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平成２８年度 事業報告書 

   

概要 
 

我が国経済は、大胆な金融政策として平成28年 2月 16日日銀がマイナス金利政策に踏み切り

ましたが、9 月には「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入への転換を余儀なくされ、

一方個人消費も円高基調の加速もあり厳しい状況で推移しました。世界経済面においても、トラ

ンプ新政権の誕生により TPP 離脱やアメリカ第 1 主義政策による影響が新たな混迷を引き起こ

す要因となり、年明け以降その対応に予断を許さない情勢となりました。 

さて、本協会は４委員会の事業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。 

 本年もクラウド、ビッグデータ、O２O、ウェアラブル、IoT、IoE、サイバーセキュリティなど

のキーワードに呼応したセミナーの開催や研究会活動を行いました。 

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 

に平成 28年 7月 22日に設立された一般社団法人日本 IT団体連盟に全情連（ANIA）を通じて協 

力し、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２８年度の会員数状況は以下のとおり、正会員６０会員、賛助会員８会員、 

総会員数６８会員となりました。 

 

 平成27年度末 

  会員数 

  平成 28年度推移 平成 28年度末 

  会員数 入会 退会 

正会員    61   3 4     60 

賛助会員     8       8 

  計    69   2   4     68 

 

・入会 

     正会員  アートム株式会社          （入会日：平成 28年  4月 1日） 

     正会員  株式会社サイエンティア京都オフィス （入会日：平成 28年 10月 1日） 

正会員  アイマトリックス株式会社      （入会日：平成 29年  3月 1日） 

      

  ・退会 

    正会員  京セラコミュニケーションシステム株式会社  

 （退会日：平成 28年 9月 30日） 

正会員  株式会社プライマル        （退会日：平成 29年 3月 31日） 

     正会員  株式会社ユニシス         （退会日：平成 29年 3月 31日） 

     正会員  株式会社ＡＩＶＩＣＫ       （退会日：平成 29年 3月 31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２８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 28年 6月 29日（水） 14：00～15：40 

       場 所  京都コンピュータ学院京都駅前校 

第１号議案  平成 27年度 事業報告書及び決算報告書承認の件    

第２号議案 定款変更の件 

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 

報告事項 

  ① 平成28年度事業計画書及び収支予算書報告の件 

  ② 平成28年度各委員会委員長について 

  ③ 新入会員入会報告について     

  ２．理事会 

      （１）第１回理事会  

        日 時  平成 28年 5月 30日(月) 14：00～15：05 

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 事業報告書及び決算報告書承認の件    

第２号議案 定款変更の件 

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 新入会員入会承認の件 

第７号議案 平成 28年度定時総会招集について 

    報告事項 

                  ①全情連（ANIA）総会及び（一社）神奈川県情報サービス産業協会創立 30周 

年記念式典講演会・懇親会について 

②定時総会・府民セミナー・会員交流懇親会の開催について 

③ＪＩＳＡ高度化事業等補助金申請について 

（２）第２回理事会（定時総会時） 

   日 時 平成 28年６月 29日(水) 15：35～15：45 

場 所 京都コンピュータ学院 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 28年 10月 20日(木) 14：00～15：20 

場 所 京都コンピュータ学院 新館４階会議室                  

         第１号議案 京都情報大学院大学サイバー京都研究所主催 

「情報セキュリティーセミナー」への名義後援承認の件 

   報告事項 

  ① 第３８回全情連大会（ANIAあきた大会）開催および参加報告 

 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報告 

 ③ 第１回経営研究会協賛：「ｉＯＳコンソーシアム関西支部第 5回セミナー」 

   の集客及び終了後の交流会について 
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    （４）第４回理事会  

         日 時 平成 29年 3月 30日（木） 15：00～16：30 

       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 29年度 事業計画書及び収支予算書承認の件 

第２号議案 「ITコーディネーター資格取得のケース研修 in京都」開催への 

協力及び名義後援承認の件 

第３号議案 新入会員の入会承認の件 

報告事項 

①退会報告 

②平成 29年度 第１回理事会（定時総会議案の決議）開催日時について 

③定時総会・府民セミナーの開催日時について 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

【Ⅱ】各委員会及び各 WGの事業報告 

 

