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★☆ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆彡
1．7 月 17 日【千葉県公設試・研究発表会（IoT 関連多数）】開催のお知らせ
＝東京都立産業技術研究センター＝
2．『2018 年 IT エンジニアの労働実態調査』ご協力のお願い ＝情報労連＝
3．第 20 回 組込みシステム技術に関するサマーワークショップ
＝SWEST 実行委員会＝
4．若手向け短期合宿型教育実習 LED-Camp6
＝LED-Camp 実行委員会＝
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1．7 月 17 日【千葉県公設試・研究発表会（IoT 関連多数）】開催のお知らせ
千葉県産業支援技術研究所 平成 30 年度オープンリサーチフォーラム
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/koushuukai/happyoukai20180717.html
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◎同時開催：
第 12 回 TKF オープンフォーラム・広域関東圏連携公設試の支援取り組み紹介
産業支援技術研究所では、研究成果を広く企業の皆様に知っていただくため、
研究成果発表会を開催いたします。
本年度は、“IoT や AI”に関して、東京都、神奈川県、埼玉県など TKF(首都圏
公設試連携体)参加公設試の事例紹介や、招待講演も予定しています。
御参加をお待ちしております。
■開催日時：7 月 17 日（火）10 時～16 時 30 分
■開催場所：ホテルポートプラザちば「ロイヤル II」
（千葉市中央区千葉港 8-5）※「千葉みなと駅」前徒歩 1 分
■定員：150 名
■発表内容
・首都圏公設試 各県の研究成果（7 題）
・首都圏公設試 各県の「IoT, AI」関連支援事例（5 題）
・招待講演（2 題）「AI による認知行動支援」/ 理研・大武氏
「枕×IoT」/まくら(株)・河元氏
■詳細・申込方法⇒ https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/koushuukai/happyoukai20180717.html
■開催案内⇒
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/koushuukai/documents/2018openresearchwithtkf20180717-leaflet.pdf
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2．『2018 年 IT エンジニアの労働実態調査』ご協力のお願い ＝情報労連＝
https://www.joho.or.jp/tyousa/
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情報労連は、情報サービス産業の健全な発展と、IT エンジニアに相応しい
労働条件の実現に向け、情報サービス産業の労働実態を把握する為、1993 年より
「ソフトワーカー労働実態調査」を実施しています。
26 回目となる今回の調査では、賃金や労働条件といった基本項目に加え、
①取引関係をめぐる状況、②客先常駐 について調査し、分析を行います。
我が国の情報サービス産業において北海道から沖縄県まで全国を網羅した調査
は他に例がなく地域の実態等を反映したものとして評価をいただいております。
ご参加いただきました企業・団体のみなさまには、報告書をお送りさせていた
だきます。今年度も多くの企業・団体のみなさまの参加をお待ちしております。
※詳細⇒ https://www.joho.or.jp/tyousa/
【参考】2017 年調査概要⇒ https://www.joho.or.jp/tyousa/2017digest.pdf
■調査への参加方法■
(1)「情報労連」で検索または下記 URL にアクセス
https://www.joho.or.jp/tyousa/
(2) 手順に従って調査票のダウンロード
(3) 記入
(4) アップロードを行ってください
尚、調査結果につきましては、報告書として取りまとめ（本年 11 月発行予定）
調査にご協力いただいた皆様に限定し、配布予定です。
■アップロード締切：7 月 31 日
■本件に関する問い合わせ■
情報産業労働組合 政策局（齋藤・倉田）
TEL: 03-3219-2249 E-mail: joho-service@joho.or.jp
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【後援事業】
3．第 20 回 組込みシステム技術に関するサマーワークショップ
SWEST20: 20th Summer Workshop on Embedded System Technologies
＝ 組込みシステム技術に関するサマーワークショップ 実行委員会 ＝
https://swest.toppers.jp/
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☆SWEST（エスウエスト）とは
大学の研究者や学生、企業の技術者や管理者、その他、組込みシステムに

関わる全ての人達が、徹底的に議論できる場を提供することを主な目的とした
合宿型のワークショップです。
●メインテーマ： future = SWEST(&you) + dream;
■日程：2018 年 8 月 30 日(木) ～31 日(金)
付随イベント 20 周年特別企画 8 月 29 日(水)
■会場：下呂温泉 水明館（岐阜県下呂市幸田 1268）
◆SWEST20 は 情報処理学会 組込みシステムシンポジウム 2018(ESS2018)と
共同開催となります。
情報処理学会 組込みシステムシンポジウム 2018(ESS2018)
http://www.sigemb.jp/ESS/2018/
【参加者募集要項】
SWEST20 に参加し、議論に積極的に加わって下さる参加者を募集します。
■参加費:
一般 29,000 円
共催・協賛・後援団体会員(*) 28,000 円
学生 16,000 円
（宿泊・食事込）
（宿泊は相部屋（4～6 人 1 部屋を予定））
特別企画参加費：上記の金額+16,000 円
(*) SIGEMB, CEST, SESSAME, TOPPERS プロジェクトの各会員
後援団体の各会員, 協賛会社の社員
※参加費の支払方法は、参加を申し込まれた後にご連絡します。
特別企画参加される場合は決定後のご連絡になります。
■定員: 160 名程度
■募集期限：2018 年 7 月 31 日(火)
■参加申込み⇒ https://swest.toppers.jp/regist/
■お問合せ先■
SWEST 事務局 E-mail: secretariat20@swest.toppers.jp
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4．若手向け短期合宿型教育実習 LED-Camp6
https://swest.toppers.jp/LED-Camp/
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LED-Camp は、組込みシステム開発の初学者や未経験者、組込みシステムに
興味のある方を対象とした、合宿形式の勉強会です。若手の社会人の方や学生
が一堂に会し、組込みソフトウェア開発の基礎を学びます。
■日程：2018 年 8 月 27 日(月)～30 日(木)
■会場：下呂温泉 (岐阜県下呂市) 山形屋

■募集対象
組込みシステム開発の初学者や興味のある未経験者が対象です。
- 社会人：若手技術者、若手プロジェクトリーダー
- 学生 ：大学生・院生・高専生・専門学生など
なお、ソフトウェア開発演習があるため、プログラミングの基礎知識を
有することが参加条件となります。
■定員： 30 名程度
＊参加申込みが過多となった場合は、申込者の経験年数や所属を考慮して
参加者を選考する場合があります。
■参加費用（税込み）
社会人 : 69,000 円
学生 : 49,000 円
＊参加費には、実習費、実習教材費、宿泊・飲食費が含まれます。
＊会場までの交通費はご負担下さい。
■参加申込み⇒ https://swest.toppers.jp/LED-Camp/regist/
■締切：2018 年 7 月 31 日(火)
■お問合わせ先■
LED-Camp 事務局 https://swest.toppers.jp/LED-Camp/contact/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★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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