2019 年 2 月 12 日（火） 18：30～
勤 労 会 館 4 0 7 会 議 室

地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ） 第５回 幹事会

１ 開会 会長あいさつ

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
確定日 ：2019 年 5 月 17 日（金）
※5/10・24 は先約により予約不可。
候補場所： 生田神社会館
開始時刻： 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
講師の選定について、078 と並行して手配を依頼
（2）冊子掲載原稿について
①活動報告
プロジェクトリーダーより企画終了後随時提出
※事務局より書式をお送りいたします
※2018 年度のすべての活動は 2019 年 2 月末を以て終了してください
※継続事業については 2018 年度最後の会議（2 月末までに開催）が終了した
時点で、事務局までご連絡ください
②事業計画
2019 年も引き続き、若者が参加しやすくなる仕組みや活動を取り入れ、その
結果を踏まえながら、事業の再定義をこえ、組織全体の見直しまで視野を広げ
て進めていく年としたい。
●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）2018 年度 新規申請プロジェクト 1/15ML にて承認済
11 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2020 （2018 年度中出金予算分）
申請者：山本（アイクラフト株式会社）
日 程：2019 年 4 月下旬
目 的：人材育成
地元学生に IT 企業で働く面白さややりがいを体感できる場となり、会員企業等
地元企業への就職を促進させることで、人材不足の解消及び若者の他都市流出を
防ぐ効果が期待できる。
まだ申込していない企業様はぜひお申込みください。
（2）2019 年度 新規申請プロジェクト
00 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2020 （2019 年度分） 1/15ML にて仮承認済
申請者：山本（アイクラフト株式会社）
日 程：2019 年 4 月下旬
目 的：人材育成
地元学生に IT 企業で働く面白さややりがいを体感できる場となり、会員企業等
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地元企業への就職を促進させることで、人材不足の解消及び若者の他都市流出を
防ぐ効果が期待できる。
申請額：400,000 円 申請書を後日提出後、ML にて本審議を行う
事務局宛てに若手の経営者を講師とした Co STUDY の学生向けセミナーの依頼あり。
神戸市内の IT 企業へ就職してほしいという願いも込めて就職フェアとのコラボ企画と
して詳細を詰めていきたい
01 未来創造型ファシリテータ育成
申請者：花田（個人会員）
取り急ぎメンバーの声掛けをする為、承認を依頼→承認
日 程：2019 年 6 月～2022 年 3 月
目 的：人材育成/継続型
実践を中心に以下の能力を育成する。
①社会問題や潜在ニーズを発掘する鋭い感性
②「問い」として話題提供が出来る戦略力
③未来から発想するビジョン構築力
④ビジョンを追求して導くことのできるディレクター力
⑤市民や専門家を巻き込むことのできるコミュニケション力
申請額：0 円（具体案が固まり次第追って申請予定）
02

ロボマインド・プロジェクト
申請者：株式会社ロボマインド（新規会員申請）
新規入会と同時申請。企業内での取り組みをプロジェクト化したもの。
事務局長が面談し、プロジェクトの意図などを確認。ご理解いただいた上で、
ご入会の意思を確認。プロジェクトは再申請いただく予定。
日 程：2019 年 4 月～2020 年 3 月
目 的：技術向上
ドラえもんの心の開発。理論は既に完成しております。現在、その理論に基づいて
プロトタイプを開発中です。このプロトタイプを完成させることを、今期の目標とし
ます。
申請額：0 円（具体案が固まり次第追って申請予定）