１．企画委員会 

  ◆ 企画委員会＆理事懇談会の開催 

    第１回企画委員会＆理事懇談会 

日時：平成 28年 4月 13日(水)17：00～18：10  

会場：京都経済倶楽部（古今烏丸ビル３Ｆ） 

     （１）平成28年度事業計画および収支予算について（理事会決定事項の確認） 

(２) 事務局報告 

 

    第２回企画委員会＆理事懇談会 

日時：平成 28年 5月 9日(月)17：00～20：30分 会場：すぎうら（蛸薬師店） 

      （１）特別企画「車座懇談会」開催企画＆準備等について 

（２）第１回技術委員会兼第７回京都クラウドビジネス研究会の定例会について  

      （３）府民セミナー開催企画＆準備等について 

      （４）第一回文化交流イベント企画＆準備等について（4/28 文化地域委員会報告） 

        （５）平成28年度 JISA地域活性化事業助成金要項について（申請締切 6月末） 

 

    第３回企画委員会＆理事懇談会  

日時：平成 28年 7月 14日(木)14：00～15：00分  会場 「ちおん舎」 

      （１）中小企業における消費税転嫁について     近畿経済産業局より 

（２）各委員会案件について報告 

             (３) 平成 28年度全情連（ANIA）秋田大会参加について（申込締切 7月 29日（金）） 

 

     第４回企画委員会＆理事懇談会  

日時：平成 28年 9月 5日(月)17：00～20：00  場所：美竹（よしたけ） 

        （１）車座懇談会開催実施報告 

        （２）日本 IT連盟設立総会＆記念パーティー出席報告 

（３）全情連（ANIA）秋田大会報告 

               (４) ＫＣＡ9月例会（京情協技術委員会との合同特別セミナー）について 

        （５）第 1回経営研究会の開催日及びｉＯＳコンソーシアムとの共催について 

         (６）第 1回文化交流イベント開催報告 

        （７）ＪＩＳＡ地域高度化事業交付限度額決定：３０万円（３セミナー合計額）  
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        第５回企画委員会＆理事懇談会  

             日時：平成 28年 10月 6日(木)16：00～18：30  

場所：京都コンピュータ学院新館４階 

       （１）各委員会上期事業報告ついて 

         （２）上期収支実績報告について 

（３）下期事業計画の確認（実施予定事業等の進捗状況）について新 

                (４) 京都情報大学院大学サイバー京都研究所主催「情報セキュリティーセミナー」 

への名義後援並びに広報について 

         （５）退会報告 京セラコミュニケーションシステム㈱ （退会日：9月 30日） 

         （６）第 38回全情連大会（ANIAあきた大会）参加報告について 

 

      第６回企画委員会＆理事懇談会 

日時：平成 29年 1月 17日(火)14：00～15：20 

      場所：京都コンピュータ学院新館４階 

      （１）各委員会第３四半期事業報告ついて 

        ・情報化月間協賛「京都情報化セミナー」開催報告 

        ・京都府北部（福知山市）情報セキュリティセミナー開催報告 

        ・第１回経営研究会協賛事業： 

「ｉＯＳコンソーシアム関西支部第 5回セミナー」開催報告 

        ・会員親睦忘年会（ＫＣＡ合同）の開催報告 

（２）第４四半期事業計画（準備状況等）について 

（３）全情連（ANIA）新春交歓会（IT連盟合同新春交歓会）参加について 

 

    第７回企画委員会＆理事懇談会  

     日時：平成 29年 2月 27日(月) 16：00～17：00  

場所：京都つゆしゃぶ CHIRIRI 本店 

        （１）「ITコーディネーター資格取得のケース研修 in京都」開催へ協力及び 

名義後援依頼について 

      （２）平成29年度事業計画策定素案について  （協議及び意見交換） 

           （３）平成29年度事業収支予算素案について（事務局長素案） 

      （４）「京都ビジネス交流フェア 2017」（3月 1日～2日）共同出展について 

      （５）サービス等生産性向上 IT導入支援事業「IT導入補助金」説明会について 

 

◆ 特別企画「車座懇談会」開催報告 

       ・開催日時：平成 28年 7月 14日（木）18：00～20：30  会場：「ちおん舎」 

       ・テーマ：電力システム改革が切り拓く ICTの新地平 

～ IoT・ビックデータ・人工知能 ～ 

       ・講 師：村上憲郎氏   講演＆食事＆フリーディスカッション 

・会 費：4,000円     ・参加者数：38名  

 

