〇日時：平成 26 年３月 18 日（火） 18：30～
〇神戸市役所１号館 11 階教育室

地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ） 第７回幹事会
１.開会 会長代行あいさつ
２．委員会・ワークショップについて
●委員会からの報告
○交流・視察委員会
（活動報告）
・１月 20 日 第 9 回委員会
(1)海外視察について
(2)交流会・セミナーについて
(3)平成２６年度総会について
(4)平成２６年度視察のテーマ
・１月 23 日～26 日 海外視察、ベトナム(ダナン、ハノイ) 参加者７名
・２月 12 日 ＣＯＰＬＩセミナー
日時：２月 12 日 18:30～21:30
場所：神戸市勤労会館 405 室
内容：＜第１部＞セミナー
「Emergency Medical Information System/EMIS
（広域災害救急医療情報システム）～その生い立ちと現在・未来～」
講師：中山 伸一氏(兵庫県災害医療センター長)
＜第２部＞交流会
参加者：セミナー39 人（非会員３人）
、交流会 25 人
・３月 17 日 第 10 回委員会
⇒【国内視察】
日時：7 月 4 日（金）
・5 日（土）
視察先：鯖江市役所他
視察内容：オープンデータ
（今後の予定）
・４月 14 日 第１回委員会
○ＩＣＴ企業支援委員会
（活動報告）
・県市発注システム案件の地元企業参加促進：会員へのメールでの情報配信４件(今年度累計 21 件)
・２月６日 兵庫・神戸ＩＴ業界就職フェア 2015
時間：13：00～16：00
場所：産業振興センター ２階展示場
参加者(カッコ内は 24 年度)： 出展社 16 社(15)、学生等 223 名(140)
兵庫県立大学大学院や神戸情報大学院大学なども出展社として参加したい。
⇒参加していただければありがたい。ただし、次回からは出展料を徴収するかもしれ
ない。
・３月４日 第 11 回委員会
(1)「兵庫・神戸ＩＴ業界就職フェア２０１５」について
(2)インターンシップについて
(3)平成 26 年度事業計画について
(4)県市発注システム案件の地元企業参加促進
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(5)共同社員研修
(6)ＨＰＣ研究会
（今後の予定）
・４月７日 第１回委員会
・４月 24 日 合同社員研修 14:00～19:30（別紙）
COPLI の事業・U-35、神戸 IT フェスティバルなどの活動を紹介する時間を設けたい
○地域貢献委員会
（活動報告）
・２月 20 日 第９回委員会
(1)子どもスマホ体験教室について
(2)高齢者向のタブレット教室について
(3)地域貢献セミナーについて
・１月 31 日、２月３日 「らくらくスマホ教室」の見学
・３月 14 日 地域貢献セミナー
時間：18：00～21：00
場所：神戸市勤労会館 405 室
内容：＜第１部＞セミナー
｢株式会社神戸製鋼所の地域交流施設「灘浜サイエンススクエア」の取り組み｣
講師：谷口真砂子氏(株式会社神戸製鋼所灘浜サイエンススクエア 事務局長)
｢バス・地下鉄の IC サービス｣
講師：斉藤昌宏氏(神戸市交通局営業推進課長)
＜第２部＞交流会
参加者：セミナー26 人（非会員１人）
、交流会 16 人
・３月 16 日 ｢親子で楽しむスマホ体験教室｣
日時 ３月 16 日 14：30～16：45
場所 須磨海浜水族園
主催 須磨区青少年育成協議会（協力 COPLI）
対象 小中学生(保護者同伴必須)
参加人数 ７組 16 人 他に青少協委員 4 人
参加スタッフ数：16 人(COPLI９人、流科大学生７人)
（今後の予定）
・４月 17 日 第１回委員会
○P-MODAN
だいち小学校から連絡があり、３月に予定していた、今年度のだいち小学校と岡田小学校
のインターネット交流は中止。
（今後の予定）
・3 月 19 日 今後のＰ－ＭＯＤＡＮ神戸のあり方や進め方に関して
○COPLI U-35
（活動報告）
・２月８日 課題解決型アイデアソン in 六甲山牧場
時間：９：15～17：10
場所：六甲山牧場
参加者：15 名
●ワークショップの状況報告
①SNS 研究会
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（今後の予定）
日時：2014 年 4 月 3 日（木）18 時 30 分～20 時（予定）
場所：神戸市勤労会館講習室 404
演題：インターネットを使った自動集客の事例やビジネスモデルのシフトチェンジ等の事例紹介
講師：イカミモトヒロ氏
参加費：無料
⇒活動延長について承認
ただし、費用の精算は 3 月中に行うこと
②次世代モバイル端末とＯＳの利活用に関する研究
③ＩＣＴを活用した認知症予防プログラムの研究
④ソーシャルメディアのマーケティング活用の可能性についての研究
⑤屋内位置推定技術の実用化に関する研究
（活動報告）
・１月 21 日 第４回 WS
費用の未精算があるので、早急に精算します
３．会計報告
●会計報告（平成 26 年２月末時点＝11 か月間）
○退会希望 山崎常裕氏⇒承認
○休会希望 津ノ國屋⇒承認
○委員会、ワークショップの会計の締め日
・ワークショップの活動は原則２月末までに終了。
・精算が必要な場合は早急に事務局まで請求のこと。
（講師謝礼、懇親会費等金額が分かっているものは、早めに精算をお願いします）
○平成 25 度決算見込み、26 度予算案について
４．その他 討議・報告事項
●平成 26 年度事業計画について
●平成 26 年度総会について
・日程：平成 26 年 5 月 9 日
・会場：ホテルモントレ
・内容：＜第１部＞総会
＜第２部＞COPLI セミナー
演題未定
講師：杉本真樹氏
＜第３部＞交流会
●規約等の改正について
→非会員も、リーダーの承認のもと、委員会・ワークショップに参加できるよう、規約等を改正。
【改正案】
・地域ＩＣＴ推進協議会(ＣＯＰＬＩ)規約第 12 条
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第 3 条に定める活動を行うため、必要に応じて事業別実行委員会やワークショップ（以下「実行委
員会等」という。
）を置くことができる。
２ 実行委員会等には、委員長の承認のもと、会員外の者がオブザーバーとして参加することがで
きる。
３ このほか、実行委員会等の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、幹事会で定める。
・ＣＯＰＬＩ ワークショップ要綱第 3 条第 5 項
調査などを行うためワークショップを結成したい会員は、企画書の案を作成し、事務局の協力を得
て会員等に対してワークショップへの参加者を募集することができる。但し、会員外の者が参加す
るときは、ワークショップ代表者の承認を得るものとする。
⇒会員外の者の参加費は無料（会員を増やすため）

