地域 ICT 推進協議会

交流・視察委員会

議事録

日時：平成 29 年 9 月 11 日（月）18：30～
場所：神戸市役所 11 階ＰＴルーム
参加者（順不同・敬称略）
：力宗（会長）
、浜崎（パウゼ）
、田中（アットタナカ）、平西（ステップワン）、服部（神戸市役所）、
橋本（橋本総合法律事務所）
欠席連絡者（敬称略）
：舟橋（交流視察委員長）、稲垣（インターナップ）、市成（ムーブ）、
渡邊（神戸市役所） 、長井（神戸市役所）
１． 開 会
２． 議 事
(1) COPLI セミナーについて
① COPLI 特別セミナーの開催

（関西経済同友会との共催） →本日 13 時メール配信

『IoT・AI 時代のビジネス潮流にどう対応すべきか？ ～神戸内外の先進企業に学ぶ』
：10 月 4 日（水）14:00～18:30 神戸デジタル・ラボ 10F セミナールームにて
＜第 1 部＞セミナー 14:00～17:10

※無料

(1) 「IoT や AI をどうビジネスに活用するか～KDL の取り組みから」
株式会社神戸デジタル・ラボ 広報室長／COPLI 交流・視察委員会 委員長

舟橋 健雄

(2) 「神戸のハードウェアスタートアップが目指す IoT の未来」
株式会社 Momo 代表取締役

大津 真人 氏

(3) 「IoT を活用した公共交通の変革（ユーザーオリエンテッド目線で）」
みなと観光バス株式会社 代表取締役

松本 浩之 氏

(4) 「IoT・AI ビジネスの法務・知財面からの留意点」
STORIA 法律事務所 弁護士
＜第 2 部＞交流会

17:10～18:30

柿沼 太一 氏
※500 円（ビール・茶菓子程度を用意）

※会場定員が、長机付きで 36 名、椅子だけにすれば 50 名程度まで入る
関西経済同友会からも 15 名程度の方に参加いただける予定（相互団体の交流・認知に繋げる）
申込が殺到し、人数が入らない場合は会場を勤労会館などに変更を検討する
※9/21 の「COPLI 新入社員合同研修」でも案内してほしいと依頼を受けており、チラシを作成する。
→上記について内容の確認のみ。本日より募集も始まっています。
② 通常の COPLI セミナーについて（テーマ：シンギュラリティ）
(ア)井上 智洋（いのうえ ともひろ）氏
駒澤大学経済学部准教授、
『人工知能と経済の未来 2030 年雇用大崩壊』（文藝春秋）著者
→シンギュラリティサロン事務局・ズームス代表の保田さんより紹介いただき、
現在登壇依頼中（10～11 月のご都合を確認中）
→継続
(イ)その他・候補（年内にもう 1 名はセミナーを開催したい）
→年内はスケジュール的にタイトでは、もし実施するなら、忘年会のときに実施ではどうか。
(2) 平成 29 年度 国内視察について
：10 月 26 日（木）～27 日（金） 福島県会津若松市周辺 →えすぽ・松本さんに費用等を確認中
①大枠スケジュール
10/26(木) 07:30 伊丹空港集合→08:15 伊丹空港発（ANA1695 便）→09:20 福島空港着
福島空港からバスで移動（人数・スケジュールによってタクシー等に変更する可能性も）

会津若松市を中心に視察、宿泊は会津若松市内か郡山市内を想定
10/27(金) 日中は視察・観光
18:10 福島空港発（ANA1698 便）→19:20 伊丹空港着
※もう一泊を希望される方は、別途対応可能
→観光候補：大内宿（町並み見学・そば）、さざえ堂（不思議な二重構造のらせん階段を体験！国の重
要文化財）
②訪問先候補について（どこまで範囲を広げるか？）
－会津若松市
・株式会社 Eyes, JAPAN

