平成 28 年１月 20 日（水）18：30～
勤 労 会 館 4 0 4 講 習 室

地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ） 第６回幹事会
１ 開会 会長あいさつ
２ 幹事交代
コベルコシステム㈱ 布木幹事ご後任
経営企画部 CS・CSR 推進グループ 植木 敏彦 様 → 承認
３ 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）
・12 月 9 日 第９回委員会
(1) 海外視察先検討
韓国に決定
(2) 交流会兼忘年会検討
(3) COPLI セミナー検討
・12 月 10 日 新規会員との交流会兼忘年会
日時：12 月 10 日（木）18：30～21：00
場所：Bora bora
参加者 43 名
・１月 18 日 第 10 回委員会
(1) 韓国見学先検討
(2) 交流会兼忘年会ふりかえり
(3) COPLI セミナー検討
(4) 総会セミナー検討
(5) 28 年度事業計画検討
（今後の予定）
・２月 15 日 第 11 回委員会
・２月 25 日（木）～27 日（土）もしくは
３月 7 日（月）～9 日（水）のどちらか 海外視察（韓国・世宗市）
○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６件(27 年度累計 28 件)
・12 月 11 日 第８回委員会（メール開催）
・１月 15 日 第９回委員会
(1) 理研計算科学研究機構とのビジネスマッチング検討（別紙チラシ参照）
・2 月 18 日が候補だが、3 月上旬を模索
(2) 就職フェアの検討（別紙募集案内参照）
・今年はプログラミング体験のワークショップを追加
(3) 28 年度事業計画検討
(4) その他
委員会内で勉強会を開催
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（今後の予定）
・２月 12 日 第 10 回委員会
・２月 18 日 理研とのビジネスマッチング
・５月 17 日 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017
○地域貢献委員会
（活動報告）
・１月 12 日 第６回委員会
(1) 地域貢献セミナーの検討
(2) 28 年度事業計画の検討
（今後の予定）
・２月 16 日 第 7 回委員会
・３月 10 日 地域貢献セミナー
○KIT 神戸
（活動報告）
・11 月 25 日 Ｔシャツコンテストの振り返り
（今後の予定）
未定
○COPLI U-35
（活動報告）
・11 月 20 日 「一方通行じゃない！！
想いを届け、記憶に残るプレゼンテーション技法！」
場所：神戸情報大学院大学 3F 教室 A
時間：19：00～20：30（20：30～懇親会）
講師：㈱ストーン・フィールド 麻角健太郎 氏
参加者：17 名
・11 月 26 日 第 18 回委員会
（1）プレゼンワークショップの振り返り
（2）事例視察の具体的な内容検討
（3）3 月アイデアソンについて検討
・12 月４日 アイデアソンチーム臨時会議
（1）3 月アイデアソンについて検討
・12 月５日～６日
IT 活用による地域力向上を目指した事例視察（丹波）
参加者：11 名
報 告：別紙参照
・12 月９日 第 19 回委員会
（1）事例視察の振り返り
（2）3 月アイデアソンについて検討
・12 月 21 日 第 20 回委員会
（1）3 月アイデアソンについて検討
・１月 12 日 第 21 回委員会
（1）3 月アイデアソンについて検討
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・1 月 18 日 第 22 回委員会
（1）3 月アイデアソンについて検討
（今後の予定）
・３月 13 日 アイデアソン（スペースアルファ三宮）
●27 年度のワークショップ
①地域コンテンツを海外に発信する仕組みづくりについて検討（發知）
事務局より報告書を提出依頼

４ 会計報告
●会計報告（平成 27 年 12 月末時点＝9 か月間）
・会費未納団体について
１社未納。引き続き、事務局が催促を行う
・退会申出
㈱ケイ・オプティコム（来年度から）→ 承認
アイ人材企画（来年度から／届出未着）→ 退会理由について詳細を伺う
・入会申請（一般会員）
株式会社テクノツリー → 承認
５ その他 討議・報告事項
●28 年度事業計画等について
・各委員会の事業計画の作成をお願いします
次回幹事会で内容を審議
提出期限：2 月 29 日（月） 提出先：事務局
山田昭記念基金事業についても記載する
・予算の要望がありましたら事務局まで
【平成 27 年度 各委員会予算額】
交流・視察委員会
350,000
ICT 企業支援委員会
350,000
地域貢献委員会
350,000
KIT 神戸
180,000
COPLI U-35
100,000
ワークショップ
250,000
予備費
150,000
プロジェクト事業費予算計 1,730,000

●COPLI ホームページ
・Facebook のアカウントを作成、各委員会で試行、４月から本格実施
●地方創生に資する ICT 利活用の導入事例
・近畿情報通信協議会へ４件報告
3 月 9 日に近畿情報通信協議会ホームページに掲載予定
掲載されたら事務局より報告
●事務局会議
・１月 13 日 11:00～ 出席者５人
・次回幹事会の議題について確認
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●IT 活用による地域力向上を目指したアイデアソン
・企画報告（事前配布の企画書を参照）
・COLI 会員企業からアイデアソンへの参加依頼（数社から 2 名ほど） → 承認
具体的な募集方法は後日 U-35 より提案
・予備費の使用申請 85,330 円
映像記録費 12,000 円、懇親会費 73,330 円（会場代 23,330 円、ケータリング費 1,000×50 名）
→ 承認
・企画内容からすれば安い
・もっと盛り上げてほしい
・過去に「懇親会費に費用は使わない」という流れがあったので疑問は残る
・参加団体にケータリング費等の援助申請をしてはどうか → 検討中
●総会(5/13)の会場について
ホテルモントレ神戸 → 承認
●28 年度幹事会の開催日程について
・４月 20 日（水）
・５月 17 日（火）総会直後のため開催日検討
次年度より偶数月（4 月・6 月・8 月・10 月・12 月の計 6 回）に幹事会開催してはどうか
→次回幹事会で決議
６ 今後のスケジュール
１月下旬～２月上旬 COPLI セミナー
２月 18 日（木）または３月上旬（調整中）理研とのビジネスマッチング
２月下旬～３月上旬 海外視察（韓国・世宗市）
３月 10 日（木）
地域貢献セミナー
３月 13 日（日）
アイデアソン（ICT を活用した地域力向上のサービスや取組を探る）
５月 13 日（金）
総会
５月 17 日（火）または６月中下旬（調整中）兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017
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 ３月 15 日（火）18：30～
場所 勤労会館３０７会議室

／以上
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