平成 28 年 3 月 15 日（火）18：30～
勤 労 会 館 3 0 7 講 習 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 15 日 第 11 回委員会
(1) 韓国見学先検討
(2) COPLI セミナー検討
(3) 28 年度事業計画検討
(4) 総会セミナー検討
・３月７日～３月９日 海外視察
テーマ「IoT と農業」
視察先 韓国・ソウル市、世宗市
参加者 ７名
詳細は報告書を参照（作成中）
（今後の予定）
・３月 23 日 第 12 回委員会
・今年度の COPLI セミナーについては告知期間等も少ない為、開催なしとしてはどうか
→承認
・委員会としては開催数が減ってしまったことを反省し、次年度へ活かす
・総会セミナーの詳細については 3/23 の委員会にて決議予定
○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５件(27 年度累計 33 件)
・２月 12 日 第 10 回委員会
(1) 市の施策紹介「神戸創生戦略」
(2) 理研とのビジネスマッチングセミナー検討
(3) 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017 検討
(4) 28 年度事業計画案検討
・２月 18 日 スパコン＆COPLI ビジネスマッチングセミナー
時間 14：00～15：30
場所 神戸市勤労会館 403 講習室
講演「スパコンが地元企業に期待しているニーズ」
講師 佐藤 三久氏（AICS フラッグシップ 2020 アーキテクチャ開発チームリーダー）
参加者 14 名（9 団体）

・３月 14 日 第 11 回委員会
(1) 理研とのビジネスマッチングセミナー報告
(2) 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017 検討
(3) 28 年度事業計画検討
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（今後の予定）
・４月 11 日 第１回委員会
・５月 17 日 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017（産業振興センター）
参加企業：19 社（会員 14 社・非会員 5 社）
ファシリテーター：力宗会長
・若手社員によるパネルディスカッションは現在 4 社が決定
・今年度は IT を学んでいる人以外にも対象を広げる為、IT 体験コーナーを参加企業各社で設置
【より多数の学生に参加いただけるよう、特に教育関係の方は告知等のご協力をお願いします】
・京大など、近畿情報通信連携促進会議に参加の方々にも呼び掛けてみてはどうか
・７月末～９月末 神戸ＩＣＴインターンシップ 2016
≪今年度の委員会活動は終了≫
○地域貢献委員会
（活動報告）
・３月 10 日 地域貢献セミナー
時間 18：00～19：15（交流会は 19：30～21：00）
場所 神戸市勤労会館 403 講習室（交流会はシャングリ・ラ）
講演 1「ＴＯＡのＣＳＲ活動」
講師 吉村 真也氏（ＴＯＡ株式会社経営企画本部広報室主事）
内容：自社機材を使用し子供を対象としたミュージックワークショップの実施
講演 2「地域創生における大学の役割」
講師 多井 剛氏（流通科学大学経済学部准教授）
参加者 16 名
交流会も盛況
（今後の予定）
・未定
≪今年度の委員会活動は終了≫
○KIT 神戸
（活動報告）
・
（今後の予定）
未定
・4 月に 2016 年度の第 1 回委員会を開催予定
チームとして有効に動き、COPLI にとっても有意義なものになるよう方向性を決める
次に繋がるように今年度の活動をグレードアップさせていきたい
≪今年度の委員会活動は終了≫
【広報活動について】
・メディア系の会員企業中心に協力をお願いしていきたい
・メディア系企業に限らず、広報協力を。
システマチックに広報活動に協力できるような流れをつくってはどうか
・数ある告知の中から、より目につくような方法を提案することは可能
◆広報に関する勉強会を開催してほしい（ワークショップ・セミナー等）
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○COPLI U-35
（活動報告）
・1 月 20 日 KOBE IDEA HACK について
(1)タスク洗い出し
・2 月 3 日 第 23 回委員会
(1) KOBE IDEA HACK について
チラシ・Web サイト・発表されたアイデアの扱いについて検討
・2 月 10 日 KOBE IDEA HACK 会場見学会（スペースアルファ三宮）
・2 月 13 日 第 24 回委員会
(1) KOBE IDEA HACK について詳細を検討
・2 月 17 日 第 25 回委員会
(1) KOBE IDEA HACK について詳細を検討
・2 月 22 日 第 26 回委員会
(1) KOBE IDEA HACK について
・タスクの進捗状況について
・発表用資料について
・審査基準、採点方法等について
・2 月 26 日 第 27 回委員会
(1) KOBE IDEA HACK について詳細を検討
・3 月 3 日 第 28 回委員会
(1) KOBE IDEA HACK について詳細を検討
(2) 2016 年度年間計画について
・3 月 11 日 第 29 回委員会
(1) KOBE IDEA HACK について詳細を検討
・3 月 13 日 神戸まちづくりアイデアソン「KOBE IDEA HACK」
時間：10:00~20:00
場所：スペースアルファ三宮
参加者：11 チーム 42 名（運営メンバー除く）
ファシリテーター：田村 健氏（ヤフー株式会社）
【イベントについて】
・詳細については後日報告書に記載
・全チームが拮抗し、評価も接戦のレベルが高いアイデアソンとなった
・全てのアイデアは WEB で上で公開
・当日の撮影など、芸工大の学生さんにご協力いただいた
◆ファシリテーターをお願いした縁から、U-35 でヤフーツアーの企画を検討中。
◆提案のあったアイデアについて、幾つかは実現に向けて動いていきたい
・アイデアソンに U-35 でチームを作って参加してはどうか
→今回は運営だったので参加は不可能だったが、別のアイデアソンへの参加を検討中
（今後の予定）
・3 月下旬 （1）
「KOBE IDEA HACK」のふりかえり
（2）次年度計画立案

