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第１号議案



4第１号議案：令和３年度 事業報告（1/32）
以下の４事業を基本方針で進めます。と宣言しました。（2021年5月）
～前期の通常総会時の第3号議案より抜粋～

●理念
「地場のITは地場のIT企業が担う。守る。」の理念は継続します。

●事業の方向性
「マッチング」をキャッチコピーに、以下の目的で活動します。

※一に「マッチング」、二に「マッチング」、三四も「マッチング」で、五に「マッチング」です。

●事業の目的
１. 「セミナー」「ITよろず相談」「事業者マッチング」 「展示会」等の機会を活用／

創出。行政様・行政関連団体様などとの連携を強化し、地元・京都におけるKCAの
認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大に繋げます。

２. KCA内において、経営者層・中堅社員層・新入社員層など、多層的な交流の機会
を設け、企業の枠を超えた「横のつながり」が、各社の課題解決・付加価値向上
に繋がるようにします。



5第１号議案：令和３年度 事業報告（2/32）

●事業の目的
１. 「セミナー」「ITよろず相談」「事業者マッチング」 「展示会」等の機会を活用／

創出。行政様・行政関連団体様などとの連携を強化し、地元・京都におけるKCAの
認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大に繋げます。

1-1.セミナー

＜計画＞

・地元団体様・企業様向けのIT関連セミナーに協力。京都府中小企業団体中央会様の「助け合い隊」
活動の一環で地元団体様向けのセミナーも実施予定。年5回を想定。

＜実績＞

・計16回、講師・共催として協力した。
・地元団体様向け講習会、経営支援員様向けセミナー、複数企業による事例紹介、個別訪問を含む

ワークショップ、行政関連機関様と企画段階から共催するなど、様々な形で実施することができ
た。



6第１号議案：令和３年度 事業報告（3/32）
＜実績の詳細＞

①「オンラインミーティング講習会」
・日時：2021年4月23日（金）13:00～15:00
・主催：清水焼団地協同組合様
・対象：清水焼団地協同組合の組合員様 （12名程）
・講師：桂田理事長

②「オンラインミーティング（セミナー）の実施方法＜応用編＞」
・日時：2021年5月18日（火）10:00～11:30
・主催： 京都商工会議所様
・対象： 京都商工会議所の経営支援員・職員様、府内商工会の経営支援員様 （80名程）
・会場：京都経済センター７階 CD会議室
・講師：桂田理事長
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③「デジタル変革（ＤＸ）実現のためのＡＩ／ＩｏＴ利活用」(オンライン開催)
・日時：2021年6月15日（火）14:30～16:50
・主催： 一般社団法人京都知恵産業創造の森様、 公益財団法人京都産業２１様、京都府様、

京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト推進協議会様
・対象： AI/IoTの利活用に興味のある中小企業等の方 （50名程）
・会場：京都経済センター７階 CD会議室
・発表：大伴理事 (エイジシステム(株))、桂田理事長 (京なか(株))
・参加者：73名
・URL：https://chiemori.jp/smart/event/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6/ai_iot20210615.html

④「ICTソリューションセミナー＆案件相談会」
・日時：9月1日（水）１．ＩＣＴソリューションセミナ-

9月8日～22日「オンライン形式個別案件相談会」
・主催：公益財団法人京都産業21様、一般社団法人京都知恵産業創造の森様
・対象：京府内のICT利活用に興味のあるものづくり中小企業様
・対応企業：㈱バンネットワーク様
・URL ：https://www.ki21.jp/semi-iot/solution_list/

第１号議案：令和３年度 事業報告（4/32）

https://chiemori.jp/smart/event/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6/ai_iot20210615.html
https://www.ki21.jp/semi-iot/solution_list/


8第１号議案：令和３年度 事業報告（5/32）
⑤ 京都府中小企業団体中央会様向けセミナー

・日時：2021年10月15日（金）15:30～17:00
・主催：京都府中小企業団体中央会様
・内容：「コロナ社会における販路拡大研修会～必見！成果を出す展示会出展のポイントを

一気に解説！！～」 ※2部構成
・対象：会員組合及び特別会員等様
・講師：第２部 桂田理事長
・URL：http://www.chuokai-kyoto.or.jp/news/information/2021/09/post-350.html

⑥ 公益財団法人京都産業21北部支援センター様向けセミナー
・日時：2021年10月26日（火）
・主催：公益財団法人京都産業21北部支援センター様
・内容：生産管理研修・第３日「生産管理におけるIT活用について」（Zoom）
・対象：北部地域の企業様
・講師：メイン 木村監事、サブ 吉本副理事長、桂田理事長

http://www.chuokai-kyoto.or.jp/news/information/2021/09/post-350.html


9第１号議案：令和３年度 事業報告（6/32）
⑦ 西陣織工業組合様向けセミナー

・日時：2021年11月9日（火）15:30～17:00
・主催：西陣織工業組合様
・内容：SNS・ECサイト活用セミナー
・対象：西陣織工業組合様の会員様
・講師：桂田理事長

