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【今号のご案内】
1．「コネクテッド・インダストリーズ税制（IoT 税制）個別相談会」の開催について
2．「工場向けワイヤレス IoT 講習会」の開催について
3．「多言語音声翻訳コンテスト」の開催について
4．「第 6 回先進的 IoT プロジェクト選考会議 IoT Lab Selection」のプロジェクトの募集について
5．「ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ 2019 ビジネスアイデアコンテスト」
の開催について
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1．「コネクテッド・インダストリーズ税制（IoT 税制）個別相談会」の開催について
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総務省及び経済産業省では、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、
生産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入を支援する
税制措置を創設しました。
今回、地域における IoT・ビッグデータ・人工知能（AI）・ロボット等の利活用の推進への取組の一環とし
て、下記のとおり本税制の個別相談会を開催します。
■日時： 平成 30 年 12 月 5 日（水曜日）13:30～17:00
（事前申込み制、1 社 30 分程度とさせていただきます）
■場所： 総務省 関東総合通信局（東京都千代田区九段南 1-2-1 九段第 3 合同庁舎 21F 会議室）
■定員： 28 社（先着順・参加無料）
■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/iot_robot/20181205iot_zeisei_sodankai.html
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2．「工場向けワイヤレス IoT 講習会」の開催について
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関東総合通信局は、東京都立産業技術研究センターとの共催により、「工場向けワイヤレス IoT 講習
会」を開催します。
本講習会は、平成 30 年度から総務省として新たに全国８ヶ所で開催するもので、本件が最初の開催地
となります。
講習会では、座学講習・実機演習を通じて、工場向けワイヤレス IoT を導入・運用するために必要な無
線通信の基礎知識や IoT の導入・運用手順について分かりやすく解説するとともに、工場における IoT の
導入効果や事例などをご紹介します。
■日時： 平成 30 年 12 月 14 日（金）10:00～16:30（受付開始 9:30 から）
■会場： 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 本部
（東京都江東区青海 2-4-10）
■参加費： 無料
■対象者
工場での無線通信（ワイヤレス）や IoT の導入・管理に関わる方
今後の導入を検討されている方
工場向けワイヤレスの導入・利活用に興味・関心のある企業・団体の方 など
■定員： 30 名（先着順）
※定員の関係上、１社・団体から 2 名を上限としてお申し込みください。
■詳細： 下記 URL をご覧ください
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/30/1113re.html
（関東総合局「報道発表」11/13 付け）
■申込方法： 下記 URL をご覧ください。
URL：https://wireless-factory.jp/tokyo/
■申込期限： 平成 30 年 12 月 7 日（金） 17:00 まで
■問合せ先
総務省関東総合通信局 情報通信部情報連携推進課
電話:03-6238-1680
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター IoT 開発セクター
電話:03-5530-2286
PwC コンサルティング合同会社（事務局）
Mail:JP_Cons_Iot_factory@pwc.com
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3．「多言語音声翻訳コンテスト」の開催について
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総務省と国立研究開発法人情報通信研究機構構（NICT)は、世界の「言葉の壁」をなくすことを目指すグ
ローバルコミュニケーション計画（※）を推進しており、その一環として多言語音声翻訳技術の研究開発、
普及・展開を進めています。
今回、総務省及び NICT の主催により多言語音声翻訳技術の新しい活用方法や使い方など世界の「言
葉の壁」をなくすためのアイデアを募集するコンテストを開催いたします。

※グローバルコミュニケーション計画（2014 年 4 月）
世界の「言葉の壁」をなくしグローバルで自由な交流を実現するために、音声翻訳技術の多言語化・ 多
分野化を推進し、2020 年までに社会実装を目指す計画。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000285578.pdf
■応募時期： 平成 30 年 11 月 13 日（火）～平成 30 年 12 月 20 日（木）
■詳細、応募方法について： 下記 URL をご覧ください
https://tagen.go.jp
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4．「第 6 回先進的 IoT プロジェクト選考会議 IoT Lab Selection」のプロジェクトの募集について
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IoT 推進ラボでは、新たな IoT ビジネスの創出に向け、政府関係機関、金融機関やベンチャーキャピタ
ル等と連携し先進的な IoT プロジェクトを発掘し、官民が連携して支援を行う「第 6 回先進的 IoT プロジェ
クト選考会議 IoT Lab Selection」の、プロジェクトの募集を行っており、政府関係機関、金融機関やベンチ
ャーキャピタル等と連携し、成長性・先導性、波及性（オープン性）、社会性等の観点から優れ
た IoT プロジェクトを表彰するとともに、資金支援やメンターによる伴走支援、規制改革・標準化等に関す
る支援を行います。
全国の皆様からの、様々なプロジェクトのご応募を、お待ちしています！
■詳細： 下記 URL をご覧ください
（公募 HP)
https://iotlab.jp/jp/selection.html
（公募要領）
https://iotlab.jp/ConferenceRoom/article/file/6thselection_Guidline.pdf
■問合せ先
（申請書提出に関する内容）
IoT 推進ラボ事務局
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部
電話:03-5860-7557
Mail:iot-info＠jipdec.or.jp
受付時間：10:00-17:00（土日、祝日除く）
（公募内容全体に関する内容）
経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課
電話:03-3501-2646
Mail:iot-meti@meti.go.jp
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5．「ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ 2019 ビジネスアイデアコンテスト」
の開催について
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
横須賀市、YRP 研究開発推進協会等が事務局となり、産学官で構成するヨコスカ×スマートモビリティ・
チャレンジ推進協議会は、スマートモビリティ（スマートな移動性）による社会的課題の解決と新規ビジネス
創出に関する取り組みの一環として、横須賀が目指す３つのまちづくりビジョンをスマートモビリティで実現

することをテーマに、人・モノ・サービスの移動をスマートにする新たなビジネスの企画を募集しております。
学生・ビジネスマン等個人・グループ問わず募集しておりますので、多くの皆様のご応募をお待ちしており
ます。
■募集期間： 平成 30 年 12 月 10 日(月)〆切
■詳細： 下記 URL をご覧ください
https://www.sukamobi.com/idea/
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◎ET・IoT Technology NAGOYA 2019
／組込み総合技術展＆IoT 総合技術展 名古屋 《出展募集中》
http://www.jasa.or.jp/etnagoya/
■日時： 2019 年 2 月 6 日(水)・7 日(木) 10:00～17:00
■会場： 吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
★出展案内・申込書ダウンロード、出展要項、詳細
⇒ http://www.jasa.or.jp/etnagoya/entry/
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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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