■全体の方針（案）
定例会議は毎月 1 回開催する。例：第二週の水曜日
臨時会議は必要に応じて開催する。
年間 4 回のイベントを開催する。
イベントは 3 名程度のチーム制を組んで進める。
イベントチーム内での会議は必要に応じて開催する。
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■内容（案）
メンタル系のイベントを開催したい
山登りをする
無人島に行く
洞窟を探検する
座禅
護摩
滝に打たれる
崖から落とされかける
交流会を開催する
BBQ をする
海釣りのような交流会
新入社員交流会
他のコミュニティを知るという名の飲み会
他のコミュニティと共同イベントを開催する
企業を訪問する
工場見学する
神戸まちづくりアイデアソンの U-35 賞を実現する
丹波視察のような企画を行い、視察交流委員会に提案する
ドローンレースを開催する
Y!アカデミア（Yahoo!のイベントをしてもらう）
ミッションステートメントを書く（COPLI U-35 の目的を明確化する）
若い世代にリーダーをやってもらう（毎年リーダー交代、三年目の若手くらいがリーダーをやるくらい
でいいのでは）
コミュニティのところとかぶるが、全く別の業界とつながりをもつ。

●ワークショップからの報告
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
≪今年度の委員会活動は終了≫
今年度の活動を来年に繋げていきたい
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３ 会計報告
●会計報告（平成 28 年 2 月末時点＝11 か月間）
・未清算費用があれば至急、事務局までご連絡ください
・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
・情報発信費および事務局経費等の内訳について山本副会長・秋國事務局長で打ち合わせし、
結果を報告する
・退会申出
アイ人材企画（一般会員）→承認
明石高専（特別会員）→保留

４ その他 討議・報告事項（19：00 ごろ）
●事務局会議
・３月８日 11:00～ 出席者５人
・次回幹事会の議題について確認
●共催報告（事務局長決裁済）
地方創生に資する ICT 利活用導入事例発表会（3/9）
（主催）近畿総合通信局、近畿情報通信協議会
●28 年度事業計画案について

●27 年度決算見込みと 28 年度予算案について
・U-35 の予算増額について→承認
・他委員会の予算額検討期間を設けなくていいのか
・今年度、規模を拡大して活動したのは U-35 のみ。KIT は昨年増額済。
他 3 委員会も予算内で収まっていることから、増額は必要ないのではないか
→この予算のまま進めるが、最終確定は次回幹事会（4/20）とする
・山田昭基金について
・総会セミナーにて第 1 回目事業「山田昭記念講演会」として使用
山田昭記念講演会を記した一文字看板や山田昭前会長の写真立てを設置する
・予算の執行はセミナーの調整を行う交流・視察委員会が行う
●28 年度総会
日時 ５月 13 日（金）15：00～
場所 ホテルモントレ神戸
講師 塚本 昌彦氏（神戸大学大学院工学研究科教授）と調整中
セッション形式を予定している為、もう 1 名を調整中
●総会冊子原稿・総会発表資料の作成依頼

委員会活動報告（各委員長）→4/8 しめきり
総会発表資料（各委員長、ワークショップ代表）→4/20 しめきり
●総会資料印刷業者の募集 →3/31 しめきり
会員企業から公募
事務局より会員メールにて募集、次回会議にて決定業者を報告
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●総会冊子掲載・28 年度事業計画（案）について
各委員会で内容を確認、修正作業を行う
●28 年度ワークショップの募集、継続意向の確認
次回の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）
次年度も企画検討中だが、夏頃の提出予定
●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）総会直後や就職フェアと重複していることもあり開催要検討、偶数月案の審議
【偶数月の開催日程】6/21(火)、8/17(水)、10/18(火)、12/21(水)、2/21(火)、4/19(水)
→承認
●事務局運営業務委託契約について
株式会社ワイズエッグ（継続、２年目）
●Web リニューアルについて
・いつでも最新の情報を分かりやすく提供することが目的
・本幹事会にてデザインを提示→承認
・英語対応については芸工大で手配可能

５ 今後のスケジュール（19：55 ごろ）
５月 13 日（金）
総会（ホテルモントレ神戸）
５月 17 日（火）
兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017（産業振興センター）
次回 幹事会(原則偶数月の第３火曜と第３水曜を交互)
日時 ４月 20 日（水）18：30～
場所 勤労会館 307 会議室
／以上
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