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平成２６年度 事業報告書 

   

概要 
我が国経済はデフレの早期脱却と景気の好循環を目指し積極果敢な政策展開を図り、諸指標

においても回復軌道にあります。また多極化する世界の社会情勢や経済動向への対応も一層多

様性が増し柔軟な政策運営が期待されるところです。 

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満３年が経過しました。 

新法人移行認可に際し認められた公益目的支出計画は今年度を最終年度として鋭意取り組んで 

まいりましたが、予定どおり完了いたしました。 

企画委員会と理事懇談会を月例的に開催し、他の委員会、ワーキンググループ（ＷＧ）との

連携のもと、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、今年度は京都府より「.kyoto」活用新ブランド展開支援事業を委託され学校法人京都 

   コンピュータ学園の全面的な協力のもと事業を遂行しました。 

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。 

    

    なお、平成２６年度の会員数状況は以下のとおり、正会員５６会員、賛助会員９会員、 

総会員数６５会員となりました。 

 

 平成 25年度末 

  会員数 

  平成 26年度推移 平成 26年度末 

  会員数 入会 退会 

正会員   ５４   ３   １   ５６ 

賛助会員    ９        ９ 

特別会員           

  計   ６３   ３   １   ６５ 

 

・入会 

     正会員   エイジシステム（株）京都経営本社 

     正会員   創研情報株式会社関西オフィス  

     正会員   株式会社ソフィア京都支店 

  ・退会 

     正会員   株式会社エイコ―       （退会日：平成 26年 4月 1日） 

       

  ・新年度入会予定（入会申込書取得済） 

     正会員   株式会社メディアインパクト  （入会日：平成 27年 4月 1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２６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２６年６月１９日(木)  午後２時～午後３時２０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２５年度事業報告書及び決算報告書承認の件 

第２号議案  : 平成２５年度公益目的支出計画実施報告書承認の件 

 第３号議案  :  理事全８名任期満了に伴う選任の件 

    第４号議案  : 監事全２名任期満了に伴う選任の件 

第５号議案  :  特別職１名任期満了に伴う承認の件 

（会長・副会長選出のため理事会開催につき休憩）       

理事会における会長・副会長の選任報告 

報告事項 

１．平成２６年度事業計画書及び収支予算書報告の件 

         ２．平成２６年度各委員会委員長について 

  ２．理事会 

     （１）第１回理事会  

         日 時  平成２６年５月２０日(火)  午３時～後３時４０分 

場 所  株式会社カゴヤ・ジャパン 会議室 

第１号議案  平成２５年度 事業報告書及び決算報告書承認の件    

第２号議案 平成２５年度公益目的支出計画実施報告承認の件 

        第３号議案 理事任期満了に伴う候補者選任の件 

         第４号議案 監事任期満了に伴う候補者選任の件 

         第５号議案 特別職任期満了に伴う候補者選任の件 

         第６号議案 平成２６年度定時総会招集について 

（２）第２回理事会  

日 時 平成２６年６月１９日(木) 午後３時１０分～午後３時２０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 

（３）第３回理事会  

    日 時 平成２６年１０月２８日（火）午後２時１０分～午後３時 

  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２６年度補正予算承認の件  

第 2号議案「わん碗 ONE展」協賛広告承認の件 

事務局報告 

（４）第４回理事会  

      日  時 平成２７年３月３０日(月) 午後３時～午後４時２０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２７年度 事業計画書及び収支予算書承認の件 

第２号議案 第 11回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティ 

コンクール」2015への後援名義使用許可承認の件 

第３号議案 「.kyoto」ドメインの会員企業への付与および活用協力について 

          第４号議案 新入会員の入会承認の件 

         事務局報告  
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【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＆理事懇談会 

