平成 30 年 8 月 21 日（火） 18：30～
勤 労 会 館 4 0 7 会 議 室

地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ） 第３回 幹事会
１ 開会 会長あいさつ
若林様異動に伴い、後任の神澤様ご紹介

２ 討議事項
●次年度総会について
（1）次年度の開催について
候補日 ：2019 年 5 月 10 日（金）
候補場所：ワイズエッグ（事務局）を通じてご紹介のあった 2018 年 9 月頃開業予定の
コワーキングスペース（先方より詳細の確認まち）
会場費用：無料（飲食代、機器代等は別途確認）
開始時刻：14:00 or 15:00
総会セミナーの開催について：
（1）講師選定等のプロジェクトリーダー選出について
※山田昭記念基金事業終了につき、セミナー開催費用全額を予算申請
（事務局からの提案）
講師の選定について、来年度も 078 を開催する場合は、
2018 年度と同様の手配形式で依頼をしたい。承認
総会セミナーについて会員よりのプロジェクト立案、お待ちしております。
●プロジェクトについて ※No は未承認を含む申請順に採番しております。
（1）新規申請プロジェクト
08 （子ども）はじめてのプログラミング体験教室 8/20 申請
承認（全会一致）
（2）承認済プロジェクトの進捗状況について
①今後の報告について（案）
・Facebook（COPLI アカウント/前プロジェクト共通）にて随時状況を報告
②現在までの報告について
00 兵庫・神戸 IT 人材就職フェア 2019 【終了】
報告書提出済（http://copli.jp/event/2018shushoku_report/）
01 若手社員のためのトレンド技術入門セミナー（仮）
イベント詳細・告知時期・開催日の調整状況等
7 月 10 日（火）打合せを実施。テーマ及び講師についてアイデア出しを行った。
開催予定日 ：9 月末～10 月頃
時間
：平日 18:00 もしくは 19:00 開始
セミナー時間：90 分～120 分
場所
：神戸デジタル・ラボ セミナールームを想定（定員 20 名程度）
02 神戸市のプログラミング教育について考える
総務省案件への応募結果、その他企画等について
・教員向け「プログラミング体験研修」を実施予定
日時：8 月 23 日（木）
・24 日（金）各 9:00～12：00、14：00～17：00 の計 4 回
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場所：神戸市総合教育センター 505
7/11 告知、7/27 締切済 計 65 名の応募あり
≪第一部≫講義
講師：孫一氏（神戸情報大学院大学）
多井剛氏（流通科学大学）
≪第ニ部≫プログラミング体験・ワークショップ
≪第三部≫見学・体験会
有限会社パウゼ
Ｓ＆Ｆ ＰＡＲＴＮＥＲＳ、ＮＴＴドコモ
ステップワン
ＮＴＴ西日本
ワイドソフトデザイン
○今後のフォローについて
研修終了後の反響や要望についての対応が課題
→まずは実施、その後出た反響・要望についてプロジェクト内での方向性を議論
03 【第 3 回山田昭記念講演会】COPLI セミナー 【終了】
「コミュニティがビジネスを変える。共創から始まるあらたな課題解決の形」
報告書提出済（http://copli.jp/event/20180608/）
04 「メイカーズのエコシステムを神戸に創るための実験プロジェクト～We Can Be a Maker!～」
セミナー等の実施報告、視察・出展等の進捗状況、予算見込み等について
・Fablab Kobe 訪問 7 月 11 日（木）18:00～
・The DECK 訪問
8 月 3 日（金）17:00～18:30
・PLY Tokyo 訪問
8 月 3 日（金）16:00～20:00
・Maker Faire Tokyo 2018 視察
8 月 4 日（土）12:00～19:00
○ 今後の予定
・国内の先進的な Maker の方をお呼びした勉強会、セミナーの実施
・神戸内外の IoT 先進企業の講師の方をお呼びして、COPLI 会員自ら Maker となるための
ワークショップの開催
・11 月に開催が予定されている Maker Faire Shenzen 2018 へ視察（出展も検討）
05 ドローンの可能性についての研究
現在の活動状況等
7 月 13 日（金）KCF にて飛行訓練及び「AUVSI 2018」参加報告講演、打合せを実施。
ドローンイベント開催を検討。
「ドローン」を軸として多様な可能性やアイデアが生まれている。
発足時よりメンバーの知識・意欲ともに向上。
今後メイカーズプロジェクトとの連携も視野に活動を広げていきたい。
07 KIT 神戸（高知県・桂浜水族館のオフィシャルユニフォーム提案等）
現在の活動状況等
初回打合せ日を現在調整中。秋頃に現地訪問予定。
コンテスト形式にするかは未定だが、学生を中心にデザイン提供をよびかける。
多くの学生たちに交流の場を設けられるよう、今年度はより多くの学校に声をかける予定。
08 （子ども）はじめてのプログラミング体験教室 8/20 申請 8/21 承認
昨年度は定員を超える応募があった。
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今年度についても、当日の対応者数によって定員を増やすことができるので、ご協力よろし
くお願いします。
（3）プロジェクト申請者及びリーダーの幹事会出席について
・進捗状況の報告の為、承認済プロジェクトのリーダーを幹事会 ML 登録、出席できない場合は
メンバー内で代理を立てる
・C 案件の申請者は別途幹事会へ出席してもらい、プレゼン・質疑応答の場を設ける
・A～B 案件についても申請書だけでは判断しにくいものがあり、質疑応答や議論できる場を設け
てはどうか
・対面だからこそできる意思疎通や発見がある
・少額案件も対面式幹事会で審議することにより、スピードダウン・件数低下に繋がる可能性が
ある
・少額案件は判断に困る可能性も低く、B 案から対面審議の適用ではどうか
→力宗）幹事会 ML の内容や反応を見て、滞りそうな場合は事務局判断にて対面式の幹事会審議と
する
（4）各委員会からのプロジェクト申請について（すべての委員会より申請あり）
交流・視察委員会
メイカーズのエコシステムを神戸に創るための実験プロジェクト
～We Can Be a Maker!～ 実施中
ICT 企業支援委員会 就職フェア 実施済
地域貢献委員会
（子ども）はじめてのプログラミング体験教室【8/20 申請】
KIT 神戸
高知県・桂浜水族館のオフィシャルユニフォーム提案等 承認済
COPLI U-35
若手社員のためのトレンド技術入門セミナー（仮） 承認済
（5）今後の立案見込みについて
・秋頃 「IT 運動会」を立案予定
・年末
毎年恒例忘年会（リーダー未定）
・
「神戸市のプログラミング教育について考える」より経費申請予定
●その他
（1）会計報告（2018 年 7 月末時点）
（2）新規入会申請 8/1 ML にて承認済
名 称：一般/個人
推薦人：土肥様（ワイドソフトデザイン）
（3）兵庫県ニューメディア推進協議会（ニュー協）について
8 月 10 日（金）顔合わせ
35 周年を迎えるにあたり、ニュー協の見直しを行っている。
COPLI との共同企画の立案をできないか検討中。
先方の進捗があれば連絡が入るが、COPLI 側からの提案も歓迎とのこと。
●次回幹事会（対面式）の開催について
（1）目的：振り返りと今後の展開について
・プロジェクト形式による効果
・改善が必要な項目
・申請書記載に基づいた項目の実施状況、予算消化状況
・次年度について
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（2）開催（案）
2018 年 12 月
日（
）18:30～
※12 月までに対面式幹事会の開催を必要とする事案があれば、随時日程調整・開催のご連絡を
致します。

３ 閉会 副会長あいさつ

／以上
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