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【今号のご案内】
1．平成 30 年度予算「地域 IoT 実装推進事業」に係る提案の第 3 次公募について
2．「5G 利活用アイデアコンテスト」の開催について
3．「IT を活用した起業・事業化のための基礎知識習得セミナー」の開催について
4．「RobiZy 設立 1 周年記念シンポジウム＆交流会」の開催について
5．「ビジネスマッチ大田原」の開催について（栃木県大田原市）
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1．平成 30 年度予算「地域 IoT 実装推進事業」に係る提案の第 3 次公募について
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総務省では、「地域 IoT 実装推進ロードマップ」（平成 28 年 12 月とりまとめ、平成 30 年 4 月再改定）の「分野別モ
デル」の普及展開を推進することを目的とした、「地域 IoT 実装推進事業」の提案について、10 月 19 日まで追加公募
を実施しますのでお知らせします。
本事業は、「分野別モデル」の横展開事業に取り組む地域に対して、初期投資・連携体制の構築等にかかる経費の
補助を目的とするものです。
■公募締切： 平成 30 年 10 月 19 日（金曜日）17:00 必着
■応募要領、その他詳細について
下記 URL をご覧ください
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000186.html
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2．「5G 利活用アイデアコンテスト」の開催について
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総務省では、第 5 世代移動通信システム（5G）実現による新たな市場の創出、地域社会の課題解決等に向けた 5G
利活用アイデアを広く募集するため、「5G 利活用アイデアコンテスト」を開催します。
また、関東総合通信局では、本コンテストに関する応募説明会を 10 月 25 日(木)に開催します。
■5G 利活用アイデアコンテスト
○5G（次世代移動通信）は、「超高速」、「多数接続」、「超低遅延」といった新しい特徴を
持つ次世代の移動通信システムで、早期実現が期待されています。
こうした特徴をいかした新たなサービス等によって地方が抱える課題の解決や地方創生への
寄与が期待できることから、総務省では地方発の 5G の利活用アイデアを募集します。
本件は、アイデアのみのコンテストですので、実施体制の整備等は要件にはなりません。

○募集期間： 平成 30 年 10 月 9 日（火）～11 月 30 日（金）
○詳細について
下記 URL をご覧ください
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000349.html
■応募説明会の開催について
○日時： 平成 30 年 10 月 25 日（木）13:30～14:30
○場所： 関東総合通信局 21 階会議室（千代田区九段南 1-2-1 九段第 3 合同庁舎）
○申込期限： 平成 30 年 10 月 24 日（水）12:00
○詳細について
下記 URL をご覧ください
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/30/1002kc.html
■問合せ先
総務省関東総合通信局
無線通信部企画調整課
担当:加藤、藤川
電話:03-6238-1731
メール：info_kikaku_atmark_soumu.go.jp
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3．「IT を活用した起業・事業化のための基礎知識習得セミナー」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 を活用した起業・事業化に関心のある方、又は起業済みの方向け
に下記のとおりセミナーを開催いたします。
本セミナーは IT を活用した起業・事業化に関心のある方、または起業済みの方を対象としており、企業経営、資金調
達などのマネジメント、リスクマネジメントや知財管理などの法務戦略を学ぶ「基礎講座」と、X-Tech 領域として、「もの
づくり」、「アグリ」、「バイオ」、「教育」の 4 分野に着目し、当該分野における IT 利活用の最新動向、実際に当該分野で
起業した方からの経験談等を学ぶ「応用講座」の 2 部構成となってお
ります。
皆様のご参加をお待ちしております。
■詳細について
下記 URL をご覧ください
https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/event/itstartupseminar.html
■申込について
下記 URL をご覧ください
https://lne.st/itstartupseminar/
（運営事務局のリバネス社 HP となります）
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4．「RobiZy 設立 1 周年記念シンポジウム＆交流会」の開催について
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ロボットビジネス支援機構(RobiZy)では平成 30 年年 10 月に法人設立 1 周年を迎えることを記念し、シンポジウム
＆交流会を開催します。会員企業・団体、ロボット関係者、ならびに行政機関の方々に参集いただき、講演、ロボット展
示を通して、RobiZy（会員）の取組み内容や方針等を紹介します。
■日時： 平成 30 年 11 月 15 日（木）
○シンポジウム 13:30～17:00(開場 13:00)
○交流会 17:30～19:00
■場所： 東京大学 弥生講堂一条ホール（東京都文京区弥生 1-1-1）
■参加費；

○シンポジウム 5,000 円(RobiZy 会員・学生無料)
○交流会 5,000 円(RobiZy 会員・非会員共通、学生 2,000 円)
■詳細及び申込について
下記 URL をご覧ください
https://www.robizy.co.jp/1stanniversary
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5．「ビジネスマッチ大田原」の開催について（栃木県大田原市）
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栃木県大田原市では、大田原市内の製造企業が出展ブースを通じて自社の魅力や製品・技術等を発信し、参加企
業様とのつながりを持つきっかけ作りを目的として「ビジネスマッチ大田原」を開催いたします。
参加企業様は、一度に本市における多くの製造企業と交流・商談を行うことが出来ます。
商談ブースやフリースペースを設けていますので、この機会を是非ご活用ください。
■日時： 平成 30 年 11 月 14 日（水）13:00～16:00
※働き方改革・労使トラブル対策セミナーは 14:00～15:00
■場所： 那須野が原ハーモニーホール（栃木県大田原市本町 1-2703-6）
■対象： 出展企業との交流・商談を希望する企業
※一般の方々のご来場・ご見学等も受け付けております。
■参加費： 無料
■申込期限： 平成 30 年 10 月 26 日（金）
※セミナーに関しては定員 100 名に達し次第、締め切らせて頂きます。
■申込について
下記 URL をご覧ください
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2018090300021/
■問合せ先
大田原市政策推進課 政策推進係
電話：0287-23-8701
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎『設計プロセスの解説とヒューリスティクス演習』 ≪本日締切≫
■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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発信元
一般社団法人 組込みシステム技術協会 関東支部
東京都中央区日本橋大伝馬町 6-7 住長第二ビル 3F
TEL 03-5643-0211 FAX 03-5643-0212
E-mail jasa-kanto@jasa.or.jp
URL http://www.jasa.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

