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平成３０年度 事業報告書 

   

概要 
 

本協会は設立理念である「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企画委員会、技術委員会、経営委 

員会の３委員会を中核として事業遂行を行いました。 

 本年もクラウド、ビッグデータ、IoT、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ました。更に全情連（ANIA）を通じて一般社団法人日本 IT団体連

盟の活動にも協力し、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３０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１１会員、 

総会員数７１会員となりました。 

 

 平成29年度末 

  会員数 

  平成 30年度推移 平成 30年度末 

  会員数 入会 退会 

正会員    59   3 2     60 

賛助会員     10     1 0    11 

  計    69   4 2     71 

 

・入会 

     正会員  イントフロート株式会社       （入会日：平成 30年  7月 1日） 

     正会員  株式会社テクサー          （入会日：平成 30年 7月 1日） 

正会員  株式会社フォー・ジェイ       （入会日：平成 30年 11月 1日） 

     賛助会員 株式会社アクロビジョン       （入会日：平成 30年 10月 1日）  

・退会 

     正会員  平井株式会社            （入会日：平成 30年 10月 1日） 

    正会員  株式会社オペックス建築事務所     （退会日：平成 31年 3月 31日） 

        

（ご参考）過去 7年間の会員数推移 

 

 

 

平成 24

年度末   

平成 25

年度末 

平成 26

年度末 

平成 27

年度末  

平成 28

年度末 

平成 29

年度末 

平成 30

年度末 

正会員 53 54 56 61 60 59 60 

賛助会員 9  9  9  8  8 10 11 

計 62 63 65 69 68 69 71 

   

   （過去 7年間の入退会累計） 

     正会員   新入会員 18社  退会会員 11社  差引 ＋7社 

     賛助会員  新入会員  3社、 退会会員  1社  差引 ＋2社 

      計    新入会員 21社、 退会会員 12社  差引 ＋9社     

 

 

次に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３０年度事業活動報告 

 

【Ⅰ】定時総会・理事会の開催 

   １．定時総会 

       日時 ：  平成 30年 6月 26日（火）14：00～15：15 

会場 ： 京都コンピュータ学院京都駅前校 

【議案】      

第 1号議案  平成 29年度 事業報告書及び決算報告書承認の件    

第 2号議案 理事任期満了に伴う候補者選任の件 

第 3号議案 監事任期満了に伴う候補者選任の件 

第 4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 30年度事業計画書及び収支予算書報告の件 

    （2）平成 30年度委員会体制及び委員長について 

    （3）新入会員入会報告について 

    （4）ＡＮＩＡ定期総会・拡大理事会開催案内について 

（5）第 40回全情連大会・ＡＮＩＡ青森大会の開催案内について 

  ２．理事会 

◆第１回理事会  

日時 ： 平成 30年 5月 24日（木）16：00～17：50 

会場 ：  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 事業報告書及び決算報告書承認の件    

第 2号議案 社団法人設立 20周年記念事業積立の件 

第 3号議案 第 14回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール 2018」

への後援名義使用許可承認の件 

第 4号議案 理事任期満了に伴う候補者選任の件 

第 5号議案 監事任期満了に伴う候補者選任の件 

第 6号議案 特別職任期満了に伴う候補者選任の件 

第 7号議案 平成 30年度定時総会招集について 

    ◆第２回理事会(定時総会議案議決終了直後開催）  

日時 ： 平成 30年 6月 26日（火）15：20～17：50 

会場 ：  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 新入会員入会承認の件 

第 3号議案「スマート社会実現のための通信インフラ LPWAN」セミナーへの 

名義後援依頼許諾承認の件    

    ◆第３回理事会 

          日時 ： 平成 30年 10月 12日（金）13：30～14：25 

会場 ：  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 (一社)日本応用情報学会（NAIS）とのMOU（覚書）の締結について 

第 2号議案 新入会員入会承認の件 

    ◆第４回理事会 

     日時 ： 平成 30年 11月 2日（金）（メールによる臨時回議）  

              第 1号議案   新入会員入会承認の件 

           



 

 

3 

◆第５回理事会  

       日時 ： 平成 31年 3月 26日（火） 16：00～17：55 

      会場 ： 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  2019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 

その他   SDGsのススメ（持続可能な開発目標）への取組みについて  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