⑧ 京都木材協同組合様向けパソコン研修会
・日時：2021年11月12日（金）18:00～19:30
・内容：簡単に使えるようになる「パソコン・タブレット」研修会
・対象：京都木材協同組合様のうち10名前後
・講師：桂田理事長

⑨ 京都産業21北部支援センター様向けセミナー
・日時：2021年11月25日（木）13:30～16:30
・内容：WEB・SNS広報力向上セミナー
・対象：京都府北部の中小企業様
・講師：桂田理事長
・URL：https://www.ki21.jp/hokubu/kenshu/r3/web/R3web.pdf

⑦西陣織工業組合様向けセミナー

https://www.ki21.jp/hokubu/kenshu/r3/web/R3web.pdf


10第１号議案：令和３年度 事業報告（7/32）
⑩ 京都府中小企業団体中央会女性会様向けセミナー

・日時：2021年11月24日（水）14:00～16:00
2021年12月2日（木）14:00～15:30

・内容：オンラインミーティング「Zoom」入門セミナー
・対象：中央会女性会の会員様
・講師：桂田理事長
・URL：http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20211124-1202MOCOF.pdf

⑪「デジタル変革(DX)実現のためのICT利活用
～先端技術の紹介とバックオフィス生産性向上事例紹介～」
・日時：2022年月1月19日（水）14:00～16:50
・主催：一般社団法人京都知恵産業創造の森様、公益財団法人京都産業21様、京都府様他
・共催：KCA他
・概要：第2部「バックオフィス生産性向上に関する取組について～ソリューション10事例の

紹介等～」でKCA会員企業などが発表
・対応企業：㈱ゼロワン、京なか㈱、㈱システム創見、㈱dTosh、創研情報㈱、ソフトコム㈱、

㈱たけびし、三共精機㈱、㈱東洋、㈱ネクステージ
・URL ：https://chiemori.jp/smart/event/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6/ai_iot20220119.html

http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20211124-1202MOCOF.pdf
https://chiemori.jp/smart/event/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6/ai_iot20220119.html


11第１号議案：令和３年度 事業報告（8/32）
⑫ 公益財団法人京都産業21北部支援センター様向けIT・IoT活用ワークショップ
（全5回）

・日時：2021年10月8日（金）～2022年2月14日（月）※全5回
・主催：公益財団法人京都産業21北部支援センター様
・内容：「IT／IoT活用ワークショップ」※全5回
・対象：北部地域の企業様 ３社
・講師：メイン 桂田理事長、大伴理事、木村監事、桑原顧問
・備考：2～４回目は3社様×3回個別訪問し相談対応
・URL：https://www.ki21.jp/hokubu/kenshu/r3/IT%e3%83%bbIoT_katsuyou/chirashi.pdf

⑬「情報化対応研修」
・日時：2022年3月11日（金）18:15～19:45
・会場：京都経済センター 6階 6-D会議室
・対象：京都神祇調度装束協同組合様、京都神祇工芸協同組合様の会員企業様
・講師：桂田理事長

https://www.ki21.jp/hokubu/kenshu/r3/IT%e3%83%bbIoT_katsuyou/chirashi.pdf


12第１号議案：令和３年度 事業報告（9/32）
⑭「DX（IT）導入補助金・活用事例セミナー」※委託事業

・日時：2022年3月23日（火）14:00～16:50
・主催：公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構様、公益財団法人京都産業21様、

京都府様、京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト推進協議会様
・共催：KCA、一般社団法人京都知恵産業創造の森様、京都府中小企業団体中央会様、

京都府よろず支援拠点様
・後援：京都商工会議所様
・内容：(1) DX（IT）活用補助金の説明

(2)補助金活用のDX（IT）導入事例（6例）
㈱ブリッジ・コーポレーション、
京なか㈱、㈱日本電算機標準、
㈱システム創見、ジック㈱、
京なかGOZAN、星和テクノロジー㈱

(3)名刺交換会＆「IT導入なんでも相談会」
の案内

・備考：オンライン／リアルのハイブリッド形式
でZoom配信もKCAが担当

⑭「DX（IT）導入補助金・活用事例セミナー」



13第１号議案：令和３年度 事業報告（10/32）
⑮ 組合員デジタル化講習会

・日時：2022年3月24日（木）19:00～21:00頃
・対象：京都府紙器段ボール箱工業組合様
・講師：富士フイルム ビジネスイノベーション ジャパン㈱京都支社 小倉 顕朗様、青野様
・内容：デジタルスキャンデータの整理と管理について（Ductworks の活用方法）

