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【今号のご案内】
1．「地方版 IoT 推進ラボ」 第 4 弾選定地域の募集について
2．「先端設備等導入計画」に関する説明会の開催について
3．「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」
の設立及び設立会員の募集について
4．「サポートビジネス商社活用海外展開セミナー及び
海外展開 ONE to ONE 商談会」の開催について
5．「ロボティクスシーズマッチング（日本工業大学）」の開催について
（埼玉県）
6．「第 5 回 RobiZy 交流会」の開催について
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1．「地方版 IoT 推進ラボ」 第 4 弾選定地域の募集について
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
経済産業省と IoT 推進ラボは、地域での取組を通じた IoT ビジネスの創出を
支援することを目的とし、地方版 IoT 推進ラボを選定しております。
現在、第 3 弾までで全国 74 地域が選定されており、第 4 弾選定地域を募集して
います。
■募集対象
自治体、公的機関、企業、学校、市民等によって構成される組合・団体等。
※活動主体が国内にあるもの。
■募集期間： ～平成 30 年 8 月 6 日（月）17 時締め切り
■お問合せ先
・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
IT 人材育成本部イノベーション人材センター
地方版 IoT 推進ラボ 事務局
〒113-6591 東京都文京区本駒込 2-28-8
TEL：03-5978-7536 FAX：03-5978-7516
E-mail： innov-local-iot＠ipa.go.jp

2018 年 6 月 13 日 9:54

・申請を検討している自治体のお問合せ先
関東経済産業局
地域経済部 次世代・情報産業課
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1
TEL：048-600-0284 FAX：048-601-1293
■詳細： 下記 URL をご覧ください
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/local_iot-lab/
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2．「先端設備等導入計画」に関する説明会の開催について
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経済産業省・中小企業庁では、中小企業の皆様の新たな設備投資を、固定
資産税の特例措置（最大 3 年間ゼロ～1/2）や補助金審査の加点等により支援す
るため、本年 6 月 6 日付けで「生産性向上特別措置法」を施行したところです。
本法では、中小企業が設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備
等導入計画」を策定し、市区町村が認定することで、各種の支援が受けられる
ことになっております。
関東経済産業局では中小企業の皆様向けに、「先端設備等導入計画」に関す
る説明会を下記のとおり開催しますので、ぜひ御参加ください。
■日時： 平成 30 年 6 月 27 日（水）10:30～12:00（10:00 受付開始）
■場所： さいたま新都心合同庁舎 1 号館 ２階講堂
（埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1）
■定員： 400 名（先着順・参加無料）
■対象：中小企業者等
■費用： 無料
■内容： 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について
■詳細・申込方法について： 下記 URL をご覧ください
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/sentansetsubi_donyukeikaku_setsumeikai.html
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3．「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」
の設立及び設立会員の募集について
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（一社）日本ロボット工業会はロボット・FA（Factory Automation）システム
の構築等を行うシステムインテグレータ（以下「SIer」という。）の共通基盤
組織として、SIer の事業環境の向上及び能力強化に取り組み、SIer を取り巻く
関係者間の連携を促進させることにより、あまねく産業における生産活動の
高度化を推進し、我が国の産業の持続的発展と競争力の強化に寄与することを
目的とし「FA・ロボットシステムインテグレータ協会」を設立します。
設立あたりご参画いただける設立会員を募集いたします。
■詳細、申込等について： 下記 URL をご覧ください