【Ⅱ】各委員会及び各 WGの事業報告 

  １．企画委員会 

  ◆企画委員会の開催 

   第 1回企画委員会 

日時：平成 30年 8月 9日(木)17：30～18：30 

会場：京都アートグレイスウエディングヒルズ 

      （１）各委員会＆WGの下期にかけての行事の進捗状況の確認 

         ①第 1回経営研究会：2018年 9月 20日（木）（予定） 

         ②京都情報化セミナー：2018年 10月 12日（木）（予定） 

         ③京情協＆ＫＣＡ合同忘年会：2018年 12月 7日（金）（予定） 

      （２）名義後援依頼について 

         一般社団法人プロジェクトマネジメント学会「2018年度秋季研究発表大会」   

            （３）第 40 回全情連大会ＡＮＩＡ青森大会参加について（9 月 27 日（木）開催） 

   第 2回企画委員会＆役員懇談会 

日時：平成 30年 9月 10日(月)17：00～20：30分 

会場：すぎうら（中京区蛸薬師店） 

      （１）各委員会案件について 

①第 1回文化活動イベントの開催について（開催予定11 月 15日（木）） 

②第 1回経営研究会開催について（9月 20日（木）開催で検討中） 

③京都情報化セミナー：10月 12日（木）開催（技術委員会で検討中の概要）  

           （２）その他連絡事項：ANIA青森大会参加予定者について 

   第 3回企画委員会＆役員懇談会  

日時：平成 31年 1月 29日(火)14：00～15：00 

会場：京都コンピュータ学院京都駅前校新館4F  

      （１）新春セミナー＆新年賀詞交歓会開催について 

      （２）京都観光関連 IT推進WG（仮称）について 

      （３）新年度各委員会体制及び事業計画等構想について （意見交換） 

      （４）ＡＮＩＡ理事会及び新春交歓会出席について 

      （５）第3四半期収支実績状況及び年度末収支計算書見込について 

       第 4回企画委員会＆理事懇談会  

            日時：平成 31年 3月 7日(木)16：00～18：00 

場所：京都コンピュータ学院京都駅前校新館4階 

（１）2019年度事業計画策定素案について 

        （２）2019年度事業収支予算素案について 

               (３) 日本国際貿易促進協会京都総局中国視察団への参加協力について 

         （４）事務局報告事項について 

          ○（一社）日本応用情報学会（ＮＡＩＳ）との MOU（覚書）締結について 
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    ◆第 40回全情連大会 ANIA青森大会参加報告 

      ≪ 第 1日目 大 会 ≫ 

      ・開催日時 平成 30年 9月 27日（木）13：30～20：00 

・会  場 ホテル青森 (青森市堤町 1—1-23) 

            ≪ 第２日目 エクスカーション ≫ 

        ・開催日時 平成 30年 9月 28（金） 

        （Ａ）三内丸山遺跡と津軽半島観光コース 

        （Ｂ）金木・五所川原と津軽観光コース 

        （Ｃ）青森カントリークラブゴルフコース  

     ＊京情協及び京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院参加者 

      長谷川会長、小野理事、木下監事、椋田監事、創研情報(株)加賀部長、 

      ㈱アルバス高田治樹、和田事務局長、ＫＣＧＩ＆ＫＣＧ教職員 8名 計 15名 

   ◆第 1回文化交流イベント開催 

        日時 : 平成 30年 11月 15日（木）17：30〜20：00 

             ・講演会 ： 17：30～18：30頃.   

             ・懇親会 ： 18：40～20：00 

        場所 :「勝福寺」 京都市上京区中立売通松原町西入新白水丸町 455 

        講演テーマ ： 『ICTを活用し、京都の観光を盛り上げ、文化を守る』 

        講師： 二之湯  真士 氏 

        会費 ： 3.000円        参加者： 14名 

   ◆京情協＆ＫＣＡ合同忘年会 

    日時 ： 平成 30年 12月 7日（金）18時 30分（受付開始）19時開宴 

    場所 ： ウェスティン都ホテル京都 東館 2階 山城の間 

      ⅰ．玉城 忍 （京都生まれ、京都育ち）による沖縄の歌・三線 

      ⅱ．フラダンサー岡田 瑞紀 様と同志社大学フラサークル 

    会費 ： 7,000円      参加者： 47名 

◆新春セミナー開催報告 

      ・日 時 : 平成 31年 1月 29日（火）16：00 ～ 17：40 

・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：「インターネットがなくなる日」 

       ～国内外のインターネットを支える裏舞台の光と闇～ 

・講師 ：一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 副会長兼専務理事 

京都情報大学院大学 教授   立石 聡明 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 

      一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 

・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 ： 404名(来賓・会員 78名＋一般 26名＋学生 300名)  

