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【今号のご案内】
1．「地方創生ステップアップセミナー」の開催について
2．「IoT 導入支援セミナー」の開催について
3．「第 40 回南西フォーラム」の開催について（相模原市）
4．「第 7 回 RobiZy 交流会」の開催について
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1．「地方創生ステップアップセミナー」の開催について
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地方創生推進事務局と経済産業省は共催で、地方創生に関わる自治体や企業
の皆様を対象に、企業版ふるさと納税を中心に、地方拠点強化税制、地方創生
カレッジ、地方創生推進交付金等の地方創生関連施策を幅広く紹介するセミナー
を開催します。
■日時：平成 30 年 8 月 23 日（木）14:00～16:00
■場所：ホテルルポール麹町 ロイヤルクリスタル
（東京都千代田区平河町 2-4-3）
（http://www.leport.jp/map/access.html）
■内容
〇制度説明：
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局／内閣府地方創生推進事務局
⇒地方創生を加速化するための新たな施策や、企業版ふるさと納税を中心
に地方拠点強化税制や地方創生カレッジなどを幅広く説明
〇講演 1： カネダ株式会社の企業版ふるさと納税活用事例
⇒島根県奥出雲町産のエゴマをグループ会社が販売する縁で、同町へ寄附
を行ったカネダ(株)から活用事例について紹介
〇講演 2: 長野県東御市の企業版ふるさと納税活用事例
⇒市長のトップセールスと関係競技団体の協力により平成 29 年度 47 件の
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寄附を受領した東御市から事業の内容や取組について紹介
〇経済産業省からの説明（地域未来投資関連施策について）
⇒昨年施行された地域未来投資促進法の現状・今後の方向性や関連施策に
ついて説明
■申込について：下記 URL をご覧ください
http://www.kanto.meti.go.jp/event/20180823stepup_seminar.html
■問い合せ先
関東経済産業局総務企画部総務課
担当：齋藤・本城
電話：048-600-0213 FAX：048-601-1310
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2．「IoT 導入支援セミナー」の開催について
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総務省関東総合通信局では、「IoT 機器等の電波利用システムの適正利用の
ための ICT 人材育成事業」として、電波の特性を踏まえた IoT の導入・利活用の
促進をはかることを目的に、ユーザ企業等を対象とした「IoT 導入支援セミナー」
を各地で開催します。
現在、9 月に開催する 2 会場について、受講者を募集していますので、IoT 導入
に興味・関心のある皆様のご参加をお待ちしています。
■川越会場（埼玉県）
〇日時：平成 30 年 9 月 6 日（木）13:30～17:10
〇場所：ウェスタ川越（埼玉県川越市新宿町 1-17-17）
募集締切 8 月 31 日（金）
〇詳細は下記 URL をご覧ください
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/30/0727re.html
■横浜会場（神奈川県）
〇日時：平成 30 年 9 月 20 日（木）13:30～17:10
〇場所：神奈川中小企業センタービル（神奈川県横浜市中区尾上町 5-80）
募集締切 9 月 13 日（木）
〇詳細は下記 URL をご覧ください
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/30/0809re.html
■問い合せ先
総務省関東総合通信局
情報通信部情報通信連携推進課
電話 03-6238-1683
メール gishin@soumu.go.jp
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3．「第 40 回南西フォーラム」の開催について（相模原市）
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首都圏南西地域産業活性化フォーラムでは、中小企業が AI とどう向き合うべ

きか、実際の導入事例や最先端の研究事例などの紹介を通して考え、自社の経営
に活かしていくことを目的として「第 40 回南西フォーラム」を開催いたします。
■日時：平成 30 年 8 月 28 日（火）16:00～19:30（受付 15:30～）
■場所：町田市文化交流センター（町田市原町田 4-1-14 プラザ町田ビル・5 階）
■定員：150 名
■参加費：無料
■詳細、申込について：下記 URL をご覧ください
https://www.nansei-forum.jp/forum/index.html#forum_40
■問い合せ先
首都圏南西地域産業活性化フォーラム事務局
担当：樽川・片山
電話：042-770-9119 FAX：042-770-9077
ホームページ：http://www.nansei-forum.jp/
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4．「第 7 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 7 回 RobiZy 交流会では、RobiZy 会員（入会検討中の企業・団体を含みます）
より、事業紹介や現場でのロボット化のニーズ、自社の技術、ロボットビジネス
取組内容等を発表していただきます。
マッチングやロボット導入・開発に向けてコンソーシアムの立ち上げやＷＧ
の発足など、具体的な今後の取組について議論を行います。
交流会には、入会検討中の団体・企業様もご参加可能です。是非この機会に、
ご参加ください。

■日時：平成 30 年 8 月 28 日(火) 16:00～18:00（開場 15:40） 懇親会 18:30～
■場所：JA 三井リース株式会社 会議室
（東京都中央区銀座 8-13-1 銀座三井ビルディング）
■参加費：無料（懇親会：5,000 円）
■申込について：下記 URL をご覧ください
https://www.robizy.co.jp/20180828robizyexchangemeeting07
■問合わせ
RobiZy プロジェクト事務局
E-mail: info@robizy.co.jp
※RobiZy プロジェクトとは、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
ロボットビジネスを実現し、 ロボット普及を図ることを目的とした取組です。

本プロジェクトで培った豊富な支援実績やノウハウの活用により、ロボット
ビジネスを 総合的に支援するプラットフォームとして『特定非営利活動(NPO)
法人ロボットビジネス支援機構(理事長:佐藤知正東京大学名誉教授）
「以下、RobiZy」』を 2017 年 10 月に設立し、現在では会員数も 120 を超えて
おります。
RobiZy 会員メンバー
https://www.robizy.co.jp/aboutrobizy/robizymembers
RobiZy 運営メンバー
https://www.robizy.co.jp/aboutrobizy/robizyboardmembers
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◎『関東支部例会』
【第零部】iCD 説明会・体験設計セミナー【第一部】講演会【第二部】交流会
■日時：8 月 23 日（木）
【第零部】13:00～14:45【第一部】15:00～17:25【第二部】17:45～20:15 頃
■会場：【第零部・第一部】ヒューリックカンファレンス Room1
【第二部】三浦屋（屋形船） *交流会参加費：8,000 円
■プログラム・詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai180823.pdf
■申込 Web フォーム⇒ https://goo.gl/forms/NasmiUe2vvzxahY72
☆今回は第零部にて、若手から経営者まで受講可能なセミナーを実施いたします
体験設計セミナーは、9 月以降ハードウェア委員会主催にてワークショップを
開催する予定です。体験設計（エクスペリエンスデザイン）とは、どのような
ものか先ずは知ってください。
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◎『設計プロセスの解説とヒューリスティクス演習』
■日時：10 月 17 日（水） 研修：9:30～17:00 交流会：17:30～20:15
■会場：JASA 会議室（最寄駅：小伝馬町）
■参加費；研修：会員 無料、一般 5,400 円 交流会：会員/一般 4,500 円
■詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_181017.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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