（3）承認済プロジェクトの進捗状況について
①プロジェクトの進捗について
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 COPLI U-35 トレンド技術入門セミナー
『Web の危険性を知ろう ～脆弱性診断ツールを体験する～』 【終了】
報告書提出済（http://copli.jp/event/2018u-35_-seminar1031report/）
02 神戸市のプログラミング教育について考えるプロジェクトチーム
今年度の活動等について
・2019 年 3 月までの活動状況を神戸市指導主事に確認中
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/）
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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!～
（1）
「Ogaki MINI Maker Faire」出展報告
日時：12 月 1 日（土）～2 日（日）
・場所が良く、関西・中部・関東からも来場があった。
・出展は初めての試みで得られるものがあり、次回への足掛かりとなった。
・作品が展示台（長机）に乗りきらず、時間を区切って展示替えをした。
（2）次年度について
当初の予定通り継続する方針。内容を更新して 2019 年度プロジェクト申請予定。
05 ドローンの可能性についての研究
今年度の活動等について
・前幹事会以降、活動なし。
・レース開催案はあるが、スケジュールが立っておらず、詳細は未定。
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）
今年度の活動等について
日程：2 月 15 日（金）～16 日（土）現地視察
参加者：11 名（内、神戸芸工大学生 8 名）
・当初、複数の学校と連携する予定だったが難しく、芸工大とのタイアップで進行
・学生 6 名の想定→8 名（ファッション 5 名、漫画 3 名）のエントリーがあった
予算の関係上難しかったが、宿泊先の善意とチーム内のやりくりで全員視察参加。
・今年度は視察と課題の提示までとし、残りは次年度へ持ち越し、今までより内容
を濃くする。
08 （子ども）はじめてのプログラミング体験教室【終了】
結果報告
日時：11 月 18 日（日）9:30～12:00
参加：親子：18 組 36 名／ボランティア 4 名
報告：Web 掲載済（http://copli.jp/event/child_programming1118report/）
・アンケートの結果も良く、中級編の希望があったので次年度検討
・参加理由としては必修化に向けたものではなく、純粋な興味からの参加が多かった
09 IT Day 設立キックオフ 兼 COPLI 交流会（忘年会）
【終了】
日時：12 月 10 日（月）18:30～21:30
参加：31 名（うち、非会員 3 名）
報告：Web 掲載済（http://copli.jp/event/2018year-endparty1210report/）
・次年度以降、毎年 12 月 10 日が IT 創設 Day となり、イベント等を行っていく流れと
なる。現時点では内容未定。進捗を随時報告・共有。
10 神戸市のプログラミング教育について考えるプロジェクトチーム【終了】
教育現場視察（放送・視聴覚教育研究大会等）
日時：11 月 22 日（木）9:00～16:20
参加：12 名
報告：Web 掲載済（http://copli.jp/event/programming_education1122report/）
・次年度は神戸市外での実施となるが、COPLI に声がかかる可能性がある。
具体的な話が出たら随時相談。
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●次年度について
（1）プロジェクト立案見込みについて
・若手の経営者を講師とした Co STUDY の学生向けセミナー
就職フェア 2020 と連動した企画として詳細を詰めていきたい
・2019 年総会セミナー 2019 年 5 月 17 日 078 進捗にあわせて検討を開始
・忘年会で出たプロジェクト（具体的な検討が必要）
①IT 運動会
②IoT を用いたサイクリングツールの開発
③視察ツアー
④3D プリンタ入門ワークショップ
⑤e スポーツイベント
・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!～
・KIT 神戸（ユニフォーム制作）
・ロボマインド・プロジェクト（再）
（2）プロジェクト形式の継続・及び改善点等について
①当初の導入目的
・若手など、誰でも参加・提案しやすい
・委員会の枠に捉われない新しい企画が提案されやすい
・具体的に関心のある企画毎に参加する為、メンバー全員が積極的に関わり、精度が上がる
②効果があったと思われる項目
・委員会の枠に捉われない新しい企画が生まれた
・今まで参加していなかったメンバーの参加
・計画から承認・実行までのスピードアップ
・プロジェクト経費の更なる有効活用化（プロジェクト経費消化率 30％UP の見込）
③前幹事会までに議題にあがった項目
1. 承認までの流れについて
・対面式の審議の必要性かつ迅速な対応について
→幹事会 ML の内容・反応次第で滞りそうな場合は事務局判断にて幹事会を招集する
・幹事会専用 SNS について具体的な運用を検討する
→開発・提供いただける企業様を募集（事務局管理経費内より支出）
2. 申請済案件に対する追加処置及び疑問の解消方法について
・Q&A 形式等にして、公正公平なルールを決め、明示する方法を検討
④今後の課題
（1）活動に参加していない会員、会員外への発信と参加促進
→掲示板等を活用、中間報告をする場（セミナーや交流会など）
→セミナーや交流会など場を設定し、幹事などが必ず参加して新規会員を中心に交流を広げて
もらってはどうか
（2）プロジェクト制に変更することにより、起案されなくなった企画がある
①海外視察 → メイカーズで予定はしていたが、結果として実行できていない。
予算枠が広がったことにより、案があれば自由度の高い企画を立てることは
できる（ベルリン視察/「N26」のような破竹の勢い・未来がある）
②スマホ教室（地域貢献）
③セミナー（交流視察・地域貢献）
→ セミナー後に行っていた交流会は、新規会員や外部との交流の場としても有効
④合同研修 → 若手を集める会として、形を変えて実施してはどうか
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⑤ビジネスマッチング → プロジェクト制への変更によるものではなく、参加企業のマンネリ
化による
（3）スタートアップのような勢いのある企業の参入促進（入会でなくてもよい）
・入会いただけた場合はその目的の把握とフォロー、関係性の構築を行う
・プロジェクトを立ち上げ、スタートアップ企業を月替で紹介
・スタートアップに興味を持ってもらうプロジェクト素案を秋國が作成
※1 幹事企業を中心とした協力・連携が必須となる。
※2 スタートアップが参入することにより、COPLI が大きく変わる可能性がある。
※1・2 を踏まえた上で立案するので、審議をお願いします。
⑤企画書に基づいた項目の実施状況、予算消化状況
終了次第随時報告・精算をお願いします。
（現段階では追予算発生の予定なし）
⑥次年度のプロジェクト形式継続 及び 変更点等について 承認
※予算 0 円で提出されたものに限り適用
追加案：第３条
６ 企画書提出時の掲載項目について、幹事会が認めたものに限り、未定のままし、決定
次第申請・報告とすることができる。