    ①第 1回企画委員会＆理事懇談会 

日時：平成 26年 4月 7日 (月) 17:00～20：30  会場：カゴヤ・ジャパン㈱会議室 

(1) 活動方針について 

(2) 委員会体制について 

(3) ワーキンググループ（ＷＧ）活動について  

         (4)7月頃「車座懇談会」開催予定について 

     ②第 2回企画委員会＆理事懇談会 

日 時：平成 26年 7月 7日 (水)16:00～18：00  会場：京都コンピュータ学院 

(1) 7月 23日（水）開催「第一回文化活動イベント」＆「車座懇談会」について 

(2) 「．Kyoto」活用新ブランド展開支援事業に係る京都府との委託契約等について 

(3) 京都の産業を守る府警の取り組みについて（協力依頼） 

(4) 第 36回全情連大会『ANIA岡山大会』への参加協力について 

③第 3回企画委員会＆理事懇談会 

        日 時：平成 26年 9月 1日 (火) 19:00～   会場：けいしんシステムリサーチ㈱ 

(1)各委員会活動報告 

(2) IPAひろげよう情報・モラルセキュリティコンクール【京都】地域審査会の件 

(3) 第 36回全情連大会『ANIA岡山大会』への参加者について 

(4）日韓ビジネスセミナー開催参加企業募集について 

       (5)特別企画 WG報告 「第２回車座懇談会」の開催報告 

      ④第 4回企画委員会＆理事懇談会  

日 時：平成 26年 12月 1日 (月) 19:00～   会場：カゴヤ・ジャパン㈱ 

(1) 各委員会活動報告 

(2) 京情協・KCA合同忘年会開催について 

(3) 事務局 

 ・新春セミナー及び新年賀詞交換会開催について  

           ・京都ビジネス交流フェア2014（2014/2/20～21開催）、9月上旬頃に会員企 

業にお知らせ（公募）を行う予定（8～10社程度・28,000円／一社負担） 

           ・新年度事業計画策定の準備について 

⑤第 5回企画委員会 

日 時：平成 27年 1月 15日 (木) 14：00～15：00  会場：京都コンピュータ学院 

           (1) 各委員会新年度事業計画について（構想、意見交換等） 

        (2) 事務局報告    

・第 5 回京（みやこ）サイバー犯罪対策協議会について（小野企画委員長出席） 

⑥第 6回企画委員会＆特別理事懇談会 

     日 時：平成 27年 2月 9日 (月) 17:00～19：00 会場：京都コンピュータ学院 

      (1) 各委員会新年度事業計画について（構想、意見交換等） 

        (2) 事務局報告 

・平成２６年度予算年度末収支執行見込について  

       ・事務局連絡事項（年度末理事会、定時総会等日程調整について 

         (3) 理事懇談会議題  

「.ｋｙｏｔｏ」関連の提案事項について （意見交換） 
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 （２）「.ｋｙｏｔｏ」関連ＷＧ 

    ①ユーザー対象セミナーの開催 

第１回テーマ：「新 gTLDの現状と TMCH」（6月，7月） 

  内容：既存の TLDは 277でしたが，2013年 11月".holdings"，".clothing"等， 

      7つの新 gTLDの運用が開始され，2014年末にはその数は数百を超え， 

          商標をお持ちの方にとってはリスクが高まることが予想される。 

          これに対して ICANNが義務付けた商標権者優先登録と TMCHについて 

          説明した。 

第２回テーマ：「".kyoto"ファウンダーズプログラム」（8月，9月） 

  内容：限定 100 ドメインの最優先登録です。".kyoto"は ICANN との契約締結後， 

          運用を開始予定。開始直後の".kyoto"の積極的な活用を望む方に希望ドメ 

イン名の先行割り当てを行います。その申請方法，登録までの流れについ 

て説明した。 

第３回テーマ：「".kyoto"サンライズ」（10月，11月） 

  内容：ドメイン名の価値はその文字列にあるといっても過言ではなく、既に多 

     数のドメイン名が登録されてしまっている".jp"，".com"等は良い文字列 

を取得することは困難です。これから運用を開始する".kyoto"は，価値あ 

るドメイン名を得るチャンスがあります。商標をお持ちでこれまで希望す 

るドメイン名を得られなかった方，これから新しい事業を始められる方に 

     ".kyoto"のサンライズはお勧めであり、申請・登録方法について説明した。 

②「.kyoto」ユーザー対象個別相談会の開催 

「.kyoto」ドメイン名取得相談会 1月～3月 （計３６組） 

ドメイン名取得と商標等の準備、取得後既存ドメイン名からの変更について相談。 

 

（３）特別企画WG 

    ①車座懇談会開催報告 

開催日時 平成 26 年 7 月 23 日（火）18 時～ 

会   場 「ちおん舎」（衣棚通三条上る西側） 

～村上憲郎氏を囲んで～ 

「ウエアラブルと O2O（Online to Offline)が切り拓く ICTの新地平」 

～歓談タイム～ 

～フリーディスカッション～ 

＜参加者概要＞43（講話関係者 2名・会員：30名・般参加者：11名）      

 

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：平成 26年 5月 16日（木）17：00～19：00 会場：バンテック株式会社 

（1）景気短観調査 

        （2）府民セミナーの進捗報告 

          （3）経営研究会開催日とテーマ検討 

           (4)事務局連絡事項 

     ②第 2回経営委員会 

日時：平成 26年 8月 21日（木）17：00～19：00 会場：バンテック株式会社 

(1) 景気短観調査 
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        (2) 第 1回経営研究会予定状況説明 

