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【今号のご案内】
1．平成 30 年度 独創的な人向け特別枠「異能(Inno)vation」
プログラム ICT 技術開発課題への挑戦者の公募について
2．「MITOU Exhibition & Meetup 2018」及び
「2017 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業修了式 兼
スーパークリエータ認定証授与式」の開催について
3．「第 1 回ドローンビジネス支援セミナー」の開催について（埼玉県）
4．NPO 法人ロボットビジネス支援機構（RobiZy）主催セミナーの開催について
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1．平成 30 年度 独創的な人向け特別枠
「異能(Inno)vation」プログラム ICT 技術開発課題への挑戦者の公募について
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
総務省は、平成 30 年度の SCOPE 独創的な人向け特別枠「異能 nnovation」
プログラムに係る公募を開始いたします。
総務省は、平成 26 年度より、独創的な人向け特別枠 「異能 nnovation」
（いのうべーしょん）プログラムを実施しています。情報通信審議会
「イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方」
（最終答申：平成 26 年 6 月 27 日）を踏まえ、ICT 分野において破壊的な地球規模
の価値創造を生み出すために、大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャス
な ICT 研究開発課題への挑戦を支援するものであり、閉塞感を打破し、異色多様
性を拓くことを目的としています。
■公募期間： 平成 30 年 5 月 22 日（火）～平成 30 年 7 月 20 日（金）
※本件事業につきましては、総務省から
【業務実施機関：株式会社角川アスキー総合研究所 異能 vation 事務局】
に委託して実施されます。
申請書の提出先は上記、業務実施機関であって【総務省ではありません】
のでご注意ください。
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■詳細、応募方法、説明会等について
下記 URL をご覧ください
http://www.inno.go.jp
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2．「MITOU Exhibition & Meetup 2018」及び
「2017 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業修了式 兼
スーパークリエータ認定証授与式」の開催について
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独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、IT を駆使してイノベーション
を創出することのできる独創的なアイディアと技術を有する、突出した人材を
発掘・育成する「未踏 IT 人材発掘・育成事業」と、起業または事業化に強い
関心を持つ未踏的 IT 人材を支援する「未踏アドバンスト事業」を実施しています。
今回は、上記両事業の 2017 年度修了にともなうイベントのご案内です。
※開催告知サイト
https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2017/juyoshiki_24th.html
■MITOU Exhibition & Meetup 2018
本イベントは、2017 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業及び未踏アドバンスト
事業の修了生の成果を紹介、修了生と交流いただける初めての機会です。
ぜひご来場ください。
〇日時： 平成 30 年 6 月 2 日（土）14:00～15:40※受付開始 14:00～
〇場所： ベルサール九段
（東京都千代田区九段北 1-8-10 住友不動産九段ビル 3F ベルサール九段）
〇主催： 独立行政法人情報処理推進機構／経済産業省
〇参加登録ページ
未踏 Facebook：https://www.facebook.com/ipa.mitou/
本イベントはどなたでもご参加いただけます。
参加を希望される方は、上記未踏 Facebook の本イベントページで「参加予定」
をクリックのうえ、ご来場ください。
■2017 年度未踏 IT 人材発掘・育成事業修了式 兼 スーパークリエータ認定証授与式
2017 年度未踏クリエータの未踏 IT 人材発掘・育成事業修了と、同年度に
おいて特に優秀であると評価された「スーパークリエータ」認定者を祝し
開催する式典を行います。
お誘いあわせのうえぜひお越しください。
〇日時： 平成 30 年 6 月 2 日（土）16:00～18:00※受付開始 14:00～
〇場所： ベルサール九段
（東京都千代田区九段北 1-8-10 住友不動産九段ビル 3F ベルサール九段）
〇主催： 独立行政法人情報処理推進機構／経済産業省
※本式典はどなたでもご参加いただけます。
参加登録もご不要です。
■問い合わせ先
IPA IT 人材育成本部 イノベーション人材センター 未踏人材グループ
未踏 IT 人材発掘・育成事業 イベント事務局（担当：堀、池崎）
TEL:03-5978-7504
E-mail:iac-mitouevent@ipa.go.jp
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3．「第 1 回ドローンビジネス支援セミナー」の開催について（埼玉県）
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埼玉県では、ドローン関連の優れた情報を幅広く集め、ドローン関連の優れ
た情報を幅広く集め、皆様のドローン関連ビジネスのお役に立つべく開催します。
幅広い分野での活用事例等充実した内容となっております。
■日時： 平成 30 年 6 月 6 日（水）14:00～17:00
■場所： ソニックシティホール 4F 国際会議室
■詳細及び申し込みについて
下記 URL をご覧ください
https://www.saitama-leading-edge-project.jp/news/archives/230
■問い合わせ先
埼玉県産業労働部先端産業課 岡本、宮崎
TEL:048-830-3737
E-mail:a3760-04@pref.saitama.lg.jp
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4．NPO 法人ロボットビジネス支援機構（RobiZy）主催セミナーの開催について
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
RobiZy は、産学官が連携し、ロボット分野の調査研究、情報共有、事業活動
支援を行うことにより、安全・安心で円滑・継続的なロボットビジネス・
ロボット普及の実現を図ることを目的とした取組です。
本セミナーでは、RobiZy 理事長の佐藤知正氏が「21 世紀はロボットの世紀」、
理事の西耕平氏が「外食産業におけるロボット導入事例」の各テーマで講演し、
新規会員向けの説明会も同時開催します。
■日時： 平成 30 年 5 月 31 日（木）13:00～14:30※開場 12:30～
■場所： 東京都中央区新川 2-27-2 三井住友海上 新川ビル 3 階 大会議室
■参加費： 無料
■申し込みについて
下記 URL をご覧ください
https://www.robizy.co.jp/20180531seminar
■問い合わせ先
RobiZy プロジェクト事務局
E-mail:info@robizy.co.jp
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★『関東支部例会（講演会／交流会）』 ＜参加者募集中＞
■日時：5 月 24 日(木)14:30～17:25／17:45～19:15

■会場：新宿エルタワー サンスカイルーム 1C
■交流会参加費：4,000 円
※詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai180524.pdf
☆………………………………………………………………………………………☆
★『異業種交流 BBQ Party in お台場』 ＜参加者募集中＞
■日時：6 月 2 日（土）11:40～14:15
■場所：デジキューBBQ CAFE デックス東京ビーチ店
■参加費：4,000 円
(BBQ 会場費用およびセット食材・プレミアム飲み放題料金含む）
*ソフトドリンク飲み放題の場合は、3,000 円
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Event180602.pdf
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★JASA 関東支部 HP より、最新情報をご確認いただけます⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8/
★平成 30 年度 関東支部年間予定表⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/calendar_h30/
★メルマガ配信 Back No.⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/mailnews_backno/
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