
会員 主な業種区分 社名・団体名 出席予定者① 部署名・役職

○ 交通基盤等 エムケイ（株） 経営企画　次長

○ 交通基盤等 エムケイ（株） 外商部　部長

○ 交通基盤等 エムケイ（株） 外商部

○ 交通基盤等 （株）日本サルベージサービス 代表取締役社長

○ 交通基盤等 （株）日本サルベージサービス 物流事業部　営業部長

○ IT・情報通信基盤等 伊藤忠テクノソリューションズ（株） 通信キャリアビジネス営業第4部 部長

○ IT・情報通信基盤等 伊藤忠テクノソリューションズ（株） 通信キャリアビジネス営業第4部 課長

○ IT・情報通信基盤等 （株）NTTドコモ ドコモＣＳ関西 京都支店 法人営業部 担当課長

○ IT・情報通信基盤等 （株）NTTドコモ ドコモＣＳ関西 京都支店 法人営業部　主査

○ IT・情報通信基盤等 シスコシステムズ（合同） ビジネスデベロップメントマネージャー

○ IT・情報通信基盤等 （株）スイッチスマイル 取締役CMO

○ IT・情報通信基盤等 （株）セールスフォース・ドットコム 公共公益事業開発推進室　ディレクター

○ IT・情報通信基盤等 （株）ＤＴＳＷＥＳＴ 企画部 部長

○ IT・情報通信基盤等 （株）ＤＴＳＷＥＳＴ 企画部 一般

○ IT・情報通信基盤等 西日本電信電話（株） ビジネス営業本部クラウドソリューション部　主査

○ IT・情報通信基盤等 西日本電信電話（株） ビジネス営業本部クラウドソリューション部　担当課長

○ IT・情報通信基盤等 西日本電信電話（株） 京都支店　ビジネス営業部　公共営業担当部長

IT・情報通信基盤等 PayPay株式会社 京都拠点・拠点長

○ IT・情報通信基盤等 （株）Local24 ＣＥＯアシスタントスタッフ

○ ソフトウェア・アプリ･サービス等 （株）石田大成社 トヨタビジネス事業部　事業部長

ソフトウェア・アプリ･サービス等 インクリメントＰ（株） 第二事業本部　国内事業部　マネージャー

○ ソフトウェア・アプリ･サービス等 ウイングアーク1st（株）
営業・カスタマーサクセス本部　インダストリー企画営業統括部
公共企画営業部・担当部長

○ ソフトウェア・アプリ･サービス等 （株）ゼンリンデータコム 執行役員　経営企画本部　本部長

○ ソフトウェア・アプリ･サービス等 （株）ゼンリンデータコム 経営企画本部　事業企画部　副部長

○ ソフトウェア・アプリ･サービス等 ダッソー・システムズ（株） スマートシティ推進担当部長

○ ソフトウェア・アプリ･サービス等 ダッソー・システムズ（株） パブリックアフェアーズ

○ ものづくり系企業 （株）島津製作所 経営戦略室 グローバル戦略ユニット 社外連携グループ

○ ものづくり系企業 大成建設（株） 関西支店開発部　課長代理

○ ものづくり系企業 日新電機（株）
電力・環境システム事業本部 ソリューションシステム事業部 シ
ステム開発部 部長

○ 金融業・保険業 京都中央信用金庫 地域創生部　部長

○ 金融業・保険業 京都中央信用金庫 地域創生部　課長代理

○ 金融業・保険業 京都中央信用金庫 地域創生部　課長代理

金融業・保険業 （株）三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部 調査役

コンサルティング業 （株）JR西日本イノベーションズ リサーチグループ　リーダー

○ コンサルティング業 セントラルコンサルタント(株) 技術第一部　計画グループ長
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○ コンサルティング業 （株）博報堂 CMP推進局 ディレクター

○ コンサルティング業 （株）博報堂 プランナー

○
その他企業（他に分類されない
もの）

TimeAge（株） 営業部

○
その他企業（他に分類されない
もの） TimeAge（株） 営業部

○
その他企業（他に分類されない
もの） TimeAge（株） 営業部

その他企業（他に分類されない
もの）

(株)朝日オリコミ大阪 マーケティングソリューション部　部長

その他企業（他に分類されない
もの） スターマーク(株) 代表取締役社長

○ 大学・教育機関等 学校法人永守学園 京都先端科学大学 研究連携事務部　部長

○ 研究機関 (公財)京都高度技術研究所(ASTEM） 未来プロジェクト推進室　プロジェクト推進室

○ 団体・NPO
（一社）京都府山城地域振興社（お茶の京都Ｄ
ＭＯ）

総合企画局長

○ 団体・NPO
（一社）京都府山城地域振興社（お茶の京都Ｄ
ＭＯ）

事業部長

○ 団体・NPO NPO法人さらんネット　 運営委員

○ 団体・NPO (一社)運輸デジタルビジネス協議会 代表理事

○ 団体・NPO (公財)京都産業２１ 新産業推進部　コーディネータ

○ 団体・NPO (公財)京都産業２１ 新産業推進部　コーディネータ

○ 団体・NPO (公財)京都産業２１ 新産業推進部　参事

○ 団体・NPO (公財)京都産業２１ 企画総務部 部長

○ 団体・NPO (社福)京都聴覚言語障害者福祉協会 副本部長

○ 団体・NPO (社福)京都聴覚言語障害者福祉協会 総務課課長

○ 団体・NPO (一社)事故ゼロ・フォーラム 専務理事

○ 行政 福知山市 建設交通部都市・交通課交通政策係 課長補佐兼係長

○ 行政 亀岡市 副市長

○ 行政 亀岡市 まちづくり推進部 まちづくり交通課　課長

○ 行政 亀岡市 まちづくり推進部 まちづくり交通課　主幹

○ 行政 亀岡市 産業観光部 商工観光課　課長　

○ 行政 久御山町 事業建設部 事業建設部担当部長

○ 行政 京都府 政策企画部 理事

○ 行政 京都府 政策企画部 情報政策課　主査

○ 行政 京都府 農林水産部 流通・ブランド戦略課　担当課長

○ 行政 京都府農林水産部 流通・ブランド戦略課　技師

○ 行政 京都府 建設交通部 交通政策課 高速鉄道・公共交通ネットワーク担当課長

○ 行政 京都府 建設交通部 交通政策課 主事

○ 行政 京都府 建設交通部 都市計画課　計画担当　主任

○ 行政 京都府山城広域振興局 農林商工部商工労働観光室 室長

○ 行政 京都府山城広域振興局 農林商工部商工労働観光室 副室長

○ 行政 京都府南丹広域振興局 農林商工部商工労働観光室　室長