⑯「中小企業における情報システムの活用について」
・日時：2022年3月29日（火）15:00～ ※40分
・会場：協同組合日新電機協力会様
・対象：協同組合日新電機協力会様の会員企業様
・対象：上記組合の会員企業様
・講師：桂田理事長
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1-2.ITよろず相談

＜計画＞

・下記①②をあわせて、年４回予定

① KCAのHP・展示会などからのご相談依頼に対応。

② 京都商工会議所様が2022年度にあらたに新設された「IT活用関係」専門員相談に全面協力。
「IT活用関係」の相談が京都商工会議所様に来たら、京都商工会議所様との窓口をKCAが
担い、対応する専門家を調整。京情協様とも連携協力。

（相談者が京都商工会議所様に相談申込 → 京都商工会議所様からKCAに専門員の派遣依頼 → KCA内で専門員を選定
→ 相談日時を相談 → 相談対応 → 京都商工会議所様から専門員に謝金）

＜実績＞

・計９回のITよろず相談に対応した。
・上記①（展示会や中央会様からのご依頼）で4件
・上記②（京都商工会議所様の専門相談）で5件
・うち1件については、「事業者マッチング会」にまでつなげた。

第１号議案：令和３年度 事業報告（11/32）
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＜実績の詳細＞

・専門員の候補者（2021年5月14日時点 ※KCA内で公募）
・エイジシステム株式会社 大伴 英雄
・京なか株式会社 桂田 佳代子
・株式会社システム創見 桑原 人司
・ジック株式会社 木村 秀和
・星和テクノロジー株式会社 大橋 昌己
・株式会社日本電算機標準 吉本 光希
・株式会社ピーパルシード 前田 恒雄

① 2021年6月7日（木）
・京都府中小企業団体中央会様からのご依頼により、京都府旅行業協同組合様のご相談対応。

対応者：桂田理事長

② 2021年7月30日の展示会「ITで商売繁盛フェア」でのご相談
・4件のITよろず相談対応を実施
（㈱いと幸様、㈱アイム今井様、一般社団法人京都産業２１北部支援センター様2件）

※東洋様2件、桂田理事長2件対応

第１号議案：令和３年度 事業報告（12/32）
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③ 2021年8月11日（水）
・7/30展示会に来れなかった㈱プレメーズ様のよろず相談対応 ※桂田理事長対応

④ 京都商工会議所様の専門相談１
・日時：2021年9月8日（水） 14:00～15:00
・対応：システムリニューアルについてのご相談
・担当：桂田理事長

⑤ 公益財団法人京都産業21北部支援センター様向けIT・IoT活用ワークショップ
の第２回目～第4回目で個別企業訪問による相談対応を実施

（3社×3回の実施）

⑥ 京都商工会議所様の専門相談２
・日時：2021年10月21日（水） 13:00～14:00
・対応：台帳管理や発注、見積といった業務上発生する作業について、自社に合ったソフト導入

の選び方、導入の要否等に係るご相談
・担当：大伴理事

第１号議案：令和３年度 事業報告（13/32）
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⑦ 京都商工会議所様の専門相談３
・日時：2022年1月17日（月）
・対応：館内・社内のDX化を進めるための種々検討の中で予約台帳のデータ化をまずは進め

たい。
・担当：桑原顧問
・備考：当件については、2022年3月10日「事業者マッチング会」を開催。

⑧ 京都商工会議所様の専門相談４
・日時：2022年1月27日（木）
・対応：旧システムの改善、解決、並びに(2)セキュリティ＝ネット対応化遅れ等のため、取り

組み方の指針を指導して欲しい。
・担当：大橋理事

⑨ 京都商工会議所様の専門相談５
・日時：2022年2月7日（月）
・対応：バックオフィスのDX化による生産性向上と電帳法改正に対応出来る経理事務への

転換が経営課題。計画策定の前段階について指導して欲しい。
・担当：木村監事

第１号議案：令和３年度 事業報告（14/32）
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1-3.事業者マッチング

＜計画＞

・「ITよろず相談」の次ステップとして、また、行政様・行政関連団体様からのご依頼、KCAの
HP・展示会などでの問合せにより実施。
複数の地元IT企業と効率よく商談・ご縁ができる機会となるため、ユーザー企業様にとっても
メリットとなる。
年３回を想定。

＜実績＞

・「事業者マッチング会」として4回開催、個別訪問によるマッチング1回実施。

第１号議案：令和３年度 事業報告（15/32）
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＜実績の詳細＞