◆新年賀詞交歓会開催報告 

     ・日 時 ：平成 31年 1月 29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 ： 55名(ご来賓・ゲスト 9名、会員 46名) 
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 ２．技術委員会 

   ◆技術委員会の開催 

 第 1回技術委員会 

    日 時：平成 30年 7月 25日（水）17：00～18：00 

場 所：京都府情報産業協会事務局（７名参加） 

議 題：５つの WGの状況について 

      第 2回技術委員会 

               日 時：平成 30年 11月 21日（水）17：00～18：00 

場 所：京都府情報産業協会事務局（3名参加） 

・Facebookについて（広報 WG） 

 ・ Webサイトについて（広報 WG） 

・来年度の AI/IoTのワークショップ打診が京都産業 21から宮嶋宛に来ているの

で相談した     

・次回の「ITなんでも相談会」日程について：1月か 2月予定 

・Facebook での発信内容について（会員向け情報の配信⇒今のところ見合わせ） 

第 3回技術委員会 

  日 時：平成 31年 2月 27日（水）17：00～18：00  

場 所：京都府情報産業協会事務局（４名参加）   

・京都情報化セミナーの講師候補： マイクロソフトエバンジェリスト西脇資哲氏  

   ・次年度の京都ビジネス交流フェアへの参加について 

   ・来年度の各 WG長を技術委員会の副委員長に決定 

   ・技術委員会は 3ヶ月に一度の第 2水曜日を基本に設定 

   ・日本応用情報学会との連携は企画委員会でスタート 

   ・技術研究会 WGを新設する。WG長：宮嶋、副 WG長：田中（ソフィア） 

     第 1回はマーケティングオートメーション関連をテーマとしソフィア田中氏

へ講師等紹介依頼    

    ◆情報化月間協賛・京都情報化セミナー開催報告について 

      日 時：平成 30年 10月 12日（金） 15：10～18：20  

場 所：京都コンピュータ学院駅前校 ６Fホール 

・第 1部「ICANNと ICANN国際会議について」（京都コンピュータ学院創立 55周年、

京都情報大学院大学創立 15周年 記念講演） 

            【講 師】 ICANN Vice President, Stakeholder Engagement & 

                          Managing Director - Asia Pacific Jia-Rong Low         

・第２部：「ダークウェッブで売買される企業情報とサイバー攻撃のサービス化」 

          【講 師】 神戸大学大学院 教授 森井昌克氏          

        ・第３部：「観光先進国「京都」観光情報学の最前線」   

           【講 師】京都大学大学院情報学研究科 社会情報学専攻 准教授 馬 強 氏 

              【ディスカッション】准教授 馬 強 氏×京なか㈱代表取締役 桂田 佳代子 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 京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学、 

Ksisnet（京都中小企業情報セキュリティ支援ネットワーク）、 

京都コンピューターシステム事業協同組合 

            後援  京都府、京都市、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 

一般社団法人インターネットプロバイダー協会 
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       参加料 ：無料 

参加者 ：350名 (来賓+一般 52名、会員 26名、学生 272名) 

