平成 28 年 4 月 20 日（水）18：30～
勤 労 会 館 3 0 7 講 習 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
自己紹介
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）
・３月 23 日 第 12 回委員会
(1)海外視察報告
(2)総会セミナー検討
(3)28 年度事業計画案の検討
・４月 18 日 第１回委員会
(1)28 年度事業計画案の確認
(2)平成 28 年度視察のテーマ「ロボット」
国内視察、海外視察について
(3)平成 28 年度総会について
(4)その他（COPLI セミナーについて）
・昨年開催数が 1 回減ったことを反省し、今年度は早期に計画を進める
・次回開催に関しては、現在講師候補の方と調整中
・新規委員会メンバー募集中
（今後の予定）
・ 月 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４件(27 年度累計 33 件)
・４月 11 日 第１回委員会
(1) 兵庫・神戸ＩＴ人材就職フェア 2017 検討
・今年度は 30 分の「お仕事体験コーナー」を新設。内容は出展者で企画。
・説明会は例年通り各 20 分
・追加出展希望があったが、対応は可能か。
→会場が前年から変更になり、9F・10F の会議室をブースとして使用するため、
設営の関係上、出展追加は不可。
(2) 市の施策紹介「神戸創生戦略」
(3) インターンシップについて
各社 2 週間程度での実施予定
(4) 合同社員研修について
(5) 市の施策紹介「起業・創業支援」次回は神戸市創造都市推進部
委員会冒頭に紹介。委員でなくても参加希望者歓迎します。
（今後の予定）
・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）
・６月６日 第２回委員会
・７月末～９月末 神戸ＩＣＴインターンシップ 2016
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○地域貢献委員会
（活動報告）
前回幹事会報告以降、委員会の開催なし
（今後の予定）
・未定
○KIT 神戸
（活動報告）
・4 月 13 日 第 1 回委員会
（1）2016 年度事業内容について
・地域のことは現地に行かないとわからない。
「Go！石垣 Go！神戸」
・多数の候補が出るものの絞りきれず、次回委員会へ持越し。
・秋口のイベント開催を目指す。
（今後の予定）
1.5 ヶ月後頃に次回委員会開催予定
○COPLI U-35
（活動報告）
・4 月 6 日 第 1 回委員会
(1) タスクの進捗状況について
・3/13 開催のアイデアソンについて
外部向けは web でプレゼン発表資料を公開
内部（総会）向けに報告書を作成中
(2) 総会資料の作成について
(3) COPLI U-35 2016 年度リーダーについて
・新リーダーはさくらケーシーエスの糸永様
（今後の予定）
・4 月中～下旬 イベント運営反省会の実施および第 2 回定例会
4 月 22 日にアイデアソンの反省会を開催
・メンバーが減ってきているので、ワークショップ等を通じて増員していきたい。
若手社員への声掛けをお願いします。
→新入社員から見ると U-35 メンバーの年齢層はベテランに見えるという声があった。
中堅社員に声をかけてみてはどうか。
→30 歳前後の社員が楽しめるイベント・ワークショップの開催を検討します。
・メディア関係会社の方にもぜひ加入してほしい。
●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
前回幹事会報告以降、活動なし。
今後については検討中
３ 会計報告
●会計報告（平成 28 年 3 月末時点＝12 か月間）
・監査は 4/6 に完了
・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
シスメックス（一般会員）→承認
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神戸市看護大学（特別会員）→顧問の長野様が名誉教授を勤めておられるので継続して特別会員
明石高専電気情報工学科（特別会員）→4/21 後任が決まり、継続いただけることが決定
・入会希望について
・旅行代理店や農業系でも入会可能か
→可。
これからは、どの企業でも ICT が絡んでくる。地域貢献という意味でもご入会いただくと良い。

４ その他 討議・報告事項
●事務局会議
・４月 13 日 11:00～ 出席者 5 人
・次回幹事会の議題について確認
●28 年度事業計画案について
・基本方針については前回幹事会提出のものですすめます。
・各委員会について、前年のものより変更がある方は 4/22 までに事務局までご提出ください。
●28 年度予算案について→承認
詳細は別紙予算資料参照
・総会・セミナー開催時の講師料等謝礼の支出先変更について
実際に予算を進行している事業に科目を変更しています。

セミナー名

～2015 年度

2016 年度～

科目

総会・セミナー等開催費

プロジェクト等事業費

科目細目

セミナー・情報交流会開催 交流・視察委員会
費
総会・セミナー講師料等

※地域貢献セミナーの科目、科目細目については変更はいたしません。

・地域貢献セミナーの会場代の支出先変更について
地域貢献セミナーの会場代について、他のセミナーの会場代と合わせ下記に変更いたします。

セミナー名

～2015 年度

2016 年度～

科目

プロジェクト等事業費

総会・セミナー等開催費

科目細目

地域貢献委員会

セミナー・情報交流会開催費

・預かり金の新設について
収入が発生した委員会については「預かり金」で計上し、支出することで相殺する。
・
「交流会等参加費ほか雑収入」の決算項目が少ないのではないか。
→セミナーの開催数が減った為、収入も減っている。
→開催数と 1 人単価で計算すると 1 回あたり 73 名余りの集客。特に少ないとは感じない。
・幹事会承認後、監事にも予算を提出
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●28 年度総会
→5/2 しめきり
日時 ５月 13 日（金）15：00～
場所 ホテルモントレ神戸
セミナー（山田昭記念講演会）
トークセッション 16：45～
「ウェアラブルとロボットの拓くミライ」
～人類はほんとうに幸せになれるのか～
登壇者：塚本 昌彦 氏（神戸大学大学院工学研究科教授）
石黒 浩 氏（大阪大学教授（特別教授）
）
・セミナーについて
※申し込みがまだの方は早急にお申し込みください
神戸市から 4/22 にプレスリリースを行う予定（別添 プレスリリース資料案）
・非常に豪華なラインナップであり、非会員の方からも幅広い集客を目指す
・プレス用に定員外で 5 席を確保
記録用に撮影を行う予定（リベラ㈱大阪支社 協力）
カメラ 2 台での動画撮影を予定
※著作権の関係で、撮影した映像を別の場所で放送するかしないかによって、石黒先生のプレゼン
内容が変わるとのこと。
→①内部での記録用の映像として全体通しの映像
②別の場所で放送するために著作権上問題がある部分を取り除く編集をした映像
の２種類を作成したい
・②について COPLI の web 上で流すことは可能か
→要相談
・今年度は席数増設の為、机の設置なし
・山田昭記念講演について
・たて看板を事務局より発注（横 60cm、縦 150cm）
（当初設置予定の幕はスクリーン位置の関係で設置できず、たて看板に変更）
・写真立ては受付に設置（アルファミクス作成）
・感謝の気持ちを込めて実施
●総会発表資料（各委員長、ワークショップ代表）の作成

→本日（4/20）しめきり
・スクリーンが大きくなり、会場レイアウトが少し変更になっています。
●28 年度ワークショップの募集
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）
引き続き募集する。知り合い等にも声掛けをお願いします。

５ 今後のスケジュール
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)
日時 ６月 21 日（火）18：30～
場所 勤労会館 407 会議室
今年度より偶数月の開催となります。
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・火曜と水曜の交互ではなく、火曜に固定してはどうか →承認
・開催時間を 18：00～にしてはどうか →18：30 のままとします。
次回以降の幹事会日程
８月 16 日（火）18：30～
10 月 18 日（火）18：30～
12 月 20 日（火）18：30～
２月 21 日（火）18：30～
４月 18 日（火）18：30～

／以上

5

