平成 30 年 6 月 19 日（火） 18：30～
勤 労 会 館 4 0 9 会 議 室

地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ） 第２回（臨時） 幹事会

１ 開会 会長あいさつ

２ 討議事項
●総会について
（1）実施報告（昨年参加者数）
総 会 ：60 名（60）
セミナー：89 名（91）
交流会 ：87 名（86）
概ね好評の声をいただいているが、具体的な意見・所感を貰えるよう、参加者アンケートを取る
（2）次年度の開催について
候補日 ：2019 年 5 月 10 日（金）
候補場所：生田神社会館／チキンジョージ／元町映画館 ほか
※ホテルモントレ神戸は 2018 年 1 月 1 日で閉館
開始時刻：14:00 or 15:00
総会セミナーの開催について：
（1）講師選定等のプロジェクトリーダー選出について
※山田昭記念基金事業終了につき、セミナー開催費用全額を予算申請
総会の開催案内や運営は例年通り事務局が行う
（事務局からの提案）
講師の選定について、来年度も 078 を開催する場合は、
2018 年度と同様の手配形式で依頼をしたい。
メリット：最先端、話題性があるものが見込まれる
手配にかかる時間数短縮
COPLI 単体では招聘しにくい遠方の方でもチャンスがある
手順を予め確保することで早期に講師を決定できる可能性が高まる
デメリット：078 と同じ講演内容になる可能性がある
★内容や講師、開催場所についてご意見・ご提案があれば事務局までご連絡ください。
●プロジェクトについて
（1）予算残高について
・数値の共有方法、タイミングについて
毎月末段階で〆、報告書を共有する（幹事 ML or 承認用 SNS）
（2）承認場所、情報の共有場所（専用 SNS）について
ツール
メリット
デメリット
OpenPNE
議論しやすい、専用性がある
既読がつかない
メーリングリスト 専用性がある、全メンバー使用可
既読がつかない、議論しにくい
Facebook
既読がつく、議論しやすい
専用性がない（社則上利用困難な会社有）
ML・FB 併用
全員での意思疎通ができない
・全員が共通認識をもって議論できる、ということを大前提におく
・メーリングリストの場合も既読はつかないので、OpenPNE ではどうか
・事務局にて次回幹事会を目安に再検討を行う（それまではメーリングリストを使用）
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（3）申請情報の掲載場所について
公式 WEB リニューアル予定
（4）承認済プロジェクトの進捗状況について
00 兵庫・神戸 IT 人材就職フェア 2019
イベント終了済
残予算について（〆・他支出予定等）
終了。近日中に報告書提出予定
01 若手社員のためのトレンド技術入門セミナー（仮）
6/29 実施予定
イベント詳細・告知時期・開催日の調整状況等
現状進捗なし。進めます。
02 神戸市のプログラミング教育について考える
総務省案件への参加状況、その他企画等について
・総務省案件は約 60 件応募の中から 10 件程度を採択と聞いている
6 月下旬に結果
・教員や教育委員会事務局の指導者向けに行う勉強会の開催依頼有
8/6（月）
、8/23（木）
、8/24（金）に実施する方向で検討中
・次回 6/26（火）に会議開催予定
05 ドローンの可能性についての研究
現在の活動状況等
活動用メーリングリストの送付がなく、開始してよいのか判断しかねている
→事務局より開始 OK について 5/30 通知済、早急に ML を作成・送付
（5）プロジェクトの承認について
03 【第 3 回山田昭記念講演会】COPLI セミナー 承認
「コミュニティがビジネスを変える。共創から始まるあらたな課題解決の形」
山田昭基金超過分について
04 「メイカーズのエコシステムを神戸に創るための実験プロジェクト～YouWe Can Be a Maker!～」
申請額 300,001 以上につき、幹事会（対面式）にて協議 全会一致承認
（申請者代理：中嶋）3 年間の継続事業として申請
【テーマ】
1 年目「知る」／2 年目「アクション」／3 年目「結びつける（ビジネスチャンス創出等）
」
・今から注目される案件。深圳での出展はやるべき（永吉）
【1 年目の内容（予定）
】
・勉強会、セミナー 計 3 回
・自ら Maker となるためのワークショップ開催 1 回
・
「Maker Faire Tokyo 2018」視察（国内・東京視察）
・
「Maker Faire Shenzhen 2018」視察（海外・深圳視察）及び出展
【課題】
・2 回の視察や出展経費等を合わせると予算不足が見込まれる
→同プロジェクト内での追予算の申請が可能かどうかを定め、明記するべき
・早い段階からの計画や宿泊予約、予算算出等、細かな配慮が必要
→深圳出展方向で案をまとめ、細かな検討を始めていく
・人気テーマの為、想定人数（8 名）を超えた場合の対応
→・プロジェクトメンバー最優先で 8 名を定員とし、選考する等して公平に選出してはどうか
→・若干数であればメンバー内で相談のうえ、補助額を減額して人数増も検討
→・定員を下回った場合、予算から支出できるのは参加実数分のみとする
06 英国 Liverpool 市 C＆D 産業視察・交流
B 案件につき ML にて審議を行った結果、未承認となった。
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★追予算や、承認されにくい事例等を Q&A 形式にする等して、公正公平にルールを決め、明示する方法
を事務局にて検討
（6）各委員会からのプロジェクト申請について
交流・視察委員会
未
ICT 企業支援委員会 就職フェア 実施済
地域貢献委員会
未 2017 年度実施した子供プログラミング教室を実施予定
既に立ち上がっているプログラミング教育プロジェクト内で実施するか、
別企画としてプロジェクトを申請するかを検討中
8 月頃申請予定（流通科学大学 学園祭内での開催予定）
KIT 神戸
未
COPLI U-35
若手社員のためのトレンド技術入門セミナー（仮） 承認済
（7）今後の立案見込みについて
・定期的に集まるイベント（海の家など・すべて実費の予定／COPLI 事務局より起案予定）
（8）承認済プロジェクトの参加および新規申請の推進について
新チラシを配布いただける方は事務局まで希望部数をご連絡ください。
●兵庫ニューメディア推進協議会との関係について