(3) 事務局連絡事項 

      ③第 3回経営委員会 

日時：平成 26年 11月 20日（木）17：00～19：00 会場：バンテック株式会社 

(1) 景気短観調査 

          (2) 次年度・府民セミナーテーマ検討 

(3) 事務局連絡事項 

④第 4回経営委員会 

日時：平成 27年 2月 20日（木）15：00～17：00 会場：京都コンピュータ学院 

(1) 景気短観調査 

            (2) 27年度経営委員会体制の検討 

(3) 27年度経営委員会事業テーマの検討 

(4) 事務局連絡事項その他 

 

（２）府民セミナーＷＧ 

◆府民セミナー開催報告 

     ・日 時： 平成 26年 6月 19日（木）16：00～17：30 

     ・会 場： 京都コンピュータ学院 京都駅前校６Fホール 

     ・テーマ： 「デジタルファブリケーションと地域産業創出」 

～３Dプリンターと ICT活用による地域コミュニティや 

新たな産業創出、人材育成について～ 

     ・講 師：公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 

 代表理事・所長  会津 泉 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  

京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院  

・後 援：公益財団法人 京都産業２１、公益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：444名(来賓・会員 57名＋一般 23名＋学生 364名) 

  （３）経営勉強会ＷＧ 

    ① 第１回経営研究会開催報告 

・日時：平成 26年 9月 18日（木）16:00～18:00 

     ・会場：カゴヤ･ジャパン(株) 新データセンター見学会 

・テーマ :  新データセンター見学会および情報交換 

・参加者：13名 

      ② 第 2回経営研究会開催報告 

・日時：平成 27年 2月 19日（木）17:00～19:00 

・会場：バンテック(株) 502号室 

       ・テーマ :｢｢経営からみる情報セキュリティー」 

～「ICTサプライチェーン時代の有効で効率の良い 

情報セキュリティー施策」～ 

・講 師 : 倉茂 了 氏 

（コンサルタント QMS,EMS,OHSAS,ISMS主任審査員） 

・参加者：12名 
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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：平成 26年 6月 11日（水）17：00～ 会場：京情協事務局 

・2014年度の研究会（SE/高度化研究会、技術研究会） 

・2014年 10月予定の情報化月間の講演者 

②第 2回技術委員会 

     日 時：平成 26年 7月 15日（火）17：00～ 場所：京情協 事務局 

・情報化月間協賛セミナー開催案の確認 

日時：平成 26年 10月 28日（木）、場所：京都コンピュータ学院京都駅前校ホール 

講師： 検討(打診中) 

・ＳＥ/システム高度化研究会ＷＧ準備検討（意見交換） 

    ③第 3回技術委員会 

    日時：平成 26年 9月 10日（水）17：00～  場所：京情協 事務局 

・情報化月間協賛セミナーについて開催日時及び講演テーマの最終確定再確認 

日時 平成 26年 10月 28日（木）15：30 

場所 京都コンピュータ学院京都駅前校 ホール   

講師 杉本 礼彦 氏 (株)ブリリアント 代表取締役 

テーマ 「これからのウェアラブルコンピュータ 

～MIRAMAが作る未来とクリエイティブ」 

・ＳＥ/高度化研究会（技術研究会と統合して行う） 

テーマ：「コミュニケーション」「女性活力」等で行う。 

３回シリーズ 

         （ⅰ）10/29（水）18：00～20：00  キャンパスプラザ京都 

         （ⅱ）11/12（水）18：00～20：00  キャンパスプラザ京都 

         （ⅲ）11/26（水）18：00～20：00  キャンパスプラザ京都 

（２）情報化セミナーWG 

◆情報化月間協賛「京都情報化セミナー」開催報告 

     ・開催日時 : 平成 26年 10月 28日（火）午後 3時 30分 ～ 午後 5時  

・場   所  : 京都コンピュータ学院京都駅前校６階ホール   

・テーマ  ：「これからのウェアラブルコンピュータ 

～MIRAMAが作る未来とクリエイティブ」 

・講   師  :  株式会社ブリリアントサービス 代表取締役  杉本 礼彦 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  

京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院   

・後 援 ： 公益財団法人京都産業２１、公益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   

     ・参加料 ： 無料 

     ・参加者 ： 390名(関係団体・一般 27名＋会員 41名＋学生 322名) 

（３）ＳＥ/高度化研究会 WG 

◆ＳＥ/高度化研究会開催報告 

     ・テーマ：コミュニケーション力の向上に焦点をあて開催し参加者の積極的な討議を通 

      じて、コミュニケーション力の向上を目指した。 

・会 場：キャンパスプラザ京都  
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（ⅰ）10月 29日（水）18：00～19：30  