① 事業者マッチング会１

・日時：2021年5月7日 13:30～15:30

・対象：㈱二条丸八様（京都府木津川市）
・案件：販売管理システムのリニューアル案件
・参加：㈱システム創見、㈱ジック、星和テクノロジー㈱、創研情報㈱、㈱DTS WEST、

㈱ネクステージ 進行役：桂田理事長
・備考：Zoomによるマッチング会の後、各社より提案書・見積書を提示。

② 事業者マッチング会２（Small Train無料活用セミナー）
・日時：2021年8月5日 18:30～20:30
・対象：㈱Geek Guild（ギークギルド）様
・参加：㈱ネクステージ
・備考：7月例会にて事業ご紹介（20分程度）にて、AIに特化した企業様で連携先のIT企業を

ご要望との事で、例会後に、マッチング会

第１号議案：令和３年度 事業報告（16/32）
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③ 事業者マッチング会３
・日時：2021年8月23日（月）15:00～17:00頃まで
・対象：㈱ハトヤ観光様
・案件：社内システムの見直し／保守・改修／パッケージ提案企業をご希望
・参加：㈱システム創見、星和テクノロジー㈱、㈱DTS WEST、㈱ネクステージ、

㈱クレオテック ※進行役：桂田理事長
・備考：Zoomマッチング会の後、5社より提案希望の申し出あり。

④ 2021年9月9日（木）に株式会社光響様を訪問
・KCA例会で手を挙げたブリッジコーポレーション様にお取次ぎ

→9/16にブリッジコーポレーション様と光響様がお顔合わせ。

⑤ 事業者マッチング会４
・日時：2022年3月10日（木）10:00～12:00頃まで
・対象：㈱京都産業振興センター様 ※みやこめっせの運営会社
・案件：予約台帳のデータ化について、仕様確定・開発に対応してくれる企業を紹介
・参加：㈱システム創見、創研情報㈱ ※進行役：桂田理事長
・備考：Zoomマッチング会の後、2社より提案希望の申し出あり。

第１号議案：令和３年度 事業報告（17/32）
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1-4.展示会
<計画>

・主催者である一般社団法人京都産業会館様に特別協力し、展示会の企画・運営・出展を実施。
京情協様にも協力頂く。
展示会後も、京都内の「 IT図鑑」（サイト・アプリ）として、2年間はKCAで運用する。

＜実績＞
① 2021年7月30日の展示会「ITで商売繁盛フェア」

企画・運営・出展企業の取り纏めなど、一般社団法人京都産業会館様に特別協力した。

・テーマ ：ITで商売繁盛フェア
・目 的：京都IT企業と京都企業とのビジネスマッチング
・開催日時：2021年7月30日（金） 11:00～16:30
・開催会場：京都経済センター2階 南室＋中室 ※ハイブリット開催
・出展企業：KCA・京情協の会員企業を中心に、地元IT企業 ※会員以外も出展
・来場対象：ITに関心はあるものの、導入や活用の方法がわからないといった市内中小企業
・出展者：31企業・団体
・ミニセミナー11件（ゲストスピーカー2件＋出展者によるミニセミナー9件）

※オンラインでも発信
・来場者数：201人（出展企業のスタッフ除く）

第１号議案：令和３年度 事業報告（18/32）



22第１号議案：令和３年度 事業報告（19/32）
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② 展示会サイトを構築
・展示会後、「ITで商売繁盛フェア」サイトを「IT図鑑」にリニューアル。

https://it-kyoto.kca.or.jp/

③ メルマガ配信
・展示会のアンケートで収集したメルマガ希望者などに配信

4回。宛先：122件（出展企業含む）。

④ 京都市長を表敬訪問
・2022年7月12日に展示会に先立ち、門川大輔・京都市長を

表敬訪問。

第１号議案：令和３年度 事業報告（20/32）

④京都市長を表敬訪問
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1-5.行政様・行政関連機関様との連携強化、認知度の向上
<計画>

・行政様・行政関連団体様※にとってもメリットのあるWin-Winの関係性を築き、連携を強化。
（※京都府様、京都市様、京都府中小企業団体中央会様、京都産業２１様、ASTEM様、

京都商工会議所様、近経局様、Ksisnet、関西ものづくりIoT推進連絡会議（ PIIK ）様、
ITコーディネーター京都様等を想定）

＜実績＞
・継続的な連携の他、あらたに京都府中小企業団体中央会様の助け合い隊事業「異業種交流会」に

参加。

第１号議案：令和３年度 事業報告（21/32）
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＜実績の詳細＞
① 京都府中小企業団体中央会様の会報誌2021年5月号に寄稿