：山寺社長が全面的に協力いただける

・会津大学 復興支援センター

：訪問可（要調整）

産学イノベーションセンター

：訪問可（要調整）

他の面白い研究者

：訪問可（要調整＝こちらから希望があれば）

・会津若松市役所

：オープンデータや IoT 関連部署と要調整

→cf.9/22 近畿情報通信講座（京都）にて以下の事例報告がある
事例：
「会津若松市におけるデータを活用した取組」
講演者：会津若松市企画政策部企画調整課 主幹 山崎 彬美 氏
・酒造メーカー（12 蔵）

：IT を活用している蔵を要確認・調整（山寺さん相談中）

－会津若松市郊外
・株式会社 toor（大沼郡三島市）＝古民家でビッグデータ解析

：山寺さん調整済み

－郡山市
・サイバーダイン 次世代型多目的ロボット化生産拠点

：視察できるか要確認（未連絡）

→以下は移動時間がかかるのであれば除外
－福島県内 ～場所によっては移動に 1-2 時間かかるため、要検討
・福島市

：IT エンジニアのスキルアップコミュニティ「エフスタ」の拠点アリ
http://www.efsta.com/

・福島県

：福島県の ICT 施策をお聞きすることが可能かも（要確認）

・いわき市

：震災後の視察を受け入れており、日本海クルーズなどで今の姿も見ることが出来る
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01270a/genchishisatsu.html

－その他（福島県外）
・石巻市（宮城県） ：1000 人のエンジニアを養成めざす「イトナブ」
（http://itnav.jp/）
→訪問先について
確定：株式会社 Eyes, JAPAN、株式会社 toor
候補先：会津大学、会津若松市役所、サイバーダイン（ぜひ行きたい）
追加：酒造メーカー（参考：これは蔵でなくとも灘の酒との違いを検討できれば）
③ 費用面での留意点について
・航空券手配の関係でセット旅行で押さえる必要あり（早割だと 45 日前までに確定する必要）
→セット旅行の場合の金額（航空 ANA 伊丹福島往復＋宿泊 1 泊）
(1)郡山 郡山ワシントンホテル 1 泊朝食付 シングル１名１室利用 \45,900
(2)猪苗代湖畔 リステル猪苗代 １泊朝食付 ツイン１名１室利用
(3)東山温泉 庄助の宿 １泊２食付

\50,400

和室２名１室利用 \59,000

→セット旅行でも名前、年令入力は必須。20 日前までの氏名変更は空席がある場合の再予約となる。
→会津若松泊になる場合はセット旅行手配不可の為航空早割しか手配できず、現実的ではない。
→現候補の中では、費用的・交通の便で、(1)郡山 郡山ワシントンホテルのセットで良いのでは。
・浜崎個人の所感：宿泊先を(1)郡山ワシントンホテルを候補にしたが、会津若松を主に訪問すると、
又、1 時間かけて郡山まで戻る必要がある、時間のムダ？。セット割り無しで会津若松宿泊になると

費用はどれくらいになるか？要調査。
26 日会津若松に着くのも 12 時前になり、訪問も午後からになる、可能であればサイバーダインが郡
山にあるので 26 日に行けないか？
④ 正式決定・告知スケジュールについて
：本日の委員会で大枠決定して、今週中には遅くとも告知開始（cf. 9/14：6 週間前）
→訪問先の大枠は決定、変更はあります、費用については、予価 5 万円前後、で告知開始ではどうか
募集について、告知開始 9/14？募集締め切り：1 回目は 9 月末、募集状況を見て追加募集ではどうか
(3) 平成 29 年度の海外視察について

：2018 年 1～2 月頃にシアトル訪問で調整中
→えすぽ・松本さんに費用面での見通しを確認中

→訪問先候補：PSP のシアトル DC（本社とは別場所）、
インターナップ US のシアトル支店及び DC の見学会（ぜひ行きましょう）
訪問先を検討する上で、候補先一覧がほしい。
(4) その他
→特になし
３．閉

会

次回開催予定
日時： 10 月 16 日（月）

18 時 30 分～ 船橋委員長の予定確認後決定

場所： 神戸市役所 1 号館 11 階 PT ルーム

