
「京都市中小企業未来力会議」（平成３０年３月２６日） 参加者名簿

○参加者（五十音順・傍聴者を除く）

氏　名 会　社　等 業種

1 芳村　敦 ㈱芳村屋 代表
京都青年中央会監事

石材業
業種別団体

2 浅野　雄祐 生活空館Asanoya 代表
伏見大手筋商店街振興組合理事長

小売業（家具）
商店街

3 安部　孝幸 京都銀行 公務・地域連携部 次長 金融機関

4 池内　真広 池内友禅 京友禅

5 石田　信幸 京都銀行 公務・地域連携部 参事役 金融機関

6 今井　秀司 ピースライフジャパン 代表
電子書籍絵本企画販売，ウェブデザイン，コ
ンサルティング

7 岩井　清 岩井木材㈱ 代表 木材

8 宇高　史昭 KGPN（旧:京都グリーン購入ネットワーク） 事務局長 団体事務局

9 尾池　広文 京都銀行 公務・地域連携部 部長 金融機関

10 大歯　明徳 商工組合中央金庫 京都支店 次長 金融機関

11 岡村　充泰 ㈱ウエダ本社 代表 リノベーション，空間プロデュース

12 岡山　摩紀 岡山工芸 代表 京友禅

13 長村　達也 ㈱富岡工務店 工務部長
京都中小企業家同友会 伏見支部幹事

建設業
異業種団体

14 織田　昌志 京都信用金庫 企業成長推進部 部長 金融機関

15 小野　嘉広 ㈱小野デンキ 代表
伏見大手筋商店街振興組合 常務理事

小売業（電器）
商店街

16 片岡　靖 京都府中小企業団体中央会 企画調整課 担当課長 団体事務局

17 桂田　佳代子 京なかＧＯＺＡＮ 代表 情報

18 桂田　明日加 曙産業㈱ 取締役総務部長 機械工具商

19 河野　将之 ㈱キャピタル 代表 雑貨、ギフト総合卸

20 金加　文郎 京都商工会議所 中小企業支援センター 企画・計画担当課長 団体事務局

21 久津間　幹 プロデューサー 情報

22 桑原　人司 ㈱システム創見 代表
京都コンピューターシステム事業協同組合

情報

23 桑原　憂貴 KUMIKIPROJECT㈱ 代表 国産DIYルームキットの開発，販売

24 酒部　隆文 京都府中小企業団体中央会 企画調整課 主事 団体事務局

25 佐藤　豊 京都電子計算㈱ 執行役員 情報

26 佐野　智哉 京都中央信用金庫 地域創生部 係長 金融機関

27 宿野　秀晴 MedicoTec㈱ 代表
京都中小企業家同友会 政策委員長

製造業（展示装置，演出装置製作）
異業種団体

28 鈴木　千鶴 ㈲鈴木モータース 代表 自動車販売・整備

29 関　恵 発酵食堂カモシカ 代表 飲食業，小売業

30 関　佳彦 ㈲京フーズ 代表 飲食業

31 門廻　匡侍 日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業 課長代理 金融機関

32 髙橋　広行 同志社大学准教授 学識者

33 高林　義郎 京都中央信用金庫 地域創生部 次長 金融機関

34 田川　広一 ㈲中村ローソク 代表 和蝋燭

35 竹内　弘一 KBS京都 キャスター 情報

36 竹野　政吉 ㈱ソフトウェアクリニック 代表 情報

37 竹村　一鷹 ㈱TIKUSON 代表
京都商工会議所青年部会長

製造業（電機・機械）
異業種団体

38 田島　慎也 京都中小企業家同友会 事務局長 団体事務局

39 多田　有一郎 京都信用金庫 企業成長推進部 代理 金融機関

40 田中　和彦 ㈱コミュニティ・ラボ 代表 不動産コンサルタント

世話人

参加者



氏　名 会　社　等 業種

41 田中　健一 ㈱コミュースタイル サービス，IT

42 田中　聖子 ㈱コミュニティ・ラボ 取締役 不動産コンサルタント

43 田中　慎 京都市ソーシャルイノベーション研究所
税理士法人田中経営会計事務所

税理士

44 田中　裕也 瓦久　田中瓦店
京都中小企業家同友会 政策委員

製造業（瓦）
異業種団体

45 田中　珠生 京都中小企業家同友会 事務局員 団体事務局

46 田房　夏波 ㈱和える 西日本統括本部長 子ども向け伝産品

47 田村　篤史 ㈱ツナグム 代表取締役 拠点運営事業

48 椿　直己 京都信用金庫 企業成長推進部 代理 金融機関

49 土井　美奈子 KGPN（旧:京都グリーン購入ネットワーク） 事務局長 団体事務局

50 戸田　紳司 ㈲コーチ・しおん 代表