「特集Ⅰ ハイブリット総会の運用ポイント」A4 2ページ ※原稿：桂田理事長

② 6月例会：
・公益財団法人京都高度技術研究所（ASTEM）研究開発本部長：竹村司様から、自己紹介および

ASTEM様の今後の事業などのご紹介
・公益財団法人京都中小企業振興センター様より、社員の福利厚生に役立つ会員サービスのご紹介

③ 7月例会：
・京都府中小企業団体中央会様より「WITHコロナ・POSTコロナ委員会の助け合い隊における

お困りごとプラットフォーム事業」をご紹介
企画調整課 課長 門 大輔様、企画調整課 主任 細見 昇様

④ 10月例会：

・京都府様から「京都府のDX推進への取り組み」についての事業ご紹介。
政策企画部 副部長（情報政策担当）西村 敏弘様
政策企画部 企画参事 CIO/CISO補佐 吉岡 信吾様

第１号議案：令和３年度 事業報告（22/32）
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⑤「1-1.セミナー」の実績⑪
・一般社団法人京都知恵産業創造の森様と共催

⑥「1-1.セミナー」の実績⑭
・公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構様と共催

⑦ 連携：関西ものづくりIoT推進連絡会議（PIIK）様
・2021年 6月24日 14:00～16:00 第１回全体会議 吉本副理事長が参加
・2021年11月17日 10:00～12:00 第２回全体会議 ※KCA～の参加者なし
・2022年 3月 4日 10:00～12:00 第３回全体会議 吉本副理事長が参加

⑧ 連携：Ksisnet（京都中小企業情報セキュリティ支援ネットワーク）様
・2021年 6月29日（火）9:30～10:30 定例会議 前田理事、木村監事が参加
・2021年 8月24日（火）9:30～10:30 定例会議 前田理事が参加
・2021年12月21日（火）9:30～10:30 定例会議 前田理事、桑原顧問が参加

第１号議案：令和３年度 事業報告（23/32）
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⑨ 京都府中小企業団体中央会様の助け合い隊事業「異業種交流会」
・日時：2021年12月9 日（木）14:00～16:00
・会場：からすま京都ホテル
・参加：21 の組合から37 名が参加
・KCA ：桂田理事長、松本副理事長、加賀専務理事、桑原顧問が参加

⑩ 京都市長と中央会役員との懇談会
・日時：2021年12月21日 11:00～12:00
・会場：京都ホテルオークラ
・概要：要望書手交。桂田より3分間ほどDX促進についての意見を口述

⑪ デジタルトランスフォーメーションによる感染症対策と社会実装への挑戦
・日時：2022年2月28日（月）15:00～17:00
・会場：京都デザイン＆テクノロジー専門学校
・主催：京都ビッグデータ活用プラットフォーム （京都府政策企画部デジタル政策推進課様）
・内容：パネルディスカッション「DXが導く感染症対策の未来」に桂田理事長がコーディネーター

として登壇
・URL：https://www.pref.kyoto.jp/digital/diseasex/news/220228_openseminar.html

第１号議案：令和３年度 事業報告（24/32）

⑨異業種交流会

https://www.pref.kyoto.jp/digital/diseasex/news/220228_openseminar.html
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1-6.受注機会の創出（案件マッチング）

＜計画＞
上記1-1～1-5などを通して、KCAで共同受注、もしくは、会員企業の受注機会を創出する。
年2件を想定。

＜実績＞
①「新型コロナウイルスワクチン接種Web予約システム」

2021年3月に5市町様に提供開始した、京都府内の5市町村向け「新型コロナウイルスワクチン
接種Web予約システム」 について、KCA保守継続。
・対象（ 5市町村）：福知山市様、宮津市様、与謝野町様、宇治田原町様、井手町様）
・対応企業：カゴヤ・ジャパン㈱、㈱システム創見、㈱ピーパルシード、京なか㈱
・備考：一部市町様については、3回目の集団接種対応によるシステム改修を実施。

② 派生システム「新型コロナウィルス医療従事者募集システム」
京都府様の集団接種会場及び大規模接種会場への「医療従事者募集システム」を受注・
保守継続。
・対応企業：カゴヤ・ジャパン㈱、㈱システム創見、京なか㈱

第１号議案：令和３年度 事業報告（25/32）
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●事業の目的
２. KCA内において、経営者層・中堅社員層・新入社員層など、多層的な交流の機会

を設け、企業の枠を超えた「横のつながり」が、各社の課題解決・付加価値向上
に繋がるようにします。

2-1.経営者層で「ビジネス連携」を強化

＜計画＞
・会員企業同士のビジネス連携を促進させるために、例会において各社持ち回りで自社の強みなど

を発表。詳細は今後検討。

＜実績＞

・毎月の例会で、基本的に、2社ずつ企業発表を実施した。

第１号議案：令和３年度 事業報告（26/32）
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・企業発表
・6月例会（2021/6/10）：