   ◆第 38回全情連大会（ANIAあきた大会）開催および参加報告 （大会概要等別紙参照） 

      ・開催日時 平成 28年 9月 15日（木）～16日（金） 

・会  場 秋田キャッスルホテル 

       ・参 加 者 長谷川会長、三添副会長、木下理事、小野理事、中村理事、椋田監事、 

          加賀氏（創研情報㈱）、北村氏（iOSコンソーシアム）、事務局長 計 9名  
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２．経営委員会 

◆ 経営委員会の開催 

    第１回経営委員会＆情報交換ひろば 

        日時：平成 28年 5月 19日（木）17：00～20：00 

      場所：バンテック㈱会議室（マスギビル 5階 502号会議室 

       （１）第１四半期景気短観について 

      （２）府民セミナーの準備状況等について 

      （３）経営研究会テーマ検討 

（４）事務局連絡事項 

        第２回経営委員会＆情報交換ひろば 

      日時：平成 28年 9月 29日（木）17：00～18：00  

      場所：バンテック株式会社 （マスギビル 5階 502号会議室） 

      （１）第１回経営研究会開催について 

        ・（一社）iOSコンソーシアム関西支部との共催セミナーとして11月 17日（木）

に開催することを決定。 

      （３）事務局連絡事項 

    第３回経営委員会＆情報交換ひろば 

      日時：平成 28年 11月 24日（木）17：00～18：30  

      場所：バンテック株式会社 （マスギビル 5階 502号会議室） 

       （１）第１四半期景気短観について 

18社より回答あり集計表により各社コメント及び意見交換を行った。 

       （２）第１回経営研究会開催報告について 

       （３）第 2回経営研究会テーマ及び開催日、会場の検討 

             （４）事務局連絡事項 

【情報交換ひろば】18：00～18：30 

         ・株式会社たけびし 自社商材等の紹介・説明他 

    第４回経営委員会＆情報交換ひろば 

      日時：平成 29年 2月 16日（木）16：30～17：30  

      場所：バンテック株式会社 （マスギビル 5階 502号会議室） 

       （１）平成 29年度経営委員会事業計画＆予算案策定について 

         ・委員会開催日程、府民セミナーテーマと開催日程、経営研究会開催日程等 

         ・経営委員会予算：本年度収支見込により事務局長提示素案の検討及び協議 

       （２）その他 （一社）iOSコンソーシアムとの共催又は協賛行事等について 

◆ 府民セミナーの開催報告 

・日 時  : 平成 28年 6月 29日（水）16：00～ 17：30 

・テーマ ：「自動運転で脚光浴びる～Ｖｅｈｉｃｌｅ ＩｏＴと人工知能」 

・場 所  : 京都コンピュータ学院京都駅前校６階ホール  

・講 師  : インテル(株)戦略企画室オートモーティブ・ユニット・チーフ・アドバンスト・ 

サービスアーキテク ト兼ディレクター 

／名古屋大学 客員准教授  野辺 継男 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 ： 415 名(来賓・会員 53名＋一般 23名＋学生 339名) 
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◆ 第１回経営研究会の開催報告 

・日 時  : 平成 28年 11月 17日（木）13：00～17：00 

（一社）iOSコンソーシアム関西支部と共催して開催      

≪セッション 1≫ 

テーマ：「IoT時代のつながるワークスタイル」 

        ～ⅰＯＳデバイスで実現する新しい働き方～ 

  講 師：(株)ウルフ IoTイノベーションセンター所長 上級執行役員 八子 知礼 氏 

≪セッション 2 ≫  

  テーマ：「『IOS活用！』GoogleAppsga広げる働く楽しさとは？」     

  講 師：(株)電算システム カスタマーサービス事業部企画営業課  山下  元   氏 

            ｒａｋｕｍｏ(株) ビジネス開発部                         太田  一朗 氏 

≪セッション≫ 

  テーマ：「電子書籍、電子ドキュメント配信から始める社員教育・大学教育の改善事例」     

  講 師：京セラ丸善システムインテグレーション(株)教育サービス部 名和 輝明 氏 

≪（一社）京都府情報産業協会活動紹介≫          副会長 三添 忠司 氏 

・場 所：TKP京都四条烏丸カンファレンスセンターホール 3A  

・参加者 ：88名（京情協会員参加者：42名） 

 