＊京都情報化セミナー終了後 18：00～20：00 6階ラウンジにて情報交換会を開催した。   

    ◆情報セキュリティ WG 

 Ksisnet活動と協調し、Ksisnet定例会、ITコンソーシアム京都（サイバーセキュリテ 

ィ部会）、府内中小企業向けの標的型攻撃メール訓練等の活動を実施  

       ◆IoTクラウドワークショップ WG 

 IoT、AI、クラウドをテーマにワーキング形式で府内企業を巻き込んで研究会を開催。 

・生産性向上の為の工場管理改革「IT・IoTマッチングフェア」 

【日時】平成 30年 9月 10日（月） 14：00～16：00 

【会場】京都リサーチパーク 4号館 地下 バンケットホール A/B 

(1)講演 

テーマ：「IT活用による生産性向上と工場管理改革のポイント」 

     講 師： IT経営コンサルタント 坂田 岳史氏 

（ITコーディネーター、中小企業診断士） 

(2)シーズ発表 ※地場 IT企業 6社 

㈱ピーパルシード、ものレボ㈱、バンテック㈱、システムプロデュース㈱、 

エイジシステム㈱、京なか㈱ 

     (3)上記 6社との IT相談会 

       ◆広報 WG 

会員企業が保有する IT技術・ノウハウ・人材や各種活動案内を Web/SNSを通じて発信 

し、地域社会への認知・関心向上を向上し、地域社会の課題解決を図る。 

１． 公式 Webサイトでの情報発信 

・新着情報、オープンセミナー情報、Facebookへの誘導、委員会活動の更新 

     （１ヶ月あたり４７８名訪問、１，１１５ページビュー） 

２． 公式 Facebookでの情報発信 

・各種更新情報の投稿 

・Facebook広告運用（約 5,000円/月×5カ月間）での投稿周知＆ファン獲得 

         「いいね！」ファン数 3倍：60件⇒ 194件 

        投稿閲覧人数：3,392人、いいね！などの反応数：1,087件 

       ◆相談窓口・相談会 WG 

 Web上の相談窓口や相談会を通じて、地域社会の IT導入・活用に関する相談窓口となる 

 とともに、地域社会と会員企業とを結びつけて課題解決を図る。 

  第１回「京都府情報産業協会 ITなんでも相談会」実施 

   【日時】2018年 8月 29日（水曜日） 

     全２枠・事前予約制（先着） 

     ・14：00 ～ 14：45  ・15：00 ～ 15：45 

   【場所】京都コンピュータ学院京都駅前校新館 ４階会議室 

   【費用】無料 

   【相談結果】 

     ・高槻電器工業株式会社（EMS（半導体・電子機器受託製造）メーカー） 

         …Web関連で昨年より開始した事業についての需要・展開方法相談 

     ・公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 

         …Facebookページの活用改善相談＆その場で改善作業実施 
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３．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 30年 5月 10日（木）17：00～19：00  

      場所：バンテック㈱会議室（マスギビル 5階 502号会議室） 

       （１）上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 

【情報交換ひろば】（18：00～19：30） 

        第２回経営委員会＆第１回経営研究会 

      日時：平成 30年 9月 20日（木）16：30～20：00   

      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3回経営委員会開催について 

      （２）第2回経営研究会テーマ及び開催日、会場の確定について 

      （３）事務局連絡事項 

    第３回経営委員会＆第2回経営研究会 

      日時：平成 30年 11月 22日（木）16：00～17：00  

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

       （１）下半期景気短観について 

       （２）その他 

       （３）事務局連絡事項 

    第４回経営委員会＆情報交換ひろば 

      日時：平成 31年 2月 21日（木）17：00～18：00 

      場所：京都コンピュータ学院 京都駅前校新館４階 

       （１）2019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 

         ・消費税軽減税率対策の説明会開催等について（経済産業省より協力要請）  

 

◆ 府民セミナーの開催報告 

・日  時   : 平成 30年 6月 26日（火）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 ６Ｆホール 

・テーマ ：「NVIDIA GPUが加速するディープラーニング」 

・講 師  ： エヌビディア合同会社  

      エンタープライズマーケティング シニアマネージャー 佐々木 邦暢 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  ： 397名(来賓・会員 74名＋一般33名＋学生 290名) 

 

＊ 府民セミナー終了後18：00～20：00 6階ラウンジにて交流懇親会を開催した。 
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◆ 第１回経営研究会の開催報告 

・日 時  : 平成 30年 9月 20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） 

・テーマ ：「働き方改革と助成金の活用について」  

・講 師 ：社会保険労務士 相河 健志 氏            

・参加者 ： 14名 

 

＊ 研究会終了後 18：10～20：00 交流懇親会を開催した。 

 

◆ 第 2回経営研究会の開催報告 

・日 時  : 平成 30年 11月 22日（木）17：00～18：00  

・場 所 ：京都コンピュータ学院 京都駅前校新館４階 

・テーマ ：５年後、あなたの会社は生き残れますか？ 

「ビジネスで負けない IT 人材の戦略的育成  

～ iコンピテンシディクショナリの活用～ 」  

・講 師 ：一般社団法人 iCD 協会 普及促進担当 マネージャー 土田 修 氏  

・参加者 ： 14名 

 

＊ 研究会終了後 18：00～19：30 新館４階ラウンジにて交流懇親会を開催した。 