㈱DTS WEST (吉川様)、㈱ネクステージ (金田様)

・7月例会（2021/7/8） ：

㈱ビーネット （松本様）、㈱ピーパルシード（前田様）

・9月例会 (2021/9/9)    ：

エイジシステム㈱（大伴様）、㈱ブリッジコーポレーション（真部様）

・10月例会(2021/10/14）:

㈱システム創見（桑原様）

・2月例会（2022/2/10） :

プライムエンジニアリング㈱（若本様）

・3月例会（2022/3/10)  :

㈱コムウェイ、京なか㈱

第１号議案：令和３年度 事業報告（27/32）
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2-2.中堅／新入社員層で「スキル向上」を強化

＜計画＞
・京都開催の新人研修が少ないことから京都での実施サポートをするとともに、企業の枠を

超えた同期のつながりを図ってもらう。
合同研修or交流会の開催サポートなど、詳細は今後検討。年１回を想定。

2-3.人材確保の支援

＜計画＞
・優秀な人材確保に繋げるためのセミナー／交流会などを実施。詳細は今後検討。年１回を想定。

＜実績＞

・2-2、2-3をワンセットで企画段階から検討した。
・令和３年度は、2-3の人材確保に関する事業を中心に実施した。

第１号議案：令和３年度 事業報告（28/32）
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①「京都のIT企業特集」の掲載
・京都市わかもの就職支援センター様「京のまち企業訪問」

サイトにて、「京都のIT企業特集」を掲載して頂いた。
2021年12月23日公開。
KCA会員企業25社を含む28社の紹介。
加賀専務理事を中心に原稿作成。
https://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_111.cgi?CT=20&AID=170

② マイナビ転職フェア大阪に合同出展
・京都府テレワーク推進センター様のお力添えにより、

「マイナビ転職フェア大阪」に特別に２ブース出展
させて頂いた。

・日時：2022年2月6日（日）11:00～17:00
・会場：グランフロント大阪
・参加：京なか、システム創見、創研情報、バンテック、

ネクステージ、ブリッジコーポレーション
・ブース訪問者：60名

第１号議案：令和３年度 事業報告（29/32）

②マイナビ転職フェア大阪

https://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_111.cgi?CT=20&AID=170
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2-4.例会、何でもミーティング、KCA&京情協＆フレンズ杯

＜実績＞

① 通常の例会＆何でもミーティング ※新型コロナウィルスのため、何でもミーティングは開催せず

例会：６月、７月、９月、１０月、１１月、２月、３月の７回開催

＜例会ごとの参加人数＞
・6月例会：6/10（木） 16:00～18:00 第八長谷ビル８階 E室 36名（うち、Zoom20名）

・7月例会：7/8（木） 16:00～18:00 第八長谷ビル８階 E室 41名（うち、Zoom19名）

・9月例会：9/9（木） 16:00～18:00 第八長谷ビル８階 E室 36名（うち、Zoom23名）

・10月例会：10/14（木）16:00～18:00 第八長谷ビル８階 E室 42名（うち、Zoom29名）

・11月例会：11/11（木）15:00～18:00）※特別例会

京都東映撮影所の横（VRイノベーションアカデミー京都様（クロスリアリティ様））で開催。

15:00～VR/ARミニ体験会、16:00～例会（16:00～16:15はクロスリアリティ様～の紹介）

リアル参加者のみ10名。

・2月例会： 2/10（木） 16:00～18:00 第八長谷ビル8階 E室 43名（うち、Zoom27名）

・3月例会： 3/10（木） 16:00～18:00 第八長谷ビル8階 E室 26名（うち、Zoom15名）

第１号議案：令和３年度 事業報告（30/32）
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② 親睦イベント（懇親会など）
・４月（お花見例会） ※新型コロナウィルスのため中止

・８月（納涼会） ※展示会打ち上げも兼ねて予定していたが、新型コロナウィルスのため中止

・12月（京情協との合同忘年会）
・合同忘年会は中止。KCAのみ何でもミーティング（12/9） 18:00～ 綴り室町別館 11名

・１月（京情協の新春セミナー） ※賀詞交歓会は開催されず

・日時：2022年1月21日（金）16:00～17:30 ※ZOOMウェビナーによるオンラインセミナー
・テーマ：「インターネットはユートピアかディストピアか？」
・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 様

③ 親睦として「KCA＆京情協＆フレンズ杯」（ゴルフコンペ）
・季節ごとに３回程度開催予定であったが、
・2021年4月24日（土）「第64回」 ※新型コロナウィルスのため中止

