 

日 時：2012年10月17日（水）15：30～17：00 

場 所：京都コンピュータ学院京都駅前校6階ホール 

講 師：塚本 昌彦（神戸大学大学院工学研究科教授） 

テーマ：『ウェアラブル＆ユビキタス・コンピューティングの最新動向』 

主  催： 一般社団法人京都府情報産業協会 

共  催： 京都府中小企業技術センター  

後 援：公益財団法人 京都産業２１、財団法人京都高度技術研究所 
京都商工会議所、ＩＴコンソーシアム京都  

     参加者：357 

（３）ＳＥ/システム高度化研究会ＷＧ報告 

・SE/システム高度化研究会開催報告について 

「聴く力」、「考える力」についてセミナーおよびグループディスカッションを行った。 

           第 1回目 ９月14日（金）※講師：トーマツイノベーション株式会社 

        第2回目 ９月25日（火）※講師：株式会社島津ビジネスシステムズ船田朋秀 氏 

        第3回目 10月９日（火）  ※講師：株式会社ユニシス 浦 正久 氏 

        第4回目 11月13日（火） ※講師：株式会社システム創見 桑原人司 氏 

（４）技術研究会WG 

      ・技術研究会セミナー開催報告 

テーマ：「ビジネスプロセス管理に基づく先進的なシステム開発セミナー 

～京都における新たなシステム開発手法の考察～」 

■日 時：平成25年2月20日（水） 14:00～17:30（13:30開場） 

■会 場：京都コンピュータ学院 京都駅前校 新館 3階 EW34教室 

■主 催：ＩＴコンソーシアム京都、（財）京都高度技術研究所（ＡＳＴＥＭ） 

一般社団法人 京都府情報産業協会（技術委員会） 

■共 催：京都コンピュータシステム事業協同組合（ＫＣＡ） 

参加者数 講師も含め70名余。（和歌山県庁から４名出席） 

＊終了後懇親会を開催し、有益な情報交換の場となった。 

 

４. 文化・地域委員会・ＷＧ事業報告 

（１）文化・地域委員会 

①第1回文化・地域委員会 
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日 時：2012年5月22日(火)  17:00～  場 所：春神(先斗町) 

1)新旧主要メンバーの顔合わせ  

      2)新体制での活動案についてのご報告＆ご協力依頼  

今年度文化・地域委員会の活動方針・活動内容（WG概要等）についてご説明 

・5/31京情協総会後の懇親会の司会者→桂田様がご担当 

・新春セミナーの講師→候補：富士ゼロックスの古文書復元ご担当者 

・文化活動WGの見学先文化施設→候補：龍村織物 

・商店街連携活動（ミニセミナー）の詳細 

＜その他の意見＞ 

・文化活動WGに関しては外部で似た活動を行っている団体と合同で行う形で 

まずは検討していく。 

・今年度の現時点では「商店街連携WG」となっているが、地域貢献・活性化を 

目指すのであれば、今後は商店街のみでなく「地域活性化WG」という名前で 

もっと広げた活動をしてもいいのではないか。 

・新春セミナーの会場候補：嵐山の時雨殿２階大広間、橋本関雪記念館の存古楼 

・イベントやレクリエーションの参加者が固定化している。若い人も参加し易い 

イベントも考えてはどうか。（例：カヌー、ラフティング、フットサル等） 

②第2回文化・地域委員会 

日時：2012年06月21日(木)  17:30～ 場 所：レストラン蒼(烏丸御池)   

      1)第１回文化施設訪問の進捗報告・検討  

        2)商店街連携WGの進捗確認 

商店街組合のみではなく各商店街へのアプローチも検討中 

3）文化活動ＷＧの進捗確認 下記内容で検討中 

場所：佐々木酒造(候補) 

日程：9～10月 

概要：佐々木酒造と連携し、京都の伝統産業の後継者の方々のお話を聞く会。 

4）新春セミナーＷＧの進捗確認 

    ③第3回文化・地域委員会 

日時：2012年07月13日(金)  18:00～18:30 (18:30からイベント開催) 

場所：らん布袋 (三条商店街)   

      1）当日の第１回文化イベントについての流れの共有 

2）第２回文化イベントについて、佐々木酒造様との打ち合わせのご報告 

3）文化活動ＷＧの進捗確認 

4）商店街連携ＷＧの進捗確認 

④第4回文化・地域委員会 

日時：2012年9月18日(火)  17:00～18:00  場所：モリタ屋 木屋町店 

1)上半期イベントのご報告、振り返り 

2)下半期イベントについての確認 

3)会員親睦イベントＷＧの進捗確認 

4)新春セミナーＷＧの進捗確認 

5)商店街連携WGの進捗確認 

⑤第5回文化・地域委員会 

   日時：2012年10月12日(金)  17:00～18:00 場所：膳處漢ぽっちり（四条烏丸付近）  

1)会員交流イベントの内容、集客方法、予算等についての検討。 

2)会員親睦イベント日程  12月14日(金) ⇒ 12月13日(木)に変更、確定 

3)イベントの位置づけ及び内容、費用の検討 
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⑥第6回文化・地域委員会 

日時：2012年11月30日(金)  18:00～21:00 場所：京都つゆしゃぶCHIRIRI本店 

年末会員親睦会の当日スケジュール、担当割り、司会レジュメ、その他詳細確認。 

（２）新春セミナーＷＧ報告 

  ①新春セミナー開催報告 

日時：平成25年1月17日（木）午後4時 ～ 5時30分（受付：3時30分～）  

場所：京都コンピュータ学院京都駅前校６階ホール  

演題： 「歴史を受け継ぐ先端技術 ～複製古文書作成から学ぶ～」 

講師 :（株）富士ゼロックス 事業部長   間澤 孝公 氏   

主催： 一般社団法人京都府情報産業協会 

共催： 京都府中小企業技術センター    

後援： 公益財団法人 京都産業２１、財団法人京都高度技術研究所 
京都商工会議所、ＩＴコンソーシアム京都  

     参加者：250名 

（３） 文化活動WG報告 

①第１回文化活動イベント実施報告 

場所：カフェ らん布袋（三条商店街） 

日時：平成２４年７月１３日(金) 

概 要：らん布袋オーナーのカナダ人茶道家 ランディー チャネル 宗榮さんによる 

日本文化と茶道に関するセミナーと懇親会 

       参加者：14名 

②第２回文化活動イベント実施報告 

     日時：平成２４年９月１０日（月）18:30～19:00～21:00    

        佐々木酒造利き酒セミナー「古都の伝統文化と利き酒」、懇親会 

場所：『とも』（京都市東山区祇園町南側570  TEL：075－533－3038 ）    

参加者：22名 

    （４）会員親睦ＷＧ報告 

①親睦ＷＧ打合せ 

日時：2012年10月24日(水)  16:00～18:00 場所：伊右衛門サロン（烏丸三条） 

1）12/13(木)開催の会員親睦会実施運営について 

2) 会員および来賓・招待客への案内に関し詳細を検討 

       ②京情協・ＫＣＡ合同親睦会開催報告 

      日時： 2012年12月13日(木) 17:00（自由参加）or 17:30 ～ 

場所：    『橋本関雪記念館 白沙村荘（はくさそんそう）』 

次第 

17:00 受付開始 （ 17:30まで庭園散策（自由参加） ） 

 17:30 橋本眞次氏（関雪の曾孫）から白沙村荘、関雪についてのお話し 

 18:00 親睦会開宴 （食事・歓談・バンド演奏） 

 20:30 終宴 

                            参加者：53名（会員44名+元会員2名+ゲスト4名+バンド3名） 

 