◆ 第２回経営研究会の開催 

・日 時  : 平成 29年 2月 16日（木）17：30～18：30 

      ・テーマ｢２度の改正で e-文書法はどう変わるのか ～コストの削減と業務の効率化～｣ 

・場 所バンテック株式会社 505号室 

・講 師 (株)成岡マネジメントオフィス代表取締役（中小企業診断士）成岡 秀夫 氏  

・参加者 ：15名 

 

３．技術委員会 

◆ 技術委員会の開催 

    第１回技術委員会＆京都クラウドビジネス研究会 

         ・日 時：平成 28年 4月 20日（水）15：00～18：00 

     ・場 所：カゴヤ・ジャパン(株)会議室 

      （１）京都府ものづくり振興課より 「IoT/IoE関連助成金事業」のお知らせ 

       （２）京都クラウド研究会の各チーム活動報告～5チームからの発表 

   

    第２回技術委員会＆京都クラウドビジネス研究会 

         ・日 時：平成 28年 6月 14日（火）16：00～18：00  

     ・場 所：カゴヤ・ジャパン(株)会議室 

      （１）ミニセミナー開催 

            IIJより「標的型攻撃対策の現状と IIJの考えるその対策方法」 

      （２）沖縄県より「企業誘致セミナー in 大阪・東京開催」のご案内 

      （３）京都市情報化推進室より「オープンデータ活用」について 

      （４）京都クラウド研究会の各チーム活動報告～5チームからの発表 

    

第３回技術委員会＆京都クラウドビジネス研究会 

          ・日 時：平成 28年 9月 8日（木）16：00～18：00  

     ・場 所：池坊短期大学 洗心館６F 第一会議室 
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       （１）KCAとの合同企画による「IoT関連セミナー」の開催 

         ・テーマ 「産業界に押し寄せる ICTの潮流」 ～AI,IoT,ビッグデータ～ 

講師 京都市新産業振興室部長 中村好宏 氏 

          ・テーマ 「IIJ IoT戦略と新型サービスのご紹介」 

 講師 ㈱インターネットイニシアティブクラウド本部副本部 染谷 直 氏 

         ・参加者 50名  ②京都クラウド研究会の各チーム活動報告 

       （２）情報化セミナーの概要決定について （日程・場所の決定） 

     

      第４回技術委員会 

           ・日 時：平成 28年 12月 26日（月）16：00～18：00 

      ・場 所：バンテック(株)会議室 

        （１）京都ビジネス交流フェア出展詳細検討および準備 

        （２）その他 

 

第５回技術委員会 

              ・日 時：平成 29年 2月 7日（火）16：00～18：00 

         ・場 所：バンテック(株)会議室 

          （１）京都ビジネス交流フェア出展詳細検討および準備 

          （２）新年度技術委員会構想について 

   

    ◆Ksisnet関連活動報告について 

       （１）京都産業 21+京情協+京都府警による定例情報連絡会 

         ・開催日時 

2016/4/26（火）9：30～11：00、5/25（水）9：30～11：00、 

6/28（火）9：30～10：30、7/26（火）10：00～11：00、 

8/30（火）9：30～10：30、9/27（火）9：30～11：00 

           11/29（火）9：30～10：30、12/20（火）9：30～10：30、 

2017/1/31（火）11：00～12：00,3/28（火）9：30～10：30 

        ・会場 ： （公財）京都産業 21にて開催 

            ・出席者：京都産業 21、京都府警察本部、京都府、京都市、 

京情協技術委員会（前田、木村、桑原） 

      （２）府内北部セミナー 

       ・日時 平成 28年 11月 2日（水）13：30～17：00 

           ・場所 福知山市       

 ・参加者 前田、桑原 

 

◆Ksisnet主催 情報セキュリティシンポジウムへの参画 

       ・日 時：平成 28年 8月 5日（金）12：00～17：00  

・場 所：京都リサーチパーク 

・「情報セキュリティ対策シンポジウム」への対応 

               ※京情協会員企業からも 4社ブース出展 

 

    ◆京都サイバーセキュリティ部会（ITコンソーシアム京都） 

          （１）第 1回部会 

  ・日 時： 平成 28年 5月 11日（水）14：30～16：00   
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             ・場 所： 京都リサーチパーク 

