
会員 企業・団体名 主な業種区分 役職 備考

1 ◎ エムケイ㈱ 交通基盤等 外商部　部長 発表者

2 ◎ エムケイ㈱ 交通基盤等 外商部　

3 ◎ ㈱京都プラザホテルズ　 宿泊・物販・サービス業等 代表取締役社長 発表者

4 ㈱丸正高木商店 宿泊・物販・サービス業等 会長　　

5 ◎ ㈱綿善 宿泊・物販・サービス業等 京都ホステル禅　マネージャー 発表者

6 ◎ アリババ㈱ IT・情報通信基盤等 社長室 インバウンド事業統括担当部長

7 ◎ シスコシステムズ(合同) IT・情報通信基盤等
東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部
ビジネスデベロップメントマネージャー

8 ◎ ㈱デンソー IT・情報通信基盤等 代表取締役

9 ◎ 日本電気㈱　関西支社 IT・情報通信基盤等 まちづくり推進室　エキスパート

10 ◎ 日本電気㈱　京都支社 IT・情報通信基盤等 副支社長

11 ◎ ㈱Local24 IT・情報通信基盤等 代表取締役会長

12 ◎ ㈱Local24 IT・情報通信基盤等 CEOアシスタントスタッフ

13 ◎ インクリメントＰ㈱ ソフトウェア・アプリ･サービス等
事業本部　国内事業部　法人ソリューショング
ループ　担当マネージャー

14 JapanTaxi株式会社 ソフトウェア・アプリ･サービス等 次世代事業開発部

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

16 Bamboo ソフトウェア・アプリ･サービス等 CFO

17 ㈱フラットフィールドテクノロジーズ ソフトウェア・アプリ･サービス等 代表取締役

18 京セラ㈱ ものづくり系企業 研究企画部責任者

19 ◎ 京都中央信用金庫 金融業・保険業 地域創生部　課長代理

20 ◎ セントラルコンサルタント㈱ コンサルティング業 技術第3部みなとグループ

21 ◎ PwCコンサルティング(合同) コンサルティング業 PS部門　シニアマネージャー

22 あずさ監査法人 コンサルティング業 事業推進部シニアマネジャー

23 ㈱朝日オリコミ大阪 マスメディア関連業 マーケティングソリューション部

24 ◎ 京都新聞社 マスメディア関連業 メディア局長

25 ◎ ㈱博報堂 マスメディア関連業 CMP推進局2G 一般社員

26 ◎ アーツフォースリー(合同) その他企業（他に分類されないもの） 代表

27 ◎ 奈良先端科学技術大学院大学 大学・教育機関等 先端科学技術研究科 特任准教授

28 ◎
海の京都DMO京丹後地域本部
 （京丹後市観光公社）

団体・NPO 主任

29 ◎ (公社)京都府観光連盟 団体・NPO 専務理事

30 ◎ (公社)京都府観光連盟 団体・NPO セールスマネージャー

31 ◎ (公社)京都府観光連盟 団体・NPO セースルマネージャー

32 ◎ (公財)京都高度技術研究所 団体・NPO 未来プロジェクト推進室 プロジェクト推進部長

33 ◎ (一社)京都知恵産業創造の森 団体・NPO スマート社会推進部

34 ◎ 京都・地球みらい機構 団体・NPO 主任研究員

35 ◎ (一社)データクレイドル 団体・NPO 代表理事

36 ◎ (一社)中国経済連合会 団体・NPO 常務理事

37 ◎ (一社)中国経済連合会 団体・NPO 情報通信委員会・部長

38 総務省 近畿総合通信局 行政 情報通信振興課　上席企画監理官 オブザーバー

39 ◎ 福知山市 産業政策部 行政 産業観光課　課長補佐

40 ◎ 綾部市 定住交流部 行政 観光交流課　主事

41 宇治市 産業地域振興部 行政 観光振興課 観光係長

42 ◎ 亀岡市 産業観光部 行政 商工観光課 観光担当課長

43 木津川市 マチオモイ部 行政 観光商工課 主幹

44 ◎ 京都府 政策企画部 行政 企画参事（中部担当・府民協働担当）付　参事 発表者

45 ◎ 京都府 政策企画部 行政 企画参事（中部担当・府民協働担当）付　主事

46 ◎ 京都府 政策企画部 行政 情報政策課　主査

47 ◎ 京都府 商工労働観光部 行政 観光企画室　主事

48 ◎ 京都府 山城広域振興局 行政 商工労働観光室　副室長

49 ◎ 相楽東部未来づくりセンター 行政 副センター長

50 ◎ 京都府 南丹広域振興局 行政 商工労働観光室　副室長

51 ◎ 京都府 中丹広域振興局 行政 商工労働観光室　主事

 事務局 / アドバイザー

52 (一社)京都スマートシティ推進協議会 ファシリテーター 事務局

53 (一社)京都スマートシティ推進協議会 ファシリテーター 事務局 構成社員
㈱シンク・アンド・アクト

54 京都府 商工労働観光部 ファシリテーター 副部長付参事

55 京都府 商工労働観光部 ファシリテーター 文化学術研究都市推進課 課長補佐兼係長

56 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 副主査

57 京都府 商工労働観光部 ファシリテーター 文化学術研究都市推進課 主任 (一社)京都スマートシティ推進協議会
オペレーションディレクター

58 京都府 商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 主事

出席者名簿（当日版）


