■地域 ICT 推進協議会

第７回幹事会議事要旨■

１．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 14 日（月） 第 11 回委員会開催
・3 月 14 日（月） 第 12 回委員会開催
（今後の予定）
・COPLI 海外視察は延期、来年度（７月上旬頃）に実施予定。
・デジタル映像関連セミナー(紀伊国屋、電子書籍について)延期、来年度（5 月頃）に
実施予定。
○ICT 企業支援委員会
（活動報告）
・1 月 24 日（月） 第 9 回委員会開催
・3 月 10 日（木） 第 10 回委員会開催
来年度のビジネスマッチング･･･7 月 21 日開催
来年度の就職マッチング･･･9 月 9 日開催
来年度インターンシップ…８月～９月実施
「神戸 IT フェスティバル」で就活応援イベントのセミナー・ブースの出展を検討。
→内容は、セミナー会場で、地元 ICT 企業で働く若手社員に仕事や業界について話
してもらう。
また、ブース会場では、企業経営者が直接、学生に模擬面接の指導を行う。
○地域貢献委員会
（活動報告）
・親子で楽しむインターネット教室
日時：2011 年 2 月 27 日（日）
場所：須磨海浜水族園
内容：ブログやツイッター、SNS 等の製作方法について学ぶとともにインターネッ
トの安心安全についても学ぶ。
参加者：保護者 １３人、子ども １４人
・インターネット安全教室
日時：2011 年 2 月 23 日（水）

場所：兵庫県立大学大学院（ハーバーランド）
NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）との共催事業。
参加者：約５０名
→参加者は少ないが、積極的な人が多く参加されている点は非常に良かったと評
価を得ている。
・1 月 20 日（木） 第 7 回委員会開催
・2 月 21 日（月） 第 8 回委員会開催
・3 月 15 日（火） 第 9 回委員会開催
（今後の予定）
・第 3 回地域貢献セミナー
日時：2011 年 3 月 18 日（金）17：00～
内容：COPLI 会員の地域貢献活動事例を紹介
→震災に配慮し、開催を見送る。延期し、６月ごろに開催予定。
・P-MODAN
（活動報告）
・2 月 9 日（水） 第 2 回委員会開催
→来年度の活動も子どもを対象とした活動を行っていきたい。
近年、学校が統廃合される中、自分の通っていた母校に関するコンテンツ制作
（例えば、デジタル植樹等･･･WEB 上に廃校になった母校をつくって、そこに植樹
を行う）を、目に見える形でつないであげれるような取り組みをしたい。

●ワークショップの状況報告
①効果的な広報の実践的研究（前田）
・第４回ワークショップ開催
日時：2 月 24 日（木）
場所：神戸市勤労会館 403 号室
内容：
「日本たばこ産業株式会社の広報活動について」
講師：日本たばこ産業株式会社 神戸支店

藤森 宏喜様

参加者：１６名
②LTE（Long Term Evolution）の可能性と課題に関する研究（力宗）
・第２回ワークショップ開催

日時：２月４日（金）
場所：兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 講義室
内容：
「LTE の概要と関西の導入状況について」
講師：ドコモ本社

経営企画部 経営企画担当課長 平松 孝朗

・第３回ワークショップ開催
日時：２月２５日（金）
内容：
「LTE の今後の展開について」
場所：兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 講義室
講師：ドコモ本社

経営企画部 経営企画担当課長 平松 孝朗

→引き続きワークショップを継続の意向。
→来年度はドコモだけではなく、他社の LTE についても研究していきたい。
③ファッション都市・KOBE の資産のデジタルアーカイブに関する研究（辻村）
④ICT 人材育成最適プログラム研究（福岡）
・第 5 回ワークショップ開催
日時：1 月 24 日（月）
内容：各学校における就活支援事業について
⑤企業 PR における ICT 利活用の現状調査と促進についての研究（藤岡）
・3 月 18 日（金） 第 3 回ワークショップ開催予定
２．会計報告
○入会希望
なし。
３．その他 討議・報告事項
●来年度の COPLI 事業計画策定・予算案について
●役員改選について
各役員宛へ継続確認を送付して確認を行った。
●来年度ワークショップの活動について（別紙 ワークショップ企画書参照）
→来年度のワークショップの募集、継続意向を実施する。
→次回幹事会（4/12）までに提出いただいたものについては、次回幹事会で審査を行う。
それ以降は総会以降の幹事会での審査となる。

●来年度の COPLI 総会について
・日程：５月１０日（火）15：00～
・開催場所：ホテルモントレ神戸
・基調講演：はやぶさ
講師：日本電気航空宇宙システム株式会社宇宙・
情報システム事業部 シニアエキスパート 小笠原 雅弘様
●神戸 IT フェスティバル
オープンソースカンファレンス（4/16）の開催について
・2011 年 4 月 15 日（金）～16 日（土）
・場所：神戸市産業振興センター２F、９F
・神戸 IT フェスティバルにて、学生向けの就職セミナーとブースを設置
（ICT 企業支援委員会）
・神戸 IT フェスティバル、LOCAL との対談について（交流視察委員会）
・オープンソースカンファレンスの COPLI ブース出展
●KISA ビジネスカンファレンス（6/24）への協力について
・近畿情報システム産業協議会（KISA）主催
・神戸電子専門学校で６月２４日開催。COPLI にも共催いただきたいとのこと。
当日はブース出展や、講演（セミナー枠）などを行ってほしい。
→COPLI で共催を行う。また、会員企業に協賛等の参画を案内する。
●東日本大地震への COPLI としての対応について
・ホームページに会長からのメッセージの掲載を行う。
・義援金を送る。
●ワークショップ活動⇒原則は２月中に活動を完了し、会計報告を３月１５日までに実施
のこと。
残金の振込みは 3 月 18 日までに。
●事務局会議（3 月 8 日（火） １４:００～）=出席者４人
・地域貢献セミナー、次回幹事会の議題、会費納入状況等について確認。
４．スケジュール（案）確認
4 月 15 日（金）

／神戸 IT フェスティバル＠神戸市産業振興センター

4 月 16 日（土）

／オープンソースカンファレンス＠神戸市産業振興センター

5 月 10 日（火）

／平成 23 年度 COPLI 総会＠ホテルモントレ

次回 幹事会（原則奇数月第３火曜）４月１２日（火）１８：００～
場所：神戸市役所 1 号館 11 階教育室
／以上