京都中小企業家同友会 理事・政策委員

経営支援
異業種団体

51 中川　雄介 ㈲伏見プランニングセンター 代表
ＮＰＯ法人伏見観光協会 事務局長

情報通信業
観光

52 中嶋　直己 ㈱中嶋農園 代表 農業

53 中島　佑太郎 ㈱YOKOITO 取締役
FABコーディネーター
デジタル工作器材導入支援業

54 中林　良純 京都府中小企業団体中央会 企画調整課 主事 団体事務局

55 中村　亨 中村機業店 代表 西陣織

56 成岡　秀夫 ㈱成岡マネジメントオフィス 代表
京都府事業引継ぎ支援センター統括責任者

中小企業診断士
経営改革支援

57 西村　和代 カラーズジャパン㈱ 代表 飲食

58 糠谷　幸裕 京都信用保証協会 経営支援室 専任次長 金融機関

59 野原　未紀也 京都府中小企業団体中央会 企画調整課 主事 団体事務局

60 野本　浩司 ㈱素久製作所 代表 金属製品製造（板金，製缶加工）

61 林　明 ㈱京都エタニティ 代表 映像制作

62 林　岳則 ㈱JTBグローバルマーケティング＆トラベル 旅行

63 本田　恵理子 マインドクリエイターズ・ジャパン㈱ 代表 出版，ブランディング，マーケティング

64 古本　敦子 KGPN（旧:京都グリーン購入ネットワーク） 事務局長 団体事務局

65 松田　治彦 ㈱イータイム 代表 IT，情報

66 松本　義正 ㈱松本旅館
京都府旅館ホテル生活衛生同業組合青年部会　部会長

宿泊業
業種別団体

67 マルチュケ・ダービッド 創価大学 講師 学識者

68 水木　ユキ TIME and ＤＥＳＩＧＮ 代表 デザイン，IT

69 宮内　孝輔 株式会社MicroNations 代表 シェアハウス・飲食店経営

70 森本　一成 京都電子計算㈱ 情報

71 矢里　仁志 ㈱YOSCAn 代表 財務コンサルティング

72 安毛　真之介 京都府商工労働観光部 商業・経営支援課 主査 京都府

73 安田　正広 ㈱ペニーソラ京都 代表 コンサルティング

74 山下　正人 京都中央信用金庫 地域創生部 業務役 金融機関

75 山元　新司 京都銀行 公務・地域連携部地域活性化室 室長 金融機関

76 吉川　忠男 サンケイデザイン㈱ 代表 製造業（印刷業）

77 米田　明 シスポート㈱ 代表
京都中小企業家同友会 副代表理事

情報
異業種団体

参加者



○顧　問

渡邉　隆夫

安藤　源行

阪口　雄次

井上　誠二

小倉　悟

富家　政彦

○京都市

門川　大作

上田　誠

安河内　博

亀永　和彦

尾上　晋太郎

森　正樹

大東　哲雄

小林　かえで

栗山　剛

恵良　陽一

上村　健

須蒲　央

松野　光宏

藤岡　伸亮

山本　亮太朗

矢田部　衛

事務局 小山　幸司郎　

山下　修平

田中　和典

阪田　裕明

畑中　伸夫

吉田　仁昭

橋　優作

　　　　　　同　　　産業政策課ひと・しごと環境整備係長

　　同　　商工部商業振興課地域商業活性化係長

産業観光局ひと・しごと環境整備担当部長

顧問

京都府中小企業団体中央会　会長

京都府中小企業団体中央会　副会長

（公財）京都中小企業振興センター　理事長

京都中小企業家同友会常任相談役

日本政策金融公庫京都支店　国民生活事業統轄

商工組合中央金庫京都支店長

　　同　　　　　　　創生戦略係長

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

総合企画局総合政策室創生戦略・市民協働推進部長長

　　　　　　同　伝統産業課工芸係長

市長

産業観光局長

産業観光局商工部長

　　同　　産業戦略部産業政策課ひと・しごと・環境整備担当課長

　　　　　　同　　　産業政策課

　　　　　　同　　　産業政策課課長補佐

　　同　　　　　中小企業振興課

　　同　　　　　中小企業振興課

産業観光局商工部中小企業振興課長

　　同　　　　　中小企業振興課経営支援係長

　　同　　農林振興室農政企画課企画係長

　　同　　　　　中小企業振興課金融支援係長

都市計画局まち再生・創造推進室空き家対策課長

　　同　　　　　中小企業振興課担当係長

　　同　　　　　中小企業振興課

　　同　　東部農業振興センター担い手支援係長