●その他
（1）会計報告（2019 年 1 月末時点）
（2）2018 年度決算見込及び予算案について
（3）退会申請 ※2/12 郵送 承認
・キー・ポイント株式会社
区分：5 万円
住所：神戸市中央区
理由：活動に参加していない為
（4）入会申請 ※1/29web 申込（同時にプロジェクト申請） 承認
紹介なしでの申込につき、2/6（水）事務局長が面談
・株式会社ロボマインド
区分：4 万円
住所：神戸市中央区
事業内容：AI の研究開発、自然言語処理の意味理解、人工意識の研究、
アマゾン販売支援ツール、不動産
（5）共催申請 ※12/7 事務局長決裁にて承認・幹事 ML にて報告済
・地域 IoT 実装推進セミナー in 姫路
主催：近畿総合通信局、兵庫県、近畿情報通信協議会
日時：2019 年 2 月 5 日（火）13:00～17:00
場所：姫路キヤッスルグランヴィリオホテル 東館 3 階 雅
後援：全国商工会連合会
（6）後援申請 事務局長決裁案件 承認
・078-2019 ※2/12 郵送（事務局長決裁案件）
主催：078 実行委員会
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日時：2019 年 4 月 27 日（土）～29 日（月・祝）
場所：東遊園地、みなとのもり公園、メリケンパーク、ハーバーランド高浜岸壁、
デザインクリエイティブセンター神戸（KIITO）
、三宮センター街など
後援（予定含む）
：
神戸市、神戸商工会議所、神戸新聞社等
・リアル謎解きゲーム 人シくんを探せ！In 神戸 ※11/28 幹事 ML にて後援承認済
主催：DIIIG（株式会社ワイズエッグ）
日時：11 月～12 月下旬
場所：三宮センター街～元町 1 番街～南京町
後援（予定含む）
：
神戸市、神戸市産業振興財団、神戸商工会議所
協力（予定含む）
：
三宮センター街 1 丁目商店街振興組合、元町 1 番街商店街振興組合、南京町商店街振興組合
（9） 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!～
出展先変更に伴う予算の使途変更について
【課題】
・メーリングリストの返信がない場合の対応の確立
→事務局フォローのもと、期限を決めて幹事会の意思確認または幹事会の招集を行う
・備品の保管場所とリスト作成、共有
→リスト作成はプロジェクトチーム、管理（保管場所）は事務局
・追加メンバーが入った際の補填予算（視察等の一人あたりの金額の追加）の対応
【承認基準】
・当初の出展先が深圳でなく大垣（備品購入）の申請だったとして、承認されたかどうか
【結論】
・基準が明確になっておらず、十分な時間とフォローがない状態で起きた初めての事例として
特別に承認。
次回幹事会までに、事務局にて解決策を提案
（10）力宗会長 平成 30 年度神戸市産業功労者として表彰
おめでとうございます。
Web「お知らせ」ページにて、表彰式の様子及び、後日「蕎人庵」でお祝いした様子を掲載
http://copli.jp/news20181219/
（11）その他、事務局より報告
①異動等に伴う幹事変更について
・幹事に変更がある方は、交代される方の部署・役職・氏名・メールアドレスを
事務局までご連絡ください。
②「新春合同賀詞交歓会」参加（山本副会長・秋國）
主催：一般財団法人関西情報センター
一般社団法人情報サービス産業協会関西地区会
日時：1 月 16 日（水） 16:30～19:00
場所：ヴィアーレ大阪
内容：新年挨拶、特別講演会、賀詞交歓会
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●今後のスケジュール
・4 月
第 1 回幹事会 後日事務局より日程についてアンケートをお送りします
①2018 年度の会計収支報告および予算計画
②2019 年度プロジェクトの審議
③総会について
・5 月 17 日 総会

３ 閉会 副会長あいさつ

／以上
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