〇 日時：平成 27 年３月 18 日（水）18：30～
〇 場所：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）
２月９日
第 11 回委員会
（海外視察、COPLI セミナー、総会、来年度事業計画等について検討）
３月 5～7 日 海外視察
テーマ オープンデータ
行先 台湾・新北市
参加者 ６名
３月９日
第 12 回委員会
３月 12 日 第４回 COPLI セミナー
時間 18:30～19:45（交流会は 20:00～21:30）
場所 神戸市勤労会館 405 講習室（交流会はシャングリ・ラ）
講師 遠藤 謙氏
（ソニーコンピュータサイエンス研究所研究員／Xiborg 代表取締役）
テーマ 「ロボット研究が生んだ
『真のウェアラブル』－ロボット義足の可能性」
参加者 29 名
（今後の予定）
４月 13 日 27 年度第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：会員へメールでの情報配信２件(26 年度累計 40 件)
２月５日
第９回委員会（兵庫・神戸 IT 人材就職フェア 2016、合同社員研修、来年度事業
計画等について検討）
３月 12 日 第 10 回委員会（就職フェア開催要領検討、27 年度事業計画検討、市 27 年度 ICT
関連予算説明）
（今後の予定）
４月８日
27 年度第１回委員会
５月 22 日 兵庫・神戸 IT 人材就職フェア 2016
時間 ５月 22 日（金）13：00～16：00（予定）
場所 産業振興センター ２階展示場、３階ホール
参加申込企業 18 社（うち非会員８社） ※引き続きエントリーは可
６月
合同社員研修
○ 地域貢献委員会
（活動報告）
２月 10 日 第８回委員会（地域貢献セミナー、来年度事業計画等について検討）
３月 17 日 地域貢献セミナー
時間 18:00～19:15（交流会は 19:30～21:00）
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場所 神戸市勤労会館 405 講習室（交流会はシャングリ・ラ）
講師・テーマ（親子スマホ教室やシニアタブレット教室の協力企業等）
(1) BRANCH 神戸学園都市「まちづくりスポット神戸」の取組
中埜 晃氏（大和リース株式会社 BRANCH 神戸学園都市 OFFICE 支配人）
向山 良子氏（まちづくりスポット神戸マネージャー）
(2) 社会福祉法人光朔会オリンピアの取組
山口 元氏（社会福祉法人光朔会オリンピア理事長・総施設長）
山口 宰氏（社会福祉法人光朔会オリンピア常務理事）
参加者 20 名
（今後の予定）
５月 14 日 27 年度第１回委員会
○ P-MODAN
（活動報告）
２月５日
石垣島との交流行事（別紙参照）
時間 17:45～18:45
場所 和流酒菜「空」＆石垣市
参加者 23 名
（今後の予定）
○ COPLI U-35
（活動報告）
２月７日 IoT 勉強会&アイデアソン
（今後の予定）
● ワークショップの状況報告
① 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）
② 大手乗り換えサイト等を活用した地域活性化の研究（嶋）
③ SNS 研究会（辻村）
④ 音声認識と感情認識で進化するユーザインターフェースの研究（武部）
→ペッパーの開発者向けの研修に参加した
※ 年度末の委員会・ワークショップの会計
・ 会計支出は２月末（精算が残っている場合は、事務局と相談を）
・ 活動報告書は４月３日までに提出。
（総会冊子の原稿作成を依頼します）
３ 会計報告
○ 新規加入
・ ㈱ＨＫＢ（幹事会メール承認済。加入は 4 月から）
（別紙参照）
・ ㈱Eyes, JAPAN（別紙参照） ⇒承認
○ 退会申出
・ チーム IT 神戸 ⇒承認
４ その他 討議・報告事項
● 神戸市のオープンデータ推進・IT 関連産業振興予算の報告と COPLI との協働について
● 27 年度事業計画等について
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① 役員改選（現役員…別紙参照）
・ 現役員への意思確認状況…
・ 新幹事推薦
② 事業計画案（別紙案参照）
・U-35 の事業計画の変更を考えているが手続は？
→幹事会で承認の上、総会にかける。他の委員会も含め、次回の幹事会で事業計画案を固めたい。
事前に、変更案を事務局に出しておいてほしい。
・P-MODAN の名称変更を考えている。次回の幹事会で案を示す。
③ 規約改正案（別紙案参照）
(1) 共催依頼・後援名義使用申請の処理方法を明文化（第 11 条第３項）
（前回承認済）
(2) 委員会の呼称変更。委員会等の活動に係る報告義務の明文化（第 12 条）
（前回承認済）
(3) 委員会等での代表者選任を明文化（第 12 条） ⇒承認
(4) 事業者でない個人会員区分の新設、個人会員は紹介制（第 14 条、別表） ⇒承認
④ 事務局委託契約
公募結果…１社申出あり
（㈱ワイズエッグ 承認いただければ、現在と同条件で４月から受託）
⇒承認。
⑤ 来年度ワークショップの活動
・ 来年度のワークショップの募集、継続意向の確認。
（次回幹事会までに企画書を提出いただいたものは、次回幹事会で審査を行う）
③SNS 研究会→P-MODAN に専念するため、継続は難しい
④音声認識と感情認識で進化するユーザインターフェースの研究→単独での継続は難しいので、
協調できるテーマを掲げているところのサブぐらいから入っていきたい。
⑥ 26 年度決算見込み＆27 年度予算案（別紙案参照）
・平成 27 年度予算は会員増により会費収入が増加、昨年よりは若干予算が組みやすい状況。
・英語版ページなど、ホームページの充実等のため、広報費を 10 万円増の 15 万円。総会開催経
費は会員増により 10 万円増の 80 万円としている
・P-MODAN は 5 万円増の 20 万円を要求したい。執行計画は次回の幹事会でお示しする。
● 27 年度総会日時
日時 ５月８日（金） 15:00～
場所 ホテルモントレ（昨年と同程度の見積額）
講師 武田 英明教授（国立情報学研究所）で調整
（ISWC（International Semantic Web Conference）が 2016 年に神戸で開催決定）
● 後援報告（事務局長決裁済）
○ 「ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ２０１５」
日時 2 月 27 日（金） 13:30 分～17:00
場所 兵庫県公館
● 近畿情報通信協議会
・ 第二回近畿地方情報通信関係団体連携促進会議（2/26）への参加報告（力宗会長・山本事務局長）
・ 近畿地方情報通信関係団体連携促進調査業務報告会（3/30）の報告会への参加及び共催
（会長報告およびパネルディスカッションに参加予定）
3 月 30 日の報告会に出席したい方は事務局まで連絡を。
● 「 神戸市 × 攻殻機動隊 」 連携 PR プロジェクトへの参加（幹事会メール承認済。別紙参照）
・
「地域 ICT 推進協議会(COPLI)」という並列表記が正しいので、統一して使われるよう気をつけて
いく。
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・COPLI 側の窓口としては、アニメ関連の動きをとっているメンバーが対応する。
● 事務局会議開催報告
日時 ３月 12 日 14：00～ 出席者８人
内容 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 14 日
幹事会
５月８日
総会
５月 22 日
兵庫・神戸 IT 人材就職フェア
・11 月開催のシーグラフアジアの動きが遅く心配している
→とはいえ、早く決めてほしいと働きかけるぐらいしか手がない。
６ 閉会
次回 幹事会(原則奇数月の第３火曜と第３水曜を交互)
日時 ４月 14 日（火）18：30～
場所 神戸市役所１号館 11 階教育室
／以上
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