  京情協として相談内容等の報告及びランサムウェア疑似教材の説明 

・参加者： 前田、桑原 

        （２）第 2回部会 

          ・日 時： 平成 28年 10月 25日（火）14：30～17：00 

          ・場 所： 京都リサーチパーク 

           ・参加者： 前田、桑原 

 

◆府内企業のセキュリティ相談対応 

         ・4/ 5（火）11：00～12：00 京都産業 21にて 北部倉庫会社からの相談対応 

         ・8/15（月）15：00～16：00 京都産業 21にて 宇治市製造業からの相談対応 

         ・8/24（水）11：00～12：00 京都産業 21にて 京都市製薬関連企業からの相談対応 

         ・8/26（金）10：00～11：30 相談企業にて 相談対応 

 

     ◆情報化月間協賛・京都情報化セミナー開催報告について 

       ・開催日時 平成 28年 10月 20日（木）16：00～17：30 

      ・場  所 京都コンピュータ学院 京都駅前校 ６階ホール 

       ・演  題 「ゲーミフィケーションを用いた新たなマーケティング手法： 

                       最新 AR,VR技術を活用した事例をご紹介」 

            ・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、 

             京都コンピューターシステム事業協同組合、京都クロスメディア推進戦略拠点 

・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 

         ・講  師 株式会社アーティフィス 代表取締役 長野 年起 氏 

       ・参 加 者 334名(関係団体・一般 31名＋会員 51名＋学生 262名) 

 

       ◆イベント連携 WG：「京都ビジネス交流フェア2017」出展報告 

      ・開催日時：平成 29年 3月 1日（水）～2日（木）10：00～17：00 

・会  場：パルスプラザ 

      ・出展企業：㈱アルバス、エイジシステム㈱、カゴヤ・ジャパン㈱、 

㈱システム創見、創研情報㈱、㈱ピーパルシード、京都情報大学院大学、

㈱メディアインパクト 8社  

       ・協賛支援団体  

（一社）京都府情報産業協会、 

京都コンピュータ事業協同組合 

協賛支援負担金として各 10万円支出 

 

４．文化・地域委員会 

  ◆ 文化・地域委員会の開催 

       第 1回文化・地域委員会 

     ・日 時  ： 平成 28年 4月 28日（火） 17:00～18:20  

     ・場  所 ： どんぐり四条烏丸店 

       ①第一回文化交流イベントの詳細検討 

        ②年間活動計画  
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    第 2回文化・地域委員会 

     ・日 時  ： 平成 28年 7月 14日（木） 16:00～ 

     ・場  所 ： 「ちおん舎」 

       ①第２回文化交流イベントの企画検討 

       ②新春セミナーの検討 

 

◆ 文化交流イベント開催報告 

  第一回文化交流イベント 

   ・日 時 ： 平成 28年 7月 14日（木） 15：00～受付 

   ・場 所 ： ちおん舎 （京都中京区衣棚三条上る突抜町 126）  

   ・概 要 ： 15:30 ～ （公財）四条町大船鉾保存会様による講座 

            「大船鉾（おおふねほこ）の復興秘話に学ぶ」 

              18:00 ～  村上様による車座懇談会の会場「ちおん舎」へ） 

   ・参加者 ：38名 

 

◆ 京情協＆KCA合同忘年会開催報告  

      ・日 時 ： 平成 28年 12月 13日（火） 19時開宴～21時終宴 

・場 所 ： レストラン菊水 ３Ｆ フロアー（南座前） 

・参加者 ： 60名 

 

◆ 新春セミナー開催報告 

        ・日 時 : 平成 29年 1月 17日（火）16：00 ～ 17：30 

・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 ：『食で創る未来の健康』 

     ～IoTデータ活用による生活習慣コントロールで世界をもっとハッピーに！  

  講 演Ⅰ 「腸内フローラと食が健康に与える影響」  

（講 師） 京都第一日赤病院 総合内科部長 尾本 篤志 氏 

  講 演Ⅱ 「ICTデータと健康ビジネス」 

        （講 師） 株式会社 AIVICK 代表取締役 矢津田 智子 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 ： 328名(来賓・会員 64名＋一般 21名＋学生 243名)  

 

  ◆新年賀詞交歓会開催報告 

       ・日 時 ：平成 29年 1月 17日（火）18：00 ～ 20：30  

・場 所 ： 京都コンピュータ学院京都駅前校６Ｆラウンジ 

・参加者 ： 57名 


