■地域ＩＣＴ推進協議会 第５回幹事会議事要旨■
日時：平成２２年１１月１６日（火）18：30～19：30
場所：神戸市役所 1 号館 11 階教育室
１．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）
・COPLI セミナー・交流会
日時：10 月８日（金）
場所：神戸市勤労会館
講演内容：
「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）
セミナー参加者：32 人、交流会 27 人
・10 月 12 日（月） 第 6 回委員会開催
・11 月 8 日（月） 第 7 回委員会開催
（今後の予定）
・COPLI 国内視察
１１月１８日（木） 神戸→札幌 10:40―12:30 ANA NH403
１５時
（株）HARP 訪問
１９時
LOCAL 訪問→LOCAL との交流会
１１月１９日（金）
午前・午後 自由
札幌→神戸 18:15―20:15 ANA
参加者：１０名
※ COPLI からの支援として、1 人 1 万円（10 万円）を支出
→幹事会で承認。
・COPLI セミナー・忘年会
→今回は、地域貢献委員会と COPLI セミナー共同開催とする。
日時：2010 年 12 月 14 日（火）18 時～
場所：リトル上海
講演内容：
「次期 ICT 推進計画について」 講師：神戸市情報化推進部 主幹 西元威
※地域貢献委員会のセミナーと共同開催
※忘年会･･･会場：リトル上海
参加費：会員 3,000 円、非会員 5,000 円
・COPLI セミナー・新年会
日時：2011 年 1 月 14 日（金）18 時頃～予定
場所：神戸市勤労会館 405・406 号室（120 名）
講演内容：平松 庚三氏（株式会社ライブドアホールディングスの代表取締役前社長、弥生株式会
社の代表取締役前会長、現在は小僧 com 株式会社の代表取締役会長）による講演
※新年会･･･会場：未定、
→参加費 ：会員 3,000 円、非会員 5,000 円とする。
○ＩＣＴ企業支援委員会
（活動報告）
・ＩＣＴ就職マッチング in KOBE 開催
日時：10 月 5 日（火）
場所：神戸市産業振興センター
参加者：参加学生 6 名、参加企業 11 社、当日 NHK の取材有。
その他：面談件数：11 件、アドバイス件数：37 件
次回開催は 2011 年 7 月ごろ予定。
（募集は 2011 年 5 月ごろ）
→学生数が 6 名はやはり少ないので、募集の仕方や運営方法などに、もう少し工夫が必要で
あると思われる。
→来年は学校側から要望が多かった 7 月に開催予定。
・10 月 19 日（火） 第 6 回委員会開催
（今後の予定）
・12 月 15 日（水） 第 7 回委員会開催予定

（その他）
・インキュベーション東京拠点について
COPLI 会員企業が有償で共同使用できる、東京における拠点事務所（レンタルオフィス）を借
り上げることについて検討中。
（現在、Katana オフィス等から見積もりを取得）
・神戸市の発注案件情報について、随時、COPLI 会員企業宛に情報を配信している。
○地域貢献委員会
（活動報告）
・９月 28 日（火） 第 4 回委員会開催
・10 月 26 日（火） 第 5 回委員会開催
（今後の予定）
・12 月 14 日 第 6 回委員会開催予定
講演：
「次期ＩＣＴ推進計画について」
講師：神戸市情報化推進部 主幹 西元氏
・親子で楽しむインターネット教室
日時：2011 年 2 月 27 日（日）
場所：須磨海浜水族園
内容：ブログやツイッター、SNS 等の製作方法について学ぶとともにインターネットの安心
安全についても学ぶ。広報誌こうべ 1 月号で参加者募集。
→NTT ドコモ様に協力していただけることになった。
・第 3 回地域貢献セミナー
日時：2011 年 3 月
場所：神戸市勤労会館（予定）
講演内容：未定（地域貢献活動を行っている COPLI 会員企業の事例報告）
・P-MODAN
→19 日に第 1 回目の委員会を開催予定。そこで来年に向けての活動についての議論する予定。
→SOUND AUSTRALIA IN KOBE の今年の開催はすでに終了している。
●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
・第２回ワークショップ開催
日時：11 月 10 日（水）
場所：神戸市勤労会館 ３０８会議室
講演内容：
「最新のデジタルサイネージと展望」
（講師：ピーディーシー株式会社 取締役 田中真吾氏）
参加者：37 名
②ＬＴＥ（Long Term Evolution）の可能性と課題に関する研究
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
⇒代表を浜崎氏から辻村氏に変更し始動。企画書再提出後、活動再開
→P-MODAN と連動して活動をおこなう。
→メンバーは現在 5 名で、昨年度のメンバーを中心に追加募集を行う。
④ＩＣＴ人材育成最適プログラム研究
・第４回ワークショップ開催
日時：10 月 19 日（火）
場所：ひょうご活性化センター
講演内容：
「クラウドを中心とした環境変化への対応」について
（講師：神戸デジタル・ラボ 山口氏）
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

２．会計報告
３. 討議・報告事項
●兵庫県警生活安全部生活安全企画課よりＣＯＰＬＩのホームページにサイバー犯罪のリンク
（バナー）
の掲載依頼があり、第 2 回幹事会で掲載について承認となっていた件で、県警よりサイトがようやく
完成したのでバナーを掲載しました。
●神戸ビジネスアライアンス COPLI 推薦枠について
以下の 4 社を COPLI 推薦枠として応募しました。
・アイクラフト株式会社
・株式会社ユーシステム
・株式会社極東ブレイン
・株式会社ワイズエッグ
●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 3 月開催に引き続き、COPLI との共催をお願いしたいとの依頼を受けている。
→開催の協力について承諾。
●地域雇用創造 ICT 絆プロジェクトの報告
⇒今後の助成金案件が出たときに対応できる体制作り
→今回の補正予算で予算計上されている。
→ただし OPLI は申請の対象外。
→総務省のこの補助金事業は募集から応募締切までの期間が非常に短いため、それに申請できるため
の体制作りを整えておく必要がある。
●事務局会議（11 月 9 日（火） １４:００～）=出席者４人
・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
11 月 18 日～19 日
／北海道視察
12 月 14 日（火）１８：００～ ／ＣＯＰＬＩセミナー・忘年会＠リトル上海
1 月 14 日（金）
／ＣＯＰＬＩセミナー・新年会＠神戸市勤労会館
次回 幹事会（原則奇数月第３火曜）１月１８日（火） １８：００～
場所：神戸市役所 1 号館 11 階教育室
／以上

