〇日時：平成 26 年４月 16 日（水） 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１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）
・４月 14 日 第１回委員会
(1)平成 26 年度視察のテーマ
「オープンデータ」
・国内視察先：鯖江市を中心に ７月４日（金）～５日（土）
⇒総会で承認を得た後、募集をかける
・海外視察先候補：台湾・新北市
オープンデータで、国際的な評価を受けている
時期：10 月頃
(2)平成 26 年度総会について
(3)その他
今年度のセミナーについて
（今後の予定）
・5 月 12 日 第２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８件
(25 年度累計 24 件、26 年度累計 5 件)
・４月７日 第１回委員会
(1)合同社員研修について
(2)インターンシップについて
(3)ビジネスマッチングについて
⇒昨年と同様、国際フロンティア産業メッセ 2014（9 月 4 日・5 日）で開催する方
向で検討
(公財)神戸市産業振興財団のビジネスアライアンスとの共催についても検討
(4)就職フェアについて（開催時期）
(5)県市発注システム案件の地元企業参加促進
(6)ＨＰＣ研究会
（今後の予定）
・４月 24 日 合同社員研修 14:00～19:30
日時 ４月 24 日（木）14:00～19:30
場所 神戸市役所３号館２階 3021 会議室
内容 ＜第一部＞合同社員研修 14:00～17:00（16:50～ U-35 紹介）
「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）
（元さくらケーシーエス常務取締役）
地域ＩＣＴ推進協議会（COPLI）監事
＜第二部＞懇親会 17:30～19:30 場所：未定（三宮駅近辺）
参加費 ＜第一部＞ 無料 ＜第二部＞ 実費（3,000 円程度）
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応募締切 ４月 18 日（金）
○地域貢献委員会
（活動報告）
・４月 17 日 第１回委員会
（今後の予定）
○P-MODAN
・参加者が少ないので、もっとたくさんの方に参加して欲しい。総会でも募集をかけたい。
・今年度は、P-MODAN 神戸を立ち上げた、池田敏明さんがスリランカ沖地震の津波でご逝去され
て 10 年目の節目の年でもあり、長く会長としてご尽力下さった山田昭さんの御遺志を継いでい
くための 1 年とするため、地震のみならず津波をテーマとしたフォーラムを開催したい（時期は
未定）
。
○COPLI U-35
・４月 15 日 第１回打ち合わせ
(1)年間計画について
5 月～6 月 若手＆中堅社員交流会（４月 24 日の合同社員研修で U-35 の活動
について紹介し、参加者の拡大を目指す）
(2) 催しの担当決定
各担当が動く為、スピードのある動きをしたい。その為、ある程度の決裁権を
U-35 に持たせて頂きたい。事前にガイドラインをまとめ共有する
●ワークショップの状況報告
①SNS 研究会（辻村）
②次世代モバイル端末とＯＳの利活用に関する研究（市成）
③ＩＣＴを活用した認知症予防プログラムの研究（前田）
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（浜崎）
⑤屋内位置推定技術の実用化に関する研究（吉田）
●26 年度ワークショップについて
①SNS 研究会（辻村）→継続。新たに企画書を提出してもらい、幹事会で審議
②近距離無線通信 ibeacon を活用したターゲットマーケティングの研究（市成）
（企画書添付）→承認
③大手乗り換えサイト等を活用した地域活性化の研究（藤岡）
（企画書添付）→承認
④企画書提出予定（吉田）
・今後も企画を募集している。
３．会計報告
○平成 25 度決算、26 度予算案について(別紙)
・予備費 10 万円新設（プロジェクト事業費の中）
・ワークショップ活動費 １WS あたり 10 万円×５→３
総額が 30 万円ということで、件数にこだわらない。過去の実績を見ても 10 万円/件も使われて
いないので、WS 全体で 30 万円の予算を使ってもらえればいい。⇒承認
今後も WS の企画を募集している
○入会希望について
株式会社ドーン（申込書添付）⇒承認
４．その他 討議・報告事項
●平成 26 年度総会について
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日時 平成 26 年５月９日（金）15 時～
場所 ホテルモントレ神戸 ２階 「楼明館」
神戸市中央区下山手通２-11-13（TEL：078-392-7111）
議題等
（１）総 会
15 時～
議案：平成 25 年度事業報告、平成２５年度収支決算報告、
平成 26 年度事業計画、平成２６年度収支予算、
規約の改正、役員の変更
（２）セミナー 16 時 45 分～
演題：
「ICT と 3D プリンティングで医療は可視化から可触化へ」
講師：神戸大学大学院医学研究科 消化器内科 特命講師
杉本 真樹様
（３）交流会
18 時 30 分～ 場所：Ｇフロア「随縁」
（一般会員・特別会員＝無料、非会員＝4,000 円）
総会に多くの会員に出席をしていただきたいので、総会後の交流会の会費は一般
会員・特別会員ともに無料とする。⇒承認
総会冊子印刷 オトックス（オンデマンド印刷）
総会冊子原稿の各委員長・ワークショップ代表締切 ４月４日
冊子校了 ４月下旬
納品 ５月８日
案内の送付（別紙） メール及び郵送で案内
当日発表資料 委員会・ワークショップの活動報告用資料の作成（パワーポイント orPDF）
。
一人５分。事務局締切は４月３０日。
●事務局運営業務の委託契約について
事務局として COPLI の事業に携わることで、得るものが多いということで、事務局運営業務の一部
（COPLI ホームページの管理・COPLI ニュースの配信）を再委託し、秋國幹事に事務局次長に就任し
てもらう。⇒承認
●役員改選について
新幹事一覧表（別紙）→役職等確認願います。⇒すべて承認
多井顧問（流通科学大学）→副会長
藤田監事（神戸商工会議所）→佐藤監事
行司幹事（兵庫県）→菅原幹事
前田副会長（株式会社神戸新聞）→顧問
秋國幹事（株式会社ワイズエッグ）→事務局次長
●事務局会議
・４月９日 14:00～ 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
・４月 24 日 合同社員研修
・５月９日 総会
・７月４日～５日 国内視察（鯖江市役所他）
神戸 IT フェスティバル 2013 の実施報告（報告者：舟橋）
今年は、11 月 28 日（金）
・29 日（土）で開催予定。＠KIITO
次回 幹事会(原則奇数月の第３火曜と第３水曜を交互)
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日程：５月 20 日(火) 18：30～
場所：神戸市役所 1 号館 11 階会議室
／以上
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