地域ＩＣＴ推進協議会 ＩＣＴ企業支援委員会 次第
日時： 平成 28 年 6 月 6 日（月）17:00～
場所： 神戸市役所１号館 12 階 PT ルーム
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議 事

（１） 市の施策紹介「オープンガバメントの推進」
企画調整局創造都市推進部ＩＣＴ創造・事業推進担当係長

長井 伸晃

・オープンデータサイトの開設、
「5374 神戸版」
、AED MAP KOBE、
バルセロナ市との連携ワークショップ、ドコモとのアプリコンテスト、
ウェアラブルデバイス実証実験、コーポレートフェローシップについて
（２） 本年度委員会継続の確認
・メーリングリストにて伺う
・事務局からの委員会参加希望アンケートへの回答は済んでいるか
（３） 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017 の振り返り
○結果報告
5 月 17 日（火）13:00～16:30
場所 産業振興センター 9 階、10 階レセプションルーム
・当日の内容
13:00～ ICT 仕事体験
13:30～ 若手社員のパネルディスカッション（10 階レセプションルーム）
４名参加（アイクラフト、ドーン、キー・ポイント、ワイドソフトデザイン）
14:00～ 各社１分間プレゼン（10 階レセプションルーム）
14:35～ 各会社説明会（9 階）
16:10～ 質問タイム
16:30 頃 終了
・出展企業 19 社（うち非会員 5 社）
・参加学生 105 人（男性 85 人 女性 20 人）
前回（H27.5）151 人（男性 129 人 女性 22 人）
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大学院

甲南大学大学院

大学

神戸芸術工科大・神戸学院大・武庫川女子大・近畿大・大阪産業大・京都市立芸術大
兵庫県立大・甲南大・龍谷大・神戸大・神戸国際大・関西学院大・同志社大・関西大
大手前大・岡山理科大・佛教大・滋賀大・北見工業大・兵庫医療大・大阪大
公立鳥取環境大・川崎医療福祉大・京都産業大

短大

京都産業能力開発短期大学

専門学校等 神戸電子・姫路情報システム・ICT専門学校
大阪コミュニケーションアート・東京スクール・オブ・ビジネス

・学校別参加者内訳 詳細は別紙のとおり
・アンケート結果 詳細は別紙のとおり
・総括
 参加者は昨年に比べ 30％減
 専門学校生 52％（73％）、大学生 47％（18％）と大学生の割合が増加。
 イベントの評価は好意的（学生 88％、企業 94％）
 J:COM からの取材があった。
・参加企業からの意見
 仕事体験ブース（出展数の多い部屋）の方が学生が集まりやすく、不平等を感
じた。
 周りの企業の声が聞こえすぎて当社のブースに来てくれた方に話が聞こえにく
かったのが残念だった。
 椅子が当初の数では足りなかった。
・アンケート結果に関して説明。
・照明の照射が均等でない等、来年は場所を変更する必要があるのでは。参加企業
に申し訳ない。
・部屋が分かれていると、学生の回遊が良くない。
・パネルディスカッション登壇者の入社動機が、インターンシップに偏った。
・大学生の割合や、大学数が伸びた要因を調べる事で、更なる大学生参加者増に繋
がる
・メール、チラシ、学生へ直接電話などをし、参加促進を図った。
・２クール目で帰る学生が多かった。
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・専門学校生が減ったのは、時期的に内定が出ている学生がいることも関係してい
るのでは。
・学校に掲示されているポスターが小さい。来年はワンサイズアップするべきでは。
・来年は会場を変更したい。ワンフロアに企業ブースを配置できるところを探す。
・５月では内定を貰っている学生もいるので、時期を早める必要があるのでは。
学校の先生を呼んで意見を聞けないか。
(４) インターンシップについて
今後の予定：5 月 受入会社確定（締め切り 5 月 31 日）
6 月 チラシ作成、配布（学校向け）
⇒チラシ代、委員会予算より支出 ・予算の範囲内であれば可。
７月末～9 月末 インターンシップ（5 日間～2 週間程度）
・応募企業状況について
(５) 合同社員研修について（昨年の内容）
日時：6 月 9 日 13:30～19:30
場所：勤労会館
対象：新入社員・若手社員（入社 1～2 年目）
内容： （1）「ＩＴ技術者として成長するために」
講師 盛田 政敏氏（盛田コンサルティング代表）
（2）交流会（和琉酒菜 空）実費 3,000 円程度
（前回意見）
⇒6 月だとまだ自分の仕事を把握できていないので、今年はもう少し時期を遅らせて、9
月頃に行う。
内容についても、セミナー＋入社３年目程度の若手社員との交流というプログラムで
考えていく。（ファシリテーターには力宗会長にお願いしてみる）
・座学ばっかりにならないように
・講師を誰にするか。
（力宗会長、盛田氏か）→次回までに考える
・次回までに案内を作成できるように。
（６）ビジネスマッチングについて
・メッセ 2 日目の 9 月 9 日（金）会場 13:00～16:30 予約済み。
会場は 2 号館 2B 会議室。
（昨年は、メッセ 2 日目の 9 月 4 日（金）13:00～16:30 で開催。
会場は、2 号館 2B 会議室。
産振財団のビジネスアライアンスと活性化センターの企業セミナーと共催。
）
・メンバーが固定化している。他のメンバーとの交流ができず、
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マンネリ化している
・需要と供給のバランスが良くない。
・何か協働するという形を創造できないか。
・起業後間もない企業とのマッチングがしたい。
・今年は見送り、来年新たな案を出し、取り組む。
（７）県市発注システム案件の地元企業参加促進
○メール No. 2. (2016.4.7)
・平成 28 年度神戸市 WEB サイトを核とするプロモーション業務」受託先事業者
の公募
○メール No. 3.（2016.4.19）
・防保安システムの調達に係る意見招請について
・神戸市データセンター及び専用ネットワーク構築・運用業務の調達について
○メール No. 4.（2016.4.25）
・給与計算システム開発及び保守運用業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
について
○メール No. 5.（2016.5.13）
・橋梁等構造物台帳管理システムに関する意見招請について
・神戸市サーバ仮想化基盤構築・運用業務の調達について

２ 次回開催予定
日時： ７月 ４日（ 月 ） 17 時 00 分～
場所：1 号館 12 階ＰＴルーム
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