●役員改選について

●事務局運営業務委託契約について
●来年度ワークショップの活動について
・来年度のワークショップの募集、継続意向の確認。
⇒WS1 は継続、WS2 は不明、WS3 は継続しない、WS4 は継続しない、WS5 は継続しない
・次回幹事会までに提出いただいたものについては、次回幹事会で審査を行う。
それ以降は総会以降の幹事会での審査となる。
●後援承認
・ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会 研究交流会『広域大規模激甚災害の被害予想シミュレ
ーションおよび避難行動と安否確認の ICT による支援の可能性』(主催：ひょうご神戸サイエンスク
ラスター協議会、２月 27 日開催)
→事務局長承認(１月 16 日)
・ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ 2014(主催：兵庫県、３月 18 日開催)
→事務局長承認(１月 29 日)
●共催承認
・ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会研究交流会「安全・安心・快適な人と車の社会の実現を
目指して」(主催：ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会、３月 10 日開催)
→事務局長承認(１月 31 日) ※費用負担のない共催
●事務局会議
・３月 11 日 17:00～ 出席者 5 人
・次回幹事会の議題について確認
５．スケジュール(案)確認
・５月９日 総会
次回 幹事会(原則奇数月の第３火曜と第３水曜を交互)
日程：４月 16 日(水) 18：30～
場所：神戸市役所 1 号館 11 階会議室
／以上
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