サブテーマ 1：「さわやかな自己表現：アサーティブコミュニケーション」 

 講師：（株）ビジネスコンサルタント 

 (ⅱ) 11月 12日（水）18：00～19：30   

サブテーマ 2：「あなたのやりがいは何ですか」 

    講師：㈱ユニシス取締役部長 浦 正久 氏 

（ⅲ）11月 15日（金）18：00～19：30  

サブテーマ 3：「顧客満足度向上の為の考動について」 

           講師：㈱クランディム代表取締役 岩元 政夫 氏 

 

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 

日 時：平成 26年 4月 15日(火)  17:00～18:30 

場  所：㈱カゴヤ・ジャパン会議室  

＜議題＞ 

・新年度委員会活動の企画について意見交換 

・第一回文化活動イベントについて検討 

・新会員の北野氏、平井氏との顔合わせ 

＜検討された事項＞ 

      ・祇園祭後祭関係のイベントについて：約半世紀ぶりに後祭が復活。17日と 24日の 2度に

分けて山鉾巡行が実施されることになり、また 150年ぶりに復活する 33基目の山鉾・大

船鉾の復活の話題性を取り入れる企画について意見交換をした。 

②第 2回文化・地域委員会 

日時：平成 26年 5月 20日(火)  17:00～18:30   

場所：㈱カゴヤ・ジャパン会議室 

高田委員から３名の方をご紹介 

   ・NPO法人 KOBEみなとマルシェ 山崎様 

   ・株式会社グローブアクト 堀内様 

   ・一般社団法人関西インバウンド事業推進協議会 今治様 

   ※商店街の活性化などの活動もされている事から、次回に情報交換予定とする。 

＜議題＞ 

・第一回文化活動イベントの検討 

7月 23日開催及び当日のスケジュール概要の確定 

     ＊車座懇談会と連携して開催 

    ・新春セミナーの検討 

     講師、テーマについて意見交換をおこなった。 

③第 3回文化・地域委員会 

日時：平成 26年 7月 1日(火) 17:00～18:00 

場所：京都いのべーしょんオフィス （㈱平井ビル） 

＜議題＞ 

・7/23文化活動イベントの詳細（確定） 

    ・新春セミナーについて 具体案の検討 

   ・第二回文化活動イベントの開催案の検討 

 



 

 

8 

（２）新春セミナーWG 

   ◆新春セミナー開催報告 

    ・日 時 : 平成 27年 1月 15日（木）午後 4時 ～ 午後 5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   

・テーマ ：「ＩＴを使って文化を広めるには」  

・講  師  : 五条坂・茶わん坂ネットワーク会長    山田 悦央 氏 

・パネラー：(株)東五六 京焼販売店）代表取締役  浅井 興二 氏 

      陶芸家 壺屋喜兵衛   店    主    猪飼  祐一  氏 

            陶芸家 紅村ｓｔｕｄｉｏ『Arche』   林   侑子 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 

                  京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院 

・後 援 ： 公益財団法人京都産業２１、公益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   

    ・参加料 ： 無料 

    ・参加者 ： 348名(来賓・会員 48名＋一般 14名＋学生 286名)  

   ◆【賀詞交歓会】 

    日 時：27年 1月 15日（木） 午後 6時～午後 8時 

    場 所：京都コンピュータ学院京都駅前校６階 ラウンジ   

（３）文化活動 WG報告 

①第一回文化活動イベント実施報告 

    集合日時：平成 26年 7月 23日（水） 9時 45分    

集合場所：『橋弁慶山町家』 （京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２３１番地 ）  

     16:00～16:30  橋弁慶山町衆によるミニ講座「後祭と橋弁慶山について」 

   16:30～17:30 宵山そぞろ歩き（車座懇談会の会場「ちおん舎」へ）   

      参加費：無料 

②第二回文化活動イベント実施報告 

     日時：平成 26年 10月 24日（金）15:30～20:30    

   集合場所 ： 河井寛次郎記念館 京都市東山区五条坂鐘鋳町 56 

      概  要 ：15：30～17：00 和菓子作り体験 

        17：30～20：30 祇園「メンバーズクラブｊ」 

         ☆甘春堂.木ノ下社長様のお話し      

参加費 ：3,000 円/人（和菓子作り体験・懇親会費込）参加者：10名 

    

（４）五条坂・茶碗坂連携 WG 

    「第 2回わん碗 ONE展」への参加と協賛（広告）の実施 

日時 ：平成 26年 11月 1日（土）～11日（火） 

（５）会員親睦 WG 

   ◆京情協・ＫＣＡ合同忘年会実施報告 

～シャンソンを聴きながらのお食事をお楽しむ～ 

シャンソン歌手：白木ゆう子 様 

日時 ： 平成 26年 12月 18日（木）18時 30分～ （受付 18時～） 

場所 ： フォーチュンガーデン京都 

会費 ： 7,000円／お一人  参加者：54名  

以上 