●その他
（1）名刺の発注について
一旦締めていますが、必要な方は事務局へご相談ください。
（2）会計報告（2018 年 5 月末時点）
（3）行事共催承認について 6/5 メールにて事務局長決裁承認の通達済
「地域 IoT 実装推進セミナーin 橿原」
日時：平成 30 年 7 月 12 日（木）13:15～17:00（予定）
場所：橿原神宮 崇敬会館 養正殿（奈良県橿原市久米町 862 番地）
主催： 近畿総合通信局、近畿情報通信協議会
共催：近畿農政局、奈良県、滋賀県地域情報化推進会議、IT コンソーシアム京都、
一般財団法人関西情報センター、兵庫ニューメディア推進協議会、
和歌山県情報化推進協議会（調整中）
後援：全国商工会連合会
●次回幹事会（対面式）の開催について
（1）目的：上半期を終えての振り返りと今後の展開について
・プロジェクト形式による効果
・改善が必要な項目
・予算の振り分けと消化状況
・次年度について
（2）開催日時
2018 年 7 月 17 日（火）18:30～
相談させてください。
神戸勤労会館 409 会議室
7 月末でプロジェクト申請第 1 期を締めるので、上半期の状況報告を含めて 8 月開催を提案
後日、候補日を送付しますので、ご入力お願いします。

３ 閉会 副会長あいさつ
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
次回 幹事会(必要に応じて開催)
日時 7 月 17 日（火）18:30～
相談させてください
場所 神戸勤労会館 409 会議室
8 月開催で再調整
※上記日程までに開催の必要が生じた場合は別途事務局よりご連絡させていただきます。
／以上
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