・2021年10月30日（土）「第65回」

富士スタジアムゴルフ倶楽部北コース
・優勝：岡清和様
・準優勝：松本俊博様
・三位：上田治文様

第１号議案：令和３年度 事業報告（31/32）
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その他

① 例会資料をGoogle Driveに上げ、会員内での情報共有

② 京都市競争入札参加資格（物品）を取得
（令和4年4月1日～令和6年3月31日）

③ 京都府競争入札参加資格（物品）を取得
（令和3年11月1日～令和4年7月31日） ※現在、令和7年7月31日までの更新申請中

第１号議案：令和３年度 事業報告（32/32）
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第２号議案



37第２号議案：令和３年度 会計決算報告（1/1）

下記の別紙をご覧ください。

・別紙「第２号議案：予算・実績報告書」

・別紙「第２号議案：決算報告書」

・別紙「第２号議案：監査報告書」

今期より課税事業者となり、消費税を納付する義務が発生。
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第３号議案



39第３号議案：令和４年度 事業計画（案）（1/11）

●理念
「地場のITは地場のIT企業が担う。守る。」の理念は継続します。

●事業の方向性
「マッチング」をキャッチコピーに、以下の目的で活動します。

※一に「マッチング」、二に「マッチング」、三四も「マッチング」で、五に「マッチング」です。

●事業の目的
１. 「セミナー」「ITよろず相談」「事業者マッチング」 「展示会」等の機会を活用／

創出。行政様・行政関連団体様などとの連携を強化し、地元・京都におけるKCAの
認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大に繋げます。

２. KCA内において、経営者層・中堅社員層・新入社員層など、多層的な交流の機会
を設け、企業の枠を超えた「横のつながり」が、各社の課題解決・付加価値向上
に繋がるようにします。



40第３号議案：令和４年度 事業計画（案）（2/11）

●事業の目的
１. 「セミナー」「ITよろず相談」「事業者マッチング」 「展示会」等の機会を活用／

創出。行政様・行政関連団体様などとの連携を強化し、地元・京都におけるKCAの
認知度を上げ、会員企業のPR・受注機会の拡大に繋げます。

1-1.セミナー

・地元団体様・企業様向けのIT関連セミナーに協力。京都府中小企業団体中央会様の「助け合い隊」
活動の一環で地元団体様向けのセミナーも実施予定。
今期は、例えば「セミナー」×「ITよろず相談」「事業者マッチング」のように、出来る限り
活動に連続性を持たせるようにします。年8回を想定。下記は予定済みのセミナー。

①「IT導入補助金と活用事例セミナー～補助金を活用したデジタル化・ITツールの導入～」
日時：2022年5月20日（金）14:00～16:00
主催：京都銀行様
対象：今年度の補助金申請を検討・準備されている事業者様

業務の課題をITで解決したい事業者さま、IT企業探しに困っている事業者様
内容：第１部：「IT導入補助金2022」「京都市中小企業デジタル化推進事業」の概要と

ポイント（ITコーディネータ京都様）
第２部：３事例のうちの一つを、KCAとして桂田理事長が登壇



41第３号議案：令和４年度 事業計画（案）（3/11）

② 経営支援員研修

日時：2022年6月8日（木）13:00～16:30
会場：京都経済センター７階 AB会議室
主催：京都商工会議所様
対象：京都商工会議所の経営支援員様、

府内商工会議所（京商除く）経営支援員様並びに府内商工会の経営支援員様
内容：「非対面での会議や商談に利活用するITツール」



42第３号議案：令和４年度 事業計画（案）（4/11）

1-2.ITよろず相談

下記①②③をあわせて、年５回予定。事業者探しのご相談があれば「事業者マッチング」に繋げる。

① KCAのHP・展示会などからのご相談依頼に対応

② 京都商工会議所様の「IT活用関係」専門員相談に全面協力
「IT活用関係」の相談が京都商工会議所様に来たら、京都商工会議所様との窓口をKCAが担い、
対応する専門家を調整。

専門員の候補者（5/14時点）

・エイジシステム株式会社 大伴 英雄
・京なか株式会社 桂田 佳代子
・株式会社システム創見 桑原 人司
・ジック株式会社 木村 秀和
・星和テクノロジー株式会社 大橋 昌己
・株式会社日本電算機標準 吉本 光希
・株式会社ピーパルシード 前田 恒雄

③ 行政様・行政関連機関様（のご担当者様）よりご相談があった場合は②同様、全面協力

専門員として
ご協力可能な方は
お声がけ下さい
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下記は実施済み。

① 京都商工会議所様の専門相談１
・日時：2022年4月27日（水）
・対応：自社のセキュリティ関係について、事業規模・内容等からどういったソフトを導入

すべきか。UTMについて相談したい。
・担当：前田理事
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1-3.事業者マッチング

