■地域ＩＣＴ推進協議会 第４回幹事会議事要旨■
日時：平成２２年９月２１日（火）18：30～19：30
場所：ひょうご産業活性化センター サンパル 6 階 交流室 A
１．委員会・ワークショップについて
●委員会からの報告（委員長、メンバー構成、活動予定等）
・交流・視察委員会
・８月９日（水） 第 5 回委員会開催
・９月 13 日（月） 第 6 回委員会開催
・10 月８日（金） COPLI セミナー＠神戸市勤労会館「クラウド」について
・11 月 18 日 19 日 国内視察（北海道）
・ＩＣＴ企業支援委員会
・７月～９月

神戸 ICT インターンシップ２０１０
（申込み状況：企業 10 社、学生４校 15 人）
受入状況は
学生５名
企業３社
調整中が２社
来年実施時には、募集等早めに行いたい。
・８月５日（木） 第 4 回委員会開催
・９月 16 日（木） 第 5 回委員会開催
・１０月５日（火）ＩＣＴ就職マッチング開催＠神戸市産業振興センター
参加企業 10 社
参加学生 10 名
申込受付は一旦締め切っているが、企業・学生ともに申し込み受付は継続
する。

・地域貢献委員会
・７月 29 日（木）第 2 回委員会開催
・８月 26 日（木）第 3 回委員会開催
・９月 28 日（火）第 4 回委員会開催予定
・2011 年 2 月
親子インターネット安全教室
今回は、SNS やブログ、HP 作成方法などを通じて、情報発信方法を学び「神戸」情報を発信
するとともに、イターネットの正しい使い方について学ぶ方式とする。
今回は須磨水族園で開催し、水族園と IT に関係したイベントも行いたい。
・その他のテーマについては現在検討中。
・P-MODAN
⇒P-MODAN の代表は相談、決定後キックオフとする。
●ワークショップの状況報告
①効果的な広報の実践的研究
・7 月 20 日（火） 第 1 回ワークショップ開催
②ＬＴＥ（Long Term Evolution）の可能性と課題に関する研究
・9 月 16 日（木） 第 1 回ワークショップ開催
「エヌ・ティ・ティ・ドコモが推進する LTE について」
講師：株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西支社経営企画担当部長 田村 穂積氏
場所：兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 小講義室
約 20 名が参加。
③ファッション都市・KOBE の資産のデジタルアーカイブに関する研究
代表者変更を承認。

再度、新代表から企画書を提出いただき、新たにメーンバーを募集予定。
④ＩＣＴ人材育成最適プログラム研究
・8 月 5 日（木） 第２回ワークショップ開催
「問題解決に必要な論理思考を醸成する文章力向上の方法」について（講師：舟本奨氏）
e-ラーニングを用いた問題解決力の向上についてご講義いただいた。
・9 月 16 日（木）第３回ワークショップ開催
「オープンソースに関わる人材育成について」
（講師：多井剛氏）
⑤企業ＰＲにおけるＩＣＴ利活用の現状調査と促進についての研究
・8 月 4 日（水） 第 1 回ワークショップ開催
・9 月 10 日（金） 第 2 回ワークショップ開催
無料ブログ、ホームページ作成サービスの有料と無料の境界線を調査について。
２．直近の活動について
●ICT 就職マッチング in KOBE 2010
１０月５日（火） １３：００～１８：００ ＠神戸市産業振興センター ９F（901～905）
…参加申込み：
（９月 1４日現在）企業：10 社、学生：４校１０名
・申込受付は一旦締め切っているが、企業・学生ともに申し込み受付を継続。参加者を増やすため、
記者資料提供の実施。
●COPLI セミナー・交流会
１０月８日（金）１７：００～１８:３０＠神戸市勤労会館 ４０５号室
１８：４５～交流会 （海釣り）
演 目：
「アジア Top50 Apps」受賞社がクラウドについて語る
講 師：株式会社クエステトラ 執行役 CMO 矢作 基氏
定 員：50 名（会員以外も参加可）
参加費（交流会）
：会員３，０００円、非会員：４，０００円
締 切：９月３０日
毎月の COPLI ニュース及び、別途 COPLI ニュースで募集のメールを送付予定。
●COPLI 国内視察
１１月１８日（木）
１５時
１９時
１１月１９日（金）

神戸→札幌 10:40―12:30 ANA NH403
（株）HARP 訪問
LOCAL 訪問→LOCAL との交流会
午前・午後 自由
札幌→神戸 18:15―20:15 ANA

締 切：１０月１８日
参加費：COPLI から補助を行う予定
・旅行代金が決定次第、募集のメールを配信する。
３．事業報告・会計報告
●事業報告
＜情報交流会＞
平成２２年７月 17 日（土） １７：００～ ＠須磨海岸 バリビーチハウス
・U-35 キックオフイベントも同時開催
第 2 回として、秋の運動会を検討している。
・３０名参加
○入会希望・承認
・株式会社アトラクティブシステムズ（7/21 申込）
・株式会社 NTT ドコモ関西支社神戸支店（9/7 申込）
・大手前大学(8/2 申込)

４．その他 討議・報告事項
●オープンソースカンファレンスの開催について
・2011 年 4 月 15 日（金）～16 日（土）
・場所：神戸市産業振興センター２F、９F
・２０１０年開催に引き続き、COPLI の共催をお願いしたい。
（実行委員長は昨年同様、力宗幹事）
・16 日（土）は OSC 関連の事業を行い、15 日（金）は OSC にとらわれない事業を行う予定で内容
を検討している。
⇒11 月に内容がある程度決定している場合に、実際に実行委員会が幹事会へ出席し、説明をする
とのこと。
●事務局会議（９月１４日（火） １４:００～）=出席者４人
・ICT 就職マッチング、COPLI セミナー、次回幹事会の議題、会費納入状況等について確認
５．スケジュール（案）確認
１０月５日（火）１３：００～ ／ICT 就職マッチング＠神戸市産業振興センター ９F
１０月８日（金）１７：００～ ／ＣＯＰＬＩセミナー＠神戸市勤労会館 ４０５号室
次回 幹事会（原則奇数月第３火曜）１１月１６日（火） １８：３０～
場所：神戸市役所 1 号館 11 階教育室
／以上