http://www.farobotsier.com/admission.html
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4．「サポートビジネス商社活用海外展開セミナー及び
海外展開 ONE to ONE 商談会」の開催について
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関東経済産業局では、海外展開を志向する食品分野の中小企業を対象に、
サポートビジネス商社を活用するノウハウを得るためのセミナー及び同セミナー
参加者限定のサポートビジネス商社との 1 対 1 の商談の機会を一体的に提供します。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
※サポートビジネス商社とは
海外市場に精通し、商談後のフォローアップをはじめテストマーケティング
から販路開拓支援まで海外展開のトータルサポートを行う商社
■サポートビジネス商社活用海外展開セミナーについて
○日時：平成 30 年 7 月 11 日（水）13:30～17:00（受付開始 13：00～）
○会場：さいたま新都心合同庁舎 1 号館 1 階 多目的室 1-1
（さいたま市中央区新都心１番地１）
○対象：国産の飲食料品・農水産物を取り扱う中小企業（生産者、メーカー）
○定員：100 名（参加無料、事前申込み制）
＊講演後、海外展開支援機関の専門家による個別相談会開催
（セミナー申込時の事前登録制）
■海外展開 ONE to ONE 商談会について
○日時：平成 30 年 9 月 11 日（火）13:20～17:00（受付開始 13：00～）
○会場：さいたま新都心合同庁舎 1 号館 9 階 会議室
（さいたま市中央区新都心１番地１）
○対象；
上記「サポートビジネス商社活用海外展開セミナー」に参加した、
マレーシア又はタイを対象に海外展開を志向する国産の飲食料品・
農水産物を取り扱う中小企業（生産者、メーカー）
○募集企業数：20 社程度
（参加無料、サポートビジネス商社の書類事前選考あり）
■詳細、申込について： 下記 URL をご覧ください
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/oversea/30fy_kaigaitenkai_seminar_syodankai.html
■問合せ先
関東経済産業局
産業部 国際課 担当：高見沢、櫻井、田口、吉川
電話:048-600-0264
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5．「ロボティクスシーズマッチング（日本工業大学）」の開催について
（埼玉県）
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公益財団法人埼玉県産業振興公社では、埼玉県及び学校法人日本工業大学と
連携し「ロボティクスシーズマッチング」を開催します。ロボット分野での
大学等の先端的な研究成果を中小企業のものづくりに生かす取組です。

今回は日本工業大学の様々な技術シーズを紹介するセミナー、パネルセッ
ションを行います。
「ロボット産業に参入したい」「ロボット技術を導入し生産性を高めたい」
などをお考えの企業の皆様には、製品開発・課題解決に生かす絶好の機会と
して是非ご参加ください。
終了後には懇親会も開催します。大学研究者や参加企業との情報交換、
ネットワークづくりの場としてご活用ください。
■日時：平成 30 年 7 月 24 日（火）13:30～17:00
※終了後、懇親会（17:00～18:00）を開催します
■場所： 日本工業大学 LC センターマルチ メディア室
（埼玉県南埼玉郡宮代町学園台 4-1）
■定員： 100 名（受付順）
■参加費： 無料（懇親会は参加費 1,000 円いただきます）
■詳細、申込について： 下記 URL をご覧ください
http://www.saitama-j.or.jp/sentan/information/20180601/4390/
■問合せ先
公社 先端産業振興グループ（先端産業支援センター埼玉）
電話:048-711-6870
Fax:048-857-3921
E-mail: sentan@saitama-j.or.jp
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6．「第 5 回 RobiZy 交流会」の開催について
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NPO 法人ロボットビジネス支援機構(RobiZy)では会員間の情報交換会(交流会)
を定期的に開催します。
第 5 回 RobiZy 交流会でも懇親会を開催します。RobiZy 入会を検討中の企業・
団体の方々も参加できますので、是非ご参加＆ご案内ください！
■日時： 平成 30 年 6 月 15 日(金) 10:00～12:00（開場 9:30） 懇親会 12:30～
■場所： 東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 10 階
■参加費： 無 料（懇親会：3,000 円）
■申込について： 下記 URL をご覧ください
https://www.robizy.co.jp/20180615robizyexchangemeeting05
■問合わせ
RobiZy プロジェクト事務局
電話:03-4520-5045
E-mail: info@robizy.co.jp
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★「第 32 回社員総会／交流会」開催のご案内
■日時：平成 30 年 6 月 21 日(木) 15:30～17:00／17:30～19:00

■会場：ザ ランドマークスクエア トーキョー（品川 GOOS）
30F「LOTUS」／29F「COAST」
詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/32th_JASA-Soukai.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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