平成 27 年４月 14 日（火） 18：30～
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 13 日 第１回委員会
(1)平成 27 年度視察のテーマ「IoT」
・国内視察先候補：鎌倉、宮崎 （日程：夏休み前に）
・海外視察先候補：アジア、シアトル、バンクーバーなど（日程：年内に）
(2)平成 27 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 18 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 0 件
(25 年度累計 24 件、26 年度累計 40 件)
・４月８日 第１回委員会
(1)就職フェアについて
(2)インターンシップについて
(3)合同社員研修について→6 月に開催
(4)ビジネスマッチングについて→9 月の国際フロンティア産業メッセ内で開催
(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、シーグラフアジア 2015
(7)平成 27 年度総会について
（今後の予定）
・５月 12 日 第２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９日 合同社員研修
終了後、U-35 活動紹介する
○地域貢献委員会
（今後の予定）５月 14 日 第１回委員会
○P-MODAN
・4 月 6 日 ミーティング
・
「KIT（Keep In Touch）神戸」に名称変更
・今年度の活動で 9 月に石垣島へ
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○COPLI U-35
・4 月 7 日 ミーティング
事業計画(案)
・U-35 の活動
ICT 業界及び ICT 業界とつながりがある各種業界の底上げを図るため、地域を支える各企業の若手・
中堅社員の交流・成長の場、キッカケ作りを行う。COPLI の会員企業を中心に ICT 業界、各種業界の
若手のための活動を行う。
(27 年度の計画)
・ワークショップ形式のキックオフ交流会を開催すること。
・勉強会を複数回開催すること。
（年２回＋α）
・地方創生で活性化している地域に視察に行くこと。
・オープンデータに関するアイデアソンを開催すること。
・他イベントとのコラボレーションを行なうこと。
・若手の意見を吸い上げ実行する環境ができる場とすること。
→目安箱を設けて意見を吸い上げる仕組みを創ること。→ホームページにフォームを作成する
●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）
③SNS 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）
●27 年度ワークショップについて（４月２日企画募集・４月 13 日締め切り）
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）
③SNS 研究会（辻村）→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（武部）→継続は難しい
３．会計報告
４．その他 討議・報告事項
●平成 27 年度総会について
日時 平成 27 年５月８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 26 年度事業報告、平成 26 年度収支決算報告、
平成 27 年度事業計画、平成 27 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：演題：
「未定」
後日、「アジアにおけるコンピュータグラフィックスの可能性」に決定
講師：東北大学電気通信研究所
教授 北村 喜文様
（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）
総会冊子印刷 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３日
冊子校了 ４月下旬
納品 ５月７日
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案内の送付 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 or PDF）
。
一人５分。事務局締め切りは４月 20 日。
【現況届状況】
連絡がとれない特別会員について
3 名を退会の取り扱いとする⇒承認
●平成 26 年度決算、27 年度予算案について
・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 5 万円増の 10 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。
●規約の改正について
(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）
(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）
(3) 委員会等での代表者選任を明文化（第 12 条）
(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）
●役員改選について
●事業計画案について
・U-35 の事業計画の変更について
・P-MODAN の名称変更について
（基本方針）企業の生産性の向上→企業の発展
●事務局運営業務の委託契約について
・㈱ワイズエッグ 従前と同条件で４月から受託
●事務局会議
・４月７日 14:00～ 出席者 11 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 ８日
・５月 22 日
・６月 ９日
・ 月

総会
兵庫・神戸 IT 人材就職フェア
合同社員研修
国内視察（未定）

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：５月 20 日(水) 18：30～
場所：神戸市役所 1 号館 11 階教育室
／以上
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