「ITよろず相談」の次ステップとして、また、行政様・行政関連団体様などからのご依頼、
KCAのHP・展示会などでの問合せにより実施。
複数の地元IT企業と効率よく商談・ご縁ができる機会となるため、ユーザー企業様にとっても
メリットとなる。
今期は、会員企業（経由）からの「事業者マッチング」
も実施したい。
年５回を想定。下記は実施済みのマッチング会。

① 事業者マッチング会１

日時：2022年5月12日 13:30～15:00
対象：㈱早川商店様（大阪市中央区） ※同業他社様よりご相談
案件：ビル管理システムのインボイス制度対応について
参加：アイ・オーシステム㈱、創研情報㈱、㈱ゼロワン、

㈱ネクステージ ※進行役：桂田理事長
備考：Zoomによるマッチング会の後、各社より提案書を提示。

自社で対応できないこと
でも、他の会員企業なら
ば対応できるかもしれま
せん。その場合は、ぜひ
「事業者マッチング」を
お客様にご提案下さい。
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1-4.展示会
主催者である京都市様に協力し、
公益財団法人京都高度技術研究所様とKCAが運営。

・テーマ ：
「中小企業デジタル化・ＤＸ促進マッチングフェア2022

～ＩＴ導入でビジネス変革～とは」

・目的：
京都市域を中心とした中小企業様・団体様・個人事業主様
などのうち、DXに関心はあるものの、「進め方がわから
ない」「補助金を活用してDX推進したい」企業様と、
地元IT事業者とのご縁を結ぶビジネスマッチング

・開催日時：
2022年5月27日（金）10:00～16:00

・開催会場：
京都経済センター2階 南室＋中室＋北室

・出展企業：
50社・団体（予定）
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1-5.行政様・行政関連機関様との連携強化、認知度の向上

行政様・行政関連団体様※にとってもメリットのあるWin-Winの関係性を築き、連携を強化。
（※京都府様、京都市様、京都府中小企業団体中央会様、京都産業２１様、ASTEM様、京都商工会議所様、近経局様、

Ksisnet、関西ものづくりIoT推進連絡会議（ PIIK ）様、ITコーディネーター京都様等を想定）

下記は実施済み。

① 連携：Ksisnet（京都中小企業情報セキュリティ支援ネットワーク）様
・2022年 4月26日（火）9:30～10:10 定例会議 前田理事、桂田理事長が参加

1-6.受注機会の創出（案件マッチング）

上記1-1～1-5などを通して、KCAで共同受注、もしくは、会員企業の受注機会を創出する。
年2件を想定
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●事業の目的
２. KCA内において、経営者層・中堅社員層・新入社員層など、多層的な交流の機会

を設け、企業の枠を超えた「横のつながり」が、各社の課題解決・付加価値向上
に繋がるようにします。

2-1.経営者層で「ビジネス連携」を強化

①デジタル化・DX成果事例の発表・収集
会員企業同士のビジネス連携を促進させるために、例会において各社持ち回りで「デジタル化、
DX推進の成果事例」を発表。
可能ならば、京都市内・府内の事業者様への導入事例を優先。
発表頂いた内容については、IT図鑑サイトもしくは展示会サイトに掲載するとともに、
メルマガ配信する。年間で10事例を想定。
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2-2.視察研修

・他地域における事例やビジネスマッチング、会員企業同士の親睦をはかるための視察研修を実施。
１つの候補として、「ResorTech EXPO in Okinawa」（開催日：2022年11月17日～18日）
などの開催に合わせて、地元企業様（団体様）とも情報交換。
沖縄県大阪事務所様から情報を頂きながら、地域選定・日程等も含めて今後検討。

2-3.人材確保の支援
・優秀な人材確保に繋げるためのセミナー／求人フェアなどを実施。詳細は今後検討。

年２回を想定。

2-4.例会、何でもミーティング、KCA&京情協＆フレンズ杯

・通常の例会＆何でもミーティング ※何でもミーティングについては、コロナの状況により開催可否を判断

・６月、７月、９月、１０月、１１月、２月、３月の７回開催予定
・親睦イベント（懇親会など）

・4月7日（お花見例会）、８月（納涼会）、12月（京情協との合同忘年会）、
１月（京情協の賀詞交歓会の参加）

・親睦として「KCA＆京情協＆フレンズ杯」（ゴルフコンペ） ※季節ごとに３回程度予定

・「第66回」（2022年5月28日（土）宇治田原カントリー倶楽部
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実施計画表（案）について

下記の別紙をご覧ください。

・別紙「第３号議案：実施絵計画表（案）」
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第４号議案
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実施計画表（案）について

下記の別紙をご覧ください。

・別紙「第４号議案：収支予算（案）」
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第５号議案
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2022年度 役員報酬決定の件

理事会決議による役員報酬「無報酬」の提案決議
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第６号議案
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2022年度 